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まえがき

　はじめてロシア語を学びはじめたとき，ロシア語がそれまで学んできた英

語などと非常に異なった「くせ」をもっていることに，とまどいを感じたこ

とを，覚えている．たとえば英語であれほど自由にまた便利に用いられてい

たhave動詞がほとんど用いられないで，be動詞にあたるものがその代わり

をしていることや，名詞に「もの」であるか，それ以外のものであるかとい

う区別があることなども，その一つであった．そのうちに，その中にはたと

えば所有の表現とか，　「～が好きだ」という表現のように，日本語と共通す

る「くせ」や，be諭aidとかfunとかのように，英語でも属格をとる語彙が

よく似た意味をもっているというように，英語と共通する「くせ」があるこ

ともなんとなくわかってきた．しかしこれらはあくまで「くせ」であるから，

なぜそのような現象が起こるのかを問うことは不可能でもあるし，また意味

のないことであると思われた．

　しかし最近とくにクリモフによって提唱された内容的類型学によれば，こ

れらの「くせ」が実は言語の類型と深いかかわりをもっていること，そして

それらが構造的に意味をもっていることが，主張されているように思われる．

この立場からすれば，これまで説明不可能と思われ，言語のさまざまな箇所

に散在していたいろいろな現象が，たがいに関連をもったものとして立ち現

れてくる．この内容的類型学の方向は，旧ソヴエト，とくにレニングラード

を中心とする言語研究の，かなり長年月にわたる歴史を，背景にしていると

思われるが，少なくとも我々にとっては，そのようなものとして意識される

ようになってからまだ日も浅いため，まだまだ不十分な点やよくわからない

ことも多く，またさまざまな分野からの批判の存在も考えられるが，それに

もかかわらず，一つの新しい視点を言語の研究に提供するという点で，その
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今後について注目する必要があると思われる．とくに最近イヴァーノフとガ

ムクレリゼによって類型学の成果を比較言語学に体系的に適用しようとする

試みが現れたことも，その必要を強く感じさせる．

　ここで述べようとするのも，内容的類型学の出現の経緯をおおまかに跡づ

け，その内容を主としてクリモフの所説について概観して，そのものの観方

をもとにしてロシア語の諸現象を考察すれば，どのようなことがいえそうで

あるかを考えてみようとすることを，その趣旨としている．また内容的類型

学が生じてくる過程で，従来の表現の技法を取り扱う類型学が，形式的類型

学として精密化しつつある過程を，主としてレヴジンの所説をもとに瞥見し

た．したがって本書は著者自身の今後の研究の一つの足がかりとするために，

問題を整理したものであり，その意味でとくに独創性を主張するものではな

い．しかし従来類型学という名のもとに行われてきた研究で，内容的類型学

以前の段階にとどまっているものが多いことを考えれば，このような整理も

なにがしかの意味をもちうるのではないかと，ひそかに考えている．

　本書の第四部として，いま述べたガムクレリゼ・イヴァーノフの手による，

印欧語比較文法への応用についても，若干触れることにした．この分野にお

いても，旧ソヴエトの研究にはそれなりの歴史があると思われるからである．

　本書は1984年に大阪外国語大学における集中講義のノートに手を入れたも

のであるが，はからずもこのたび京都大学学術出版会によって出版の機会を

与えられた．まことに有難いことである．貴重な文献について教示戴いたり，

また貸与下さった，出版会および周囲の方々，関係者の各位，並びに直接折

衝にあたられた八木俊樹氏に感謝申し上げる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九三年三月二十日
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類型学の先駆者フンボルトとサピア

　§1言語の類型といえば，これまで孤立型言語is・1ating　languages，膠着型言語

agglutinative　languages，屈折型言語至n且ect重ve　languagesとし】うような分け方がよく

されていた［SL　l23］．これによればたとえば英語，ドイツ語，フランス語のように

印欧諸語に属している言語は屈折型言語であり，日本語は膠着型言語だ・というの

である．たとえばヴィルヘルム・フォン・フンボルト（Humb。1dt，Wi出elm　v。d767．1835）

は『人間言語の種々相とその人類の精神的発達に及ぼす影響について』という彼

の有名な著書の中で，語の孤立，屈折，膠着について述べているが1，ここでフン

ボルトは，これら三つの型の間には，次のような関係がある，といっている．

　　中国語の場合のように，文中における語の属している（思考の）範疇を指示すること

　が欠けてしまっていることと，本当の屈折（フレクシオーン）ということとの間には，

　言語の備えている純粋な有機構造と背馳しないような第三者は存在し得ないのであ

　る．両者の間に存在し得ると考えられる唯一のものは，屈曲（ボイグンク）として用い

　られた複合という方法だけなのである．この場合の複合とは，本来の屈折を目差し

　ながらも十分には完成されなかった屈折という意味なのであって，実は機械的な接

　着にすぎず，純粋な有機的付加形成ではない．こういうどっちつかずの混血児は，

　仲仲それと見分けのつくものではないが，近頃では膠着という名称で呼ばれている

　ものである2．

　ここでフンボルトが中国語について「（思考の）範疇を指示することが欠けてし

まっている」というのは，品詞の区別についてのことであると思われる．この言

語ではたとえば「走」という場合，「歩くこと」という名詞かもしれないし，「歩

く」という動詞かもしれない．名詞に特有な形，動詞に特有な形というものがな

いからである．それを決めるのはこの言葉が，文の中でどのような役割を果たし

ているかによるのであって，単語だけとってみても，必ずしもそれがどういう品

詞に属するかわからないのである．このため中国語の単語はいわば裸の形であっ

て，他の単語との関係があらかじめ決まっていない，とみられる．このような考

えから，中国語は孤立型言語に属している，と考えられているのである．これに

対して屈折型言語では，語は「純粋な有機的付加形成」を示していた，とフンボ

ルトは考える．これはどのような意味であろうか．これをラテン語を例にとって

L類型学の先駆者フンボルトとサピア　003



考えてみよう．ラテン語の名詞d・min－usという語は「主人」の主格を表している．

「主人が」である．このことから語尾一usは主格を表すものだ，と考えられる．と

ころがd・min－i「主人たちが」という形が別にあることから，一usは実は単数である

ことも表していることがわかる．また同じく単数の主格を表すpueH－a「少女」と

いう単語のあることから，一usはまた男性であることを表すものでもあると，結論

することができる．しかしこの語尾のどの部分が男性を表し，どの部分が単数を，

またどの部分が主格を表すかを示すことはできない．全体としてこれら三つのカ

テゴリーを表しているのである．逆に一usという語尾はいつも男性単数主格を表

すかといえば，実はそういうこともできない．たとえばpuer「少年」という語に

は語尾がないが，語尾がないというまさにそのことによって，この語は男性単数

主格であることを示しているのである．あるいはまたd・m－us「家」という語もあ

る．これはdominusと同じ一usという語尾をもっているが，この語尾が示している

のは女性単数主格である．このように語尾は語幹から切り放してそれだけで独立

した意味をもっことができないのである．これが「純粋な有機的な付加形成」と

いう言葉の中身である．

　これに対してたとえば膠着型言語に属しているといわれる日本語では，「が」と

いう語は主語を表していて，「こどもが」，「犬が」，「机が」というように，どのよ

うな名詞にもつけることができる．また「こどもたち」，「犬たち」のように，複

数は「が」とは違う「たち」という要素によって表される．この「たち」は制限

があって，どの名詞にもつくというわけではないが，広く用いられている．した

がって複数の主格は「こども・たち・が」，「犬・たち・が」のように二つの要素

をつなぎ合わせて表される．これがフンボルトのいう「複合」であって，「機械的

な接着にすぎない」とされているものである．

　しかしフンボルトは膠着型言語を単に孤立型言語と屈折型言語の中間にあるも

のとして位置づけているだけではない．「本来の屈折を目差しながらも十分には

完成されなかった」ものと考えているのである．この点について彼は次のように

いっている．

　　　．いわゆる膠着語と呼ばれる言語と屈折言語との相違は，語の概念の属する範

　疇をすべて屈曲によって指示するか否かという言語の種類の相違ではなくて，膠着

　語も屈折語も実は全く同じ方向を目差してはいるものの，膠着言語の場合はその努

　力に明澄性を欠いているがために，その努力に不成功の度合が強いというだけの相
　違にすぎない3．．，．．．

　すなわちフンボルトは膠着型言語は屈折型言語になろうと努力してはいたが，
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努力が足りなかったので，不完全なままになっているものである，といっている

のである．言語の型にこのような価値の違いを認める考え方は，膠着型言語は屈

折型言語よりも劣った言語であるという考えを，当時の人々に植えつけるのに役

立ったと考えられる．これは当時のヨーロッパの人々のヨーロッパ中心主義的な

考え方を，支えるものでもあったといえよう．

　§2現代の言語類型学のさきがけをしたと考えられている，アメリカのエド

ワード・サピア（Sa碑，Edward1884－1939）は，言語の類型による分類にっいて，「なぜ

言語の分類が結局概して無駄な企てとなってしまったかを示すものとして，ここ

に第四の理由がある…・．．前世紀の中葉に至るころ，社会諸科学にしみこんだ進化

論的偏見がすなわちそれである」［SL123］と述べ，「実はこの科学的偏見には，そ

の大きい先駆をつとめた，もっと人間的な偏見が入りまじっていたのである．こ

れまでの大多数の言語理論家たちは，だいたい一定の型に属する言語を話してい

た．彼らにとって，この型の言語のうちで最も完全に発達したものといえば，そ

の幼少のころ習ったラテン語かまたはギリシア語であった．従って熟知している

これらの言語は，人間の言葉の到達しえたく最高の〉発達段階を表わし，他の型

はすべて，彼らの愛するく屈折的＞な型に至る中問段階にすぎないと信ずること

は，彼らにとってむずかしいことではなかった」といっている［SL123］．

　このような「科学的偏見」に対してサピアは「言語というものをその真の内面

性において理解しようとするならば，優先的価値観の迷蒙を解いて，英語とホッ

テントット語とを，同じ超然たる態度で，冷静に，しかも興味を持って，観察す

る習慣をつけなければならない」と主張している［SL124］．この主張が，前にフン

ボルトのところで述べた批判を裏づけていることは明らかである．しかしサピア

がこのようないわば客観的立場に立つことができたのは，実はそれなりの理由が

あったと考えられる．彼は師フランツ・ボアズ（B・as，Fra皿豆858－1942）の流れを汲ん

で，アメリカ・インディアンの言語の研究を行っていたために，ヨーロッパの、「常

識」によっては理解できないような，多くの現象の観察を行ってきていたからで

ある．

　§3サピアは，「＜すべての言語は相互に異なっているが，ある言語の異なり

方は，他の言語よりもはるかに甚しい＞＿，，，要するにこれは，あらゆる言語は形

態的なタイプ，構造的類型，に群別できる，ということである」［SL　I20－121］とい

い，言語をそれぞれの類型に分類することができることを示した．これが言語の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　L類型学の先駆者フンボルトとサピア1・・5



類型的分類についての，彼の理論的な基礎となっている．

　サピアはさらに「厳密にいえば，地球の上で話される数千の言語と方言の特異

性を十分公平に取り扱いうるような，有限の数の類型を打ち立てることの不可能

さは，始めから判っている」［SL　l21］といって，地球上の言語はきわめて多様であ

るから，これをいくつかの有限の類型にまとめてしまうことがむずかしいことを

認めながら，それにもかかわらず，どのような方法によれば，比較的客観的な仕

方でこのような分類を行うことができるかを，体系的に考えてみようとした．サ

ピアのこのような考えが，言語類型学というものの始まりであると考えられるの

である．

　サピアはこうしてさまざまな分類の方法を吟味したが，彼はそのどれもが，何

かの点で難点をもっていると考えた．たとえば彼は，当時「屈折」，「膠着」，「孤

立」という概念とならんで用いられていた「分析的」analytic，「統合的」synthetic，

「複統合的」p・lysynthetic［SL128量26］という考え方も，非常に有用なものではある

が，それでもなお，それだけを用いて分類を行うのは適当でない，と考えていた．

　サピアによれば，分析型言語というのは，いくつかの概念を結合して一つの語

を形成することがまったくない言語か，あるいはわずかしか形成しない言語のこ

とであるという．前者にあたるのはたとえば中国語である．この言語では，一つ

ひとつの概念はそれぞれ別の単語によって表され，それが集まって文をつくるよ

うになっている，と考えられるからである．また後者に属するのは，たとえば英

語，フランス語などであるという．英語の場合には，たとえばdesksという単語

は「机」という概念と「複数」という概念が結びついて一つの単語を構成してい

る．またたとえばbroughtという単語にっいても，同じである．ここでは「もって

くる」という概念が，「過去」という概念と結びついている．そして文はこのよう

な単語の集まりによってつくられるのである．

　これに対して複統合言語というのは，「われわれなら従属的な様式で取り扱お

うとは夢にも思わないような概念が，派生接辞により，または語幹要素のく象徴

的＞な変化によって象徴的に表わされ，同時に統辞関係のようなもっと抽象的な

観念も，また語において担われている」ような，普通以上に統合的な言語である，

という［SLI27］．

　§4サピアの『言語』は1921年に上梓されたが，それより12年後の1933年に

発表され，のちに論集にまとめられた「言語」という論文一これを前者と区別

して論集の『言語』ということにする一には，統合性を，「その言語における語
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の相対的な綜合性，または苦心の程度」the　relative　degree・fsynthesis・r　elaborati・n

・fthe　w・rds・fthe　Ianguage［SC20151と規定し，次のような説明を加えている．少

し長くなるが，これがサピアのこの用語の意味をよく示しているので，引用する

ことにする．

　綜合的言語として，たとえば一つの単語といえども，本質的に分析不可能な孤立

型（is・latingtype）から，多くのアメリカ・インディアンの言語によって代表されるよう

に，単一の語が機能上しばしば文と等価であって，多くの具体的な言及をなし，お

おかたの言語ではいくつかの語彙を用いざるをえないような型にまで様々に分布し

ている．綜合性には四つの段階が認められる．孤立型，やや綜合的な型，完全な綜

合型，および複綜合型である．第一の型の典型的な例としては，中国語がある．中

国語は，数，時制，法，格関係等の概念を表わすのに，語が内部的替変による語形

変化，あるいは接頭辞的，接尾辞的要素の添加による語形変化を認めない．中国語

はきわめて特殊な型の言語であると考えられ，東アジアのいくつかの言語に最も良

く見られる型である．中国語の他に，シャム語，ビルマ語，現代チベット語，安南

語，クメール語またはカンボジア語が，孤立語の例としてあげられる．これらの言

語が言語進化の上から特に原始的段階にとどまっているとする古い解釈は現在では

問題にされない．本来は単一の語の枠組の内で表現されていた概念の結合を，音韻

変化のために，分析的手段で再表現せざるをえなくなった・より綜合的な言語が，

論理的に極端な分析的発展をした結果がこれらの言語であるという，逆の仮説をあ

らゆる資料は示している［SC　l5・16］．

　やや綜合的な言語として英語，フランス語，スペイン語，イタリア語，ドイツ語，

オランダ語，デンマーク語のごとき，古くからよく知られているヨーロッパの現代

語があげられる．これらの言語では，語はある程度の変化はするが，それは形態的
　　　　　　　　　　ぐママン
にはごく普通の入念さでしか過ぎない．たとえば英語，フランス語の複数形の構成

は比較的単純であり，この型のすべての言語の時制と法体系は，古い綜合的手段の

補助として，分析的手段を用いる傾向がある［SC16］．

　第三の言語群は，アラビア語のような言語・およびサンスクリット語，ラテン語・

ギリシア語等の初期インド・ヨーロッパ諸語で代表される．これらの言語はすべて

形態的には非常に複雑で，文法的性，数，格関係，時制，法のような分類上の観念

はきわめて正確に，また多様な方法によって示される．たった一つの単語でも，形

態的に豊かな意味を表わすため，その文は，最初に述べた言語型式の文ほどには力

強くはなく，また語順もあまり整わない傾向にある［SC16］．

　最後に，複綜合的言語では，基本的関係概念の処理が形態的には一層複雑になり，

また論理的には異なる具体的な概念の多くを，一語のみの範囲内に体系的に編入す

る力も強まっている．エスキモー語，アルゴンキン語はこの型の典型的な例である
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［SG16－17］．

　§5サピアが1921年の『言語』を書いたとき，彼はこの複統合言語の例とし

て，おそらくアメリカ・インディアンのいくつかの言語のことを思い浮かべてい

たと，思われる．彼が引用している例によってこれを説明すれば，次のようにな

るであろう．たとえばチヌークの言語ではi－n－i－a－1－u－d－amとレ〉う単語は，初めのa

にはっきりしたアクセントをもち，完全に独立した一つの単語としての形を備え

ているが，ここでiは「近過去」を表す要素であり，nは代名詞的な主語にあたる

「私（は）」を，iは代名詞的な目的語「それ・彼」を，またaも同じように代名詞的

な目的語「彼女」を，それぞれ表している．さらに1はその前にある要素が間接目

的語であることを示すもの，uは「話手から離れること」を表す．またdは「与

える」という意味を示し，amは「特定の目的のために来ること，あるいは行くこ

と」を表している．結果としてinialudamという単語は，「私は彼女にそれを与え

るために来た」という意味をもつことになる．

　あるいはまた，ミシシッピー峡谷にあるアルゴンキン語族の一つであるフォック

ス語では，eh－kiwi－n－a－m一・ht－ati－wa－ch（i）という単語の場合，ehは「それから」を意

味し，kiwiは「そこら中を動きまわること」を表すという．nは動詞の語幹を次の要

素aに結びつける役割をもつが，この要素aは「逃亡，あるいは逃げること」を，

またmは「生物の対象に対する使役」，・（ht）は行為が「主語のために行われるこ

と」，（a）tiは「相互に」の意味を表す．またwaは「複数」，chiは「三人称の生き物」

を，それぞれ表しているという．結果としてこの一つの単語ehkiwinam・htatiwach（i）

は「それから彼ら（生き物）はある生き物に彼ら自身の相互から逃れてさまよわせ

た」，すなわち「それから彼らは一緒になって（彼を）彼らのもとからずっと追い

払っていた」という意味をもつことになる，という［SL66－67］．

　このような分類の仕方をサピアは用いなかったが，彼によればそれはこの分類

の仕方が単なる量的な区別にすぎないからであるという．すでに述べたことから

明らかなように，たしかに「分析的な類型」，「統合的な類型」，「複統合的な類型」

の三っの類型を区別するのは，単語をつくる際にどれだけ多くの「概念」がそこ

に組み合わされているかという，量的な原理である．このような量的な原理では

これらの類型の間にはっきりした境界を引くのは非常にむずかしい．いくつ以上

の概念が組み合わされれば統合的な類型，あるいは複統合的な類型になるのか，

またいくつ以下ならば分析的な類型になるのかという線を引くのは，実際には非

常にむずかしいのである．類型の問にはっきりとした線を引こうとすれば，どう
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しても量的な基準によるのではなくて，なにか質的な基準を用いなければならな

いであろう．しかし一方ではサピアは，すでに述べたように，厳密にいえば地球

上の言語の大きな数とそれらの言語が示している多様性を考えると，これらの言

語をいくつかの少数の類型にまとめることは事実上不可能であることを認めてい

る．もしそうであれば，言語を分類する場合に，おのおのの類型の問にはっきり

した線を引いてしまう質的な基準だけに頼ることも，また正しいということには

ならないはずである．少くなくともサピアはそう考えていたように思われる．

　§6　サピアの分析的，統合的・複統合的という言語類型の規定は，おおよそ以

上のようなものであった．そしてすでに述べたように，この分類原理は，各言語

の語の「相対的な綜合性，または苦心の程度」に，その基礎をおいていた．これ

に対して従来の孤立型言語，膠着型言語，屈折型言語という分類は，彼によれば，

「語を構成する多様な要素が相互に融合する度合い」the　degree　t・which　the　vari・us

partsofaw・rd　areweldedt・gether［SC2015］，あるいは「語の構成要素が結合される

機械的な粘着度」mechanical　c・besiveness　with　which　the　elements・fw・rds　are　united

［SC2217］に基づいている．論集の『言語』においてサピアはこれについて四つの

型を区別している．これについての説明は，サピアの考えをきわめて明確に示し

ているので，少し長いが，やはり引用しておくことにする．

　　第一の型は，そのような結合作用が存在しない言語で，すでに述べた孤立型の言

　語である［SC17］．

　　第二の型の言語群には，語を本来の機械的構成要素に十分分析でき，各々の要素は

　多少なりとも明確に確立した意味を持ち，しかも各々の構成要素は他のあらゆる語彙

　に規則的に用いられ，新しい単語にはそれぞれの構成要素の意味を連合した概念が付

　与されるごとき，そのようなすべての言語群が属する．いわゆる膠着語（agglunnative

　language）である．大多数の言語は膠着的手段を用いていると思われる．これによる

　と論理的分析が手段の節約をともなう大きな利点がある．アルタイ諸言語と，特に

　トルコ語はそのよい例であるが，アフリカのバントゥー諸言語は形態上は膠着語で

　ある［SC17］．

　　第三の型はいわゆる屈折言語である．語根的要素，または語幹と，語形変化をす

　る接頭辞，接尾辞との結合度は，膠着語よりも大きく，そのため，通例，語幹を取

　り出して接辞要素と分離することが難しい．しかし一層重要な点は，屈折言語では

　膠着語の場合よりも，言語的構成要素と，それが表わす概念との間には多少なりと

　も一対一の対応があるという事実である．仮にラテン語を例にとると，複数性の概

　念は，相互に音韻的関係をほとんど持たないと思われるきわめて多様な手段で表現
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　される．たとえば“equi”（＝h・rses馬），‘‘d・na”（；gi丘s贈物），‘‘mensae”（＝tables食卓），

　の語尾の母音または二重母音と“h・stes”（＝enemies敵）の語尾の母音および子音とは

　機能的には等価値の構成要素であるが，その接辞の配列は論理的関連性を持たない

　まったくの形態的・歴史的な要因によっているのである．…・，．以前は・良い意味で，

　ラテン語，ギリシア語のような屈折言語が持つ「化学的」特性と，トルコ語等の言

　語がもつ安定した機械的特性とを比較することがよく行なわれた．しかしこのよう

　な評価方法は，旧式で主観的であるため現在ではかえりみられない．これは明らか

　に英語，フランス語，ドイツ語を駆使する学者達が，みずから最も精通している言

　語構造をあえて有利な位置に合理化した事実に起因している［SG　l7－18］．

　　複雑な音韻法則が作用したために，融合作用がもたらした結果として，ことばの

　語根的要素に内部的替変の型式を生み出した第四の言語群が，屈折言語の派生として

　考えられる．たとえば英語で有名な“sing”，“sang”，“sung”，‘‘s・ng”の例は，内部的替

　変の構造的特徴についての若干の概念を提示している．これを「記号法的」（symb。listic）

　という．認めうる内部的替変の種類としては，母音の特性の交替，子音の交替，音

　の長さの交替，種々の型式の重複または反復，強さアクセントの交替，および中国

　語やアフリカの多くの諸言語に見られる音の高さの交替がある．この型の典型的な

　言語はアラビア語である．アラビア語では，他のセム語族と同様に，語の基本的意

　味は子音連鎖または子音群が表わすが，この子音連鎖には意味を持つ母音群が結合

　され，しかも母音群の連鎖型式は，子音群の構成が表わす意味とは独立した一定の

　機能をもっている［SC18］．

　第三の型の説明の中にある，「屈折言語では膠着語の場合よりも，言語的構成要

素と，それが表わす概念との間には多少なりとも一対一の対応がある」という表

現は一見奇異なものに思えようが，例を参照すれば明らかなように，屈折言語の

場合には語を構成する要素の各々が，それぞれ一定の概念と対応するというので

はなく，語全体がある（複合した）概念と対応している，というほどの意味である

と解される．また第四の型のsymb・1isticという用語に当てられた「記号法的」と

いう訳語は，『言語』の泉井久之助の訳語の「象徴的」に等しい．ともに語におけ

る一定の記号要素が，具体的な概念に直接対応するのではなく，その存在（あるい

は非存在）によって，語根によって示される概念に何らかの変化が生じたことを暗

示するという点で，「記号法的」であり「象徴的」である，と解されるのである．

　§7　サピアは分類のための第三の「標準」［SG15］として，「言語の基本的関係

的概念がそれ自体直接にどの程度表明されているか」を挙げている．すでにこれ

まで述べてきたことから明らかなように，彼は，少なくとも論集の『言語』にお
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いては，「既知の言語形態のうち逸脱的な変種をも正当に扱った分類法は未だ提

示されていない」［SG15］という認識の上で，これら三種の「標準」を「便利なも

の」として，いわば同等の資格で扱おうとしている．しかし『言語』においては，

「分析的，統合的，複統合的にわける尺度は，われわれの目的には，あまりにも単

に量的であるので，私はこれを棄てた」［SL　l34］としてこの分類法を批判し，さら

に「孤立的，接辞的，象徴的　　これもまた，手法上の外形にあまり重点を置き

すぎるという理由から，不十分であるように考えた．孤立的，膠着的，融合的，

象徴的にわけるのは取り柄のある図式であるが，やはり，外形にこだわっている」

［SL　l34］と述べ，「とにかくすべて従来の単層的な分類の試みには，重大な難点が

ある．私の重層的な分類は次のごとくである」［SL134］として，彼の分類を示して

いる．

　また別のところで彼は「世問一般に行われているような，言語を「孤立的」，「膠

着的」，「屈折的」（「融合的」と解される）に分ける純粋に手法的な分類法は，言語の

直観的形態の発見に打ち込まれる襖として大した価値を有するといえない．もっ

とも上に提案した四つの概念の群（以下に説明）に分つ分類法が，それよりももっと

深く襖を打ち込むかどうかはわからない」［SL141］とも述べている．

　このような彼の言明から明らかなように，彼は従来の分類の基準が形式的であ

るとしてこれを排し，内容にかかわる分類法を提案しようとしたのである．この

点に我々は内容的類型学との接点をみる思いがする．もし彼が論集の『言語』に

おいてこの最後の基準をも，他の形式的基準と同等なものとして扱おうとしたと

するならば，彼はこの内容的基準もまた十全なものではなかったと，考えたから

ではなかったろうか．

　それはともかく，彼はまず，文の中に表された概念と，概念を表すために用い

られた文法的な手順との関係という観点から文を分析して，次のような四つの種

類の概念を区別した．

　　　質料的なもの　1）基本（具体）概念一対象，行為，性質などの概念

　　　　　　　　　2）派生概念
　　　関係的なもの　3）具体的関係概念

　　　　　　　　　4）純粋関係概念

　1）の基本概念については，とくに述べることはないであろう．2）の派生概念と

は，たとえば英語のb・。k「本」に対するb・・k－1et「小さい本」のように，語幹要

素に語幹要素ではない要素を接辞したり，あるいはたとえば［jUlz］（use）「用いる」

に対する［ju【s］（use）「使用」のように，語幹要素の内部の修正によって示される
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ものである．

　§83）の具体的関係概念というのは，サピアのいうところによれば，2）よりも

もっと抽象的ではあるが，まだ具体性がまったく欠けてしまったわけではないも

のである．これは「それが直接附加される特定の語を超えて関係を表示または暗

示する点で」，2）とはまったく異なるものであるという．この「直接附加される特

定の語を超える関係」とはどういうものかについて，サピア自身が引いている例

をもとに説明すれば，次のようになる．

　いまラテン語のina　alba丑emina　quae　venit「やって来るところの，かの白い（白人

の）婦人」という文と，辺ialbih。minesqu圭ven三unt「やって来るところの，かの白

い（白人の）人々」という文とを比べてみる．そうすればこれらの文の中のすべて

の語は，一つの語幹概念と，格，数，性，人称，時称という五つのカテゴリーの

中から選ばれた三つの関係概念を含んでいることがわかる．すなわち，

　「かの」（女性・単数・主格）＋「白い」（女性・単数・主格）＋「婦人」（女性・単数・主

　格）＋「関係詞」（女性・単数・主格）＋「来る」（現在・三人称・単数）

　「かの」（男性・複数・主格）＋「白い」（男性・複数・主格）＋「人」（男性・複数・主格）

　＋「関係詞」（男性・複数・主格）＋「来る」（現在・三人称・複数）

　このばあい「かの」と「白い」と「関係詞」のもっている「女性」あるいは「男

性」と「単数」あるいは「複数」，および「主格」という三つの関係概念は，実際

には文の本質からみれば別に必要なものではない．また「婦人」のばあいにも，

「主格」という関係概念を除く他の二つの関係概念は，必要とはいえない．それに

もかかわらず，ラテン語ではこれら「かの」と「白い」と「関係詞」という三っ

の語のもっている関係概念は，これらの語を超えて別の語，すなわち「婦人」，あ

るいは「人」と関係しているのである．また「婦人」という語のもっている「女

性」という概念，「人」のもっている「男性」という概念は，逆に上に挙げた三つ

の語に関係をもっているから，少なくともラテン語では関係概念であると考えら

れる．ところが上に挙げたラテン語の文に対応する英語の文the　wh玉te　w・man　that

comesおよびthe　white　men　that　comeとを比べてみればわかるように，英語のばあ

いには，男性と女性の区別はほかの単語と関係をもっていない．したがって性の

カテゴリーは，現実を反映している質料的な概念であって，関係的な概念ではな

いことになる．同じように日本語では数の概念も，名詞と関係する他の品詞にお

いて表現されないから，関係概念ではなく，文法的にこれを表す必要はないので

ある4．
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　このような，言語によってはなくても文をつくるのに差し支えのないような関

係概念に対して，それがなくては文がつくれないような関係概念もある．このよ

うな概念は具体概念をたがいに結びっけて命題の基本的な形をつくるのになくて

はならないから，すべての言語に存在しているに違いない．これが4）の純粋関係

概念である．たとえば「主語」と「述語」とか，「目的語」とかいうものが・これ

にあたる．

　§9サピアは，上で述べたような四つの種類の概念の組み合せによって・言語

の分類を行うための枠組みをつくろうとしている．

A．単純な純粋関係的言語

　これは1）と4）の概念だけから成る言語である．

B．複雑な純粋関係的言語

　これは互），2），4）の概念から成る言語である．

C．単純な混成関係的言語

　これは1）と3）の概念から成る言語である．

D．複雑な混成関係的言語

　これは1），2），3）の概念から成る言語である［SL　l35］．

　サピアはこのような組み合せをつくっているが，上に述べたように4）の純粋関

係的概念が文をつくる上で欠くことができないものであるとすれば，サピアの言

語の型の定義は，すべての類型に4）の純粋関係的概念を加えるべきであろう．こ

れがすべての型に含まれていなくてはならないからである．そうすればサピアの

分類の仕方は，まず3）の概念を含むか含まないかによって，言語を純粋関係的言

語と混成関係的言語とに分け，次に2）のタイプの概念を含むかどうかによって，

言語を単純な言語と複雑な言語に分けることになる．この二つの分類を組み合わ

せることによって，上述の四つの型が得られるのである．

　このような分類によれば，Aの単純な純粋関係的言語は・要素の統合という点

からみれば，分析的なものになるであろう．したがってその表現の仕方は孤立的

であるか，あるいは軽い膠着型言語的な傾向をもつことになる．このため，この

型に属するものとして，まず第一に中国語，安南語が挙げられる．次に弱い膠着

型言語的な言語としてギニア海岸のユー語，軽い膠着型言語として近代チベット

語などがあるという．これに対してBの型に属するものは，1）と4）の他に2）の

タィプの概念も含んでいるから，膠着・孤立型言語的なもの，膠着型言語的なも

ののほかに，屈折型言語のように語幹と語尾などの要素が融合して分析すること
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がむずかしい，融合的なものが考えられる．したがって統合の度合も，ポリネシ

ア語のように分析的なものから，アメリカ・インディアンのハイダ語のように複

統合的なもの，トルコ語のように統合的なものに及ぶという．日本語も膠着・統

合的なものとしてこの型に属するとされる．

　サピアがc型の単純な混成関係型言語に属するといっているのは，一般には膠

着・統合語的な言語とされるバントゥー語，融合的・分析的で同時に軽い統合語

的な言語であるとされるフランス語である．このc型は単純な混成関係的な言語

であるから，1）の具体概念と3）の具体的関係概念をもつが，2）の派生概念はもっ

ていないはずである．バントゥー語やフランス語がそのようなものであるかどう

かについては，人によって意見が異なるかもしれない．実際フランス語でたとえ

ばpomme［pDm］「リンゴ」一pommier［pDm－je］「リンゴの木」，poke［pwa：r］「ナシ」

一p・irier［pwar－je］「ナシの木」のように，膠着的な手段によって派生概念を表すも

のも，ないわけではない．しかしたとえばje　n’ai　pas　pu　commencer　a　lire．「私は読

みはじめることができなかった」のように，ほとんど無変化の記号素が独立して

結びついているのは，孤立型言語的な特徴であり，aime「私は愛する」に対する

aim・ns「私たちは愛する」，あるいはaimerai「私は愛するだろう」のような形があ

ることは，融合的といわれる特徴を示している．さらにたとえばJe　lelui　aidit．「私

はそれを彼にいった」という文は，発音記号で表記すれば，［3∂一b－1ui一ε一di］となり，

統合的な性格をも示している．同じようにバントゥー語のばあい，たとえばこの

語族に属するスワヒリ語のni4i－ki－s・ma「私はそれを読んだ」という文は，盛「私

（が）」，一li一「過去」，一ki一「それ（を）」，s・ma「読む」から成り立っている．したがって

この言語は膠着・統合的な型に属することになる．またこの言語では語の派生は

一般的ではないから，単純な型であるといえる．

　これに対して英語のばあいは，派生概念をはっきりもっていて，融合的・分析

的な言語であり，複雑な混成関係的な言語の型に属するとされている．D型であ

る．ラテン語やギリシア語などの古典語も，融合的・統合的な言語として，この

型に属するという．そうすればロシア語も当然これに属することになるであろう．

サピアによれば，セム語は象徴的・融合的で，統合的な言語であるという．ここ

で象徴的であるというのは，語幹の内部での変化あるいは内部屈折といわれるも

のをもっている，という意味である．たとえばセム語族に属するアラビア語の場

合，単語の具体的な意味は原則として三っの子音によって支えられ，これらの子

音の間にはさまれるさまざまな母音の変化によって，派生概念や関係概念が表さ

れるようになっている．たとえばアラビア語ではk－t－bという三つの子音によって
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「書く」という具体概念が表されるが，これから派生されるものとして，たとえ

ばkitabu「書物」があり，その複数としてkutubuがある．これは具体的関係概念

を表すものであるといってもよいであろう．さらに㎏taba「彼は書いた」（完了），

ya－ktubu「彼は書く」（未完了）のようなものもつくられる．

　§10以上に述べたような考察を行うにあたって［SL126－127］，サピアは孤立的

とか膠着的とかいうような区別を「その言語において最も典型的に発展している

形態的手順による分類」であるといい，また分析的，統合的，複統合的というよ

うな分類の仕方について「非常に有用なもの」ではあるが，「排他的に適用される

べきではない」ものであり，「これら三つの名称は純粋に量的」なものであると

いっている［SL125－127］．これに対してさきに述べた1）から4）までの概念の種類

による言語の分類を「決して言語の手法上の外形を参酌するものではな」く，「諸

概念を言語記号に翻訳する」仕方に関するものである［SL135－136］，としている．

　このようなサピアの考えは，おそらくサピア自身が思っていたよりも重要なも

のを含んでいたように思われる．すなわちサピアはここで・1）孤立・膠着，屈折

というようなこれまでの分類の仕方は，形式的な手続きに関するものであること，

2）分析的，統合的，複統合的というような分類の仕方は形態的なものであること，

を明らかにし，それだけでなく，概念を言語記号に翻訳する仕方についての型を研

究することが必要である，といっているのである．この点でポティエ（p・ttier，Bemard

lg24一）が，「サピア作製の（1949）基準のリスト（その言語で表現された概念のタイプ，表

現の技法，総合の程度）」5といっているのは正確である．最近の類型学の研究は，こ

れからみるように，内容を重視した「内容類型学」c・ntensiveワp・1・gyの方向に進

みつつあると思われるが，サピアのこのような主張は，この方向の先駆となった

と，いうことができよう．

　サピアの分類の枠組みは，単に形態論のレヴェルだけを考えたものではなく，

統語論のレヴェルも考慮に入れている，という特徴をもっている．この観点から

みれば，完全に無形態の言語は存在しないことになる．たとえ形態のレヴェルに

おいては無形態であっても，基本的な統語関係は，たとえば語順によって示され

る．サピアは，「どんな言語も，たとえその語彙中に一つの接辞すら見出しえない

にせよ，基本的な統辞関係は表現しうるし，また表現しなければならない．そこ

でわれわれは，すべての言語が形態言語であると断定する．純粋な関係の表現（例

えば語順）も事実一種の形態であることを無視するなら，言語はもちろん「無形態

的」でもありうる．しかしここでの「無形態的」とは，その言語が非語幹的要素
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の使用に煩わされないという，器械的な，しかもかなり皮相的な意味である」［SL

l241と述べている．

　これと関連して述べれば，内容的類型学は，類型の基礎をなすのが「主語・述

語関係」の型であるとするが，クリモフ（KπHM。B，re。pr壷AHApeeB四1928一）はこの

考えを最初に明らかにしたのが外ならぬサピアであったとして，『言語』の次の箇

所を引用している［KP16－17］．

　　ある事物とある行為とについて語ろうとすれば，その二つが同格的に関係してい

　るか（例，彼はr酒と打っこと」が好きだ），その事物が発現点すなわちその行為を「な

　すもの」として，いいかえれば，通例いわれるように，それについての活動が叙述

　される「主語」として考えられているか，もしくは反対にそれが終点であって，行

　為の「目的」であるかについて知らなければならない．もしも一人の農夫と，一羽

　の家鴨の子と，殺害の行為とについて明瞭な観念を伝達しようとするならば，これ

　らの具体的な表象に対する言語記号を，むやみやたらにどんな順序に並べて置いて

　も，聴者はその場合の全般からこうだろうと推して，ある種の関係の型式を構成す

　るかも知れないなどと，相手委せにするのでは十分といえない．根本的な統辞法上

　の関係は，曖昧なところのないように表現されなければならない．時，処，数，そ

　の他，いろいろ多くの概念に関する問題については沈黙していることもできるが，

　誰が殺害を行うかという，この要点を避ける手は見出されない．それを避けること

　のできる，または現に避けていると知られた言語は存在しない．それは，具体概念

　に対する記号を使用しなければ何事もいいえないのと同様である［SL90－91］．

　§11一方形式的な類型学は内容的な類型学によって完全にとって代わられたわ

けではない．内容的な類型学が成り立つための基礎には，どうしても形式的な類

型学の研究が必要になる．そのためには言語の形式的・類型学的な記述の方法や，

概念の精密化がはかられなければならないだろう．また比較的最近のことである

が，類型学の研究が進んでくるにつれて，さまざまな言語に共通して現れる一般

的な法則があることがわかってきた．その現れ方は，とくに音声の面で明瞭にと

らえられる．たとえばどの言語においても，「子音」＋「母音」という型の音節を

もたないものはない，とか，ある言語の音韻に鼻子音が二種類あるとすれば，そ

れは必ずnとmである，とかいうようなものである（したがってmと期しかもたず，

nを欠く言語はない，ということになる）．

　もちろんこれは音の面だけに認められるものではなく，文法の面でもたとえば複

数をもっている言語は必ず単数ももっており，もし双数をもっていれば必ず複数も

もっている，というような原則が認められる．研究者はこのようなものを「常数」
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c・nstantsとか，「言語的普遍」language　universalsなどといっている．言語的普遍と

は何を指すかについて，理論的な基礎を与えたものに，グリーンバーグ（Greenberg，

J・sephHar・1dlgl5一），ジェンキンス（Jenkins，JJ．），オズグツド（osg・・d，Gh，E．1916ゆの三

人の署名のある論文「言語的普遍に関する覚書」6があった．この中で，言語的普

遍とは，∀働∈L⊃．．．）すなわち，「すべての烈こついて，もし餌が言語であるな

らば．．．．」という論理的構造をもつものであると定義されている．これはさらに

六個の種類に分けられるという．

　その一つはいま述べたとおりの形をし，論理的な性質のものであり，すべての

言語に妥当する，非限定な言語的普遍である．たとえば「すべての言語には母音

がある」とか，「すべての言語における音素の数は10から70の範囲内にある」と

いうようなものである．

　第二のものは包含関係をもつものである．これはα→ゐという形，すなわち，

「ある言語において，もしこの言語が事象σをもつならば・この言語は事象6をも

もつ」という形をしている．これは非対称的である．すなわち，α→ゐが成り立っ

ても，逆，すなわち6→oは成り立たない．さきに述べた，複数をもつ言語は必ず

単数をもつ，とか，双数をもつ言語は必ず複数をもつ，というような言語的普遍

は，これに属する．グリーンバーグが1966年に発表した論文7によれば，このば

あい，前件にあたる「含むものj　explicandum，すなわちo，は常に対立の有標的

な項，後件にあたる「含まれるもの」explicatum，すなわち6，は無標的な項であ

るという．

　第三のものは限定的な等価といわれているものであるが，これはα→ゐとゐ→α

の両方が成り立つ，対称的なものである．たとえば，グリーンバーグの例によれ

ば，側音のクリック（吸気による発音）をもつ言語は，歯音のクリックをもち，また

逆も真であるという．

　第四のものは，統計的普遍といわれるものである．これは第一のものに蓋然性

を加えたものであって，「すべての言語においては，事象αをもつ可能性が，他の

事象をもつ可能性よりも大きい」という形をもつという．たとえば「すべての言

語においては，少なくとも一つの鼻音をもつ可能性が，一っももたない可能性よ

りも大きい」というようなものが，これに属するという．

　第五のものは，第二のものに蓋然性を加えたものであって，「もしある言語に事

象σがあるとすれば，事象みもある可能性が，ない可能性よりも大きい」という

形をしているという．たとえば単数二人称が性を区別する言語では，単数三人称

においても性の区別がある可能性が大きい」というような場合である．
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　第六のものは，やはり蓋然性にかかわるもので，普遍的分布法則と呼ばれる．

これは十分に大きい資料をとれば，ある事象の頻度が，一定の平均値，一定の標

準偏差の枠内に収まる，というものであるという．グリーンバーグ自身の例によ

れば，たとえばある言語体系が多くの冗長度redundancyをもち，その意味で効率

的でなければ，伝達に際して情報の受け手が少々誤っても，意味は完全に伝達さ

れる．したがってこのような誤りがしばしば起こるようになり，やがて体系自身

が冗長度を減らす方向に動くようになる．逆に冗長度が極端に少ないと，情報の

受け手の一度の誤りが伝達を損なうことがしぱしば起こる，したがって体系は冗

長度を増やす方向に働く．結果として，冗長度は一定の枠内に収まるようになる，

というのである．

　このような言語的普遍の研究も，類型学的な研究と密接にかかわっている．言

語全体にかかわる第一の型および第四の型の言語的普遍を除いて，残りの型をも

つ言語的普遍を明らかにすることによって，言語を類型に分類することが，少な

くとも理論的には，可能となるからである8．

　しかしこのばあい，問題になるのは，類型という概念の中身である．クリモフ

の内容的類型学は，主語・述語・目的語の関係が，類型の基礎であって，これが

ヒエラルキーの頂点にあり，これに基づいて当該言語のさまざまな現象が「構造

化」されているということをその基本的な原理としている．したがってこれによ

れば，すべての言語は，この関係の表現の仕方の型によって，異なった類型に帰

属するのである（§30，31参照）．この意味でクリモフの意味する「類型」は，客観

的に存在する事実なのである．したがって類型を決定する基準は，恣意的なもの

であってはならず，主語・述語・目的語の関係から論理的に決定される，各レヴェ

ルの文法現象（「包含事象」implicati・n）の束に属するものでなくてはならないことに

なる．いいかえれば，類型の決定には，implicati・nという名の示すとおりに，基

本的な関係から演繹的に得られる特徴のみが，基準となりうるのである．

　これに対してグリーンバーグは「言語的普遍」を用いて類型の決定を行おうと

するのであるから，クリモフの手続きとは，方向が逆になっている［KP28－2g］．そ

うすれば，類型的基準があらかじめ設定できないから，使用する基準は勢い恣意

的にならざるをえない．グリーンバーグに対するクリモフの批判も，まさにこの

点にある．すなわち，

　　現代言語学のかなり広範な実践に反映されているグリーンバーグの定式の中に，こ

　れが類型学に関わるものであること自体を疑わせる，少なくとも二つの弱点がある．

　第一に，何等の議論なしに，（しかもとくに言語類型という概念を完全に無視して）言語
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類型学的アプローチを任意の構造的アプローチと同一視していることがここで目を

惹く．第二に，このばあい方法的手順自身の（起源的（砿比較言語学的1，Y，）および地域

言語学的なテクニックと比較して）かなり恣意的な完全な逆転が前提となっている」［KP

27］9．

類型学の意味

　§12　19世紀においては，言語の研究の中心になっていたのは，比較言語学で

あった．これは一っの言語から分かれて生じてきた言語を対象にして，そこにみ

られる音韻を比較し，もとの言語の音韻を推定し，これに基づいてもとの言語の

語彙，文法など，さまざまな現象を明らかにする．そしてこの推定された祖語，

あるいは共通基語といわれる，もとの言語の現象をもとに，逆に一つ一つの言語

の現象を説明しようとするのである．このように同じ共通基語から分かれてでき

た言語を，互いに親近であるという．したがって比較言語学は，言語の親近性に

基づいた学問なのである．

　この比較言語学は，大航海時代に始まる地理上のいろいろな発見，キリスト教

の宣教師の布教活動によって，それまでまったく知られていなかった地球上のい

ろいろな地方の言語資料がヨーロッパに持ち帰られて蓄積されたこと，とくにサ

ンスタリットの知識がヨーロッパにもたらされたこと，を直接の契機として発達

したものである．ヨーロッパの学界は，この遥かな東洋からもたらされた言語が

ギリシア語，ラテン語とその構造において酷似していることに驚嘆したのである．

　インドにおいてサンスクリットを最初に正式に学び，アジア協会を創立したウ

イリアム・ジョーンズ（J。nes，WHham　l746－1794）は，その機関誌廊魏猛Rθ36θ箔‘伽にお

いて，次のように述べているという．

　　サンスクリットはその古さが如何あろうとも実に驚嘆すべき構造の言語である．そ

　れはギリシア語よりも完全にしてラテン語よりも豊富であり，更に両者の何れより

　も精巧である．而もこれら両者とは動詞の語根に於てもまた文法形式に於ても偶然

　生じたとは考えられない程の類似を有している．この類似は実に著しく，如何なる

　言語学者と錐もこれらの三言語を調査しては，これらが，恐らくは最早存在しない

　或る共通の根源より発したものであることを信ぜずには居られまいと思われる．さ

　ほど確定的には言えないが，ゴート語やケルト語も，他種の言語と甚しく混渚して
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　いるとは言え，共にサンスクリットと同一の起源を有していると考うるべき同様な

　理由がある．（仮にこれがペルシアの古代に就いて何かを論議する場所であるとすれば），当

　然古代ペルシア語も亦同一語族に加えられることとなるであろうlo．

　それ以来，印欧語族のインド・イラン語派に属するこの言語は，周知のように，

ギリシア語，ラテン語とともに，印欧語比較言語学において最も重要な言語の一

つになったのである．

　しかも当時のヨーロッパは，比較言語学の発達に非常に都合のよい状態にあっ

たと考えられる．その一つは19世紀のヨーロッパに一般的であった，いわば時代

の精神が，ダーウイン（Da踊n，Chades　R・be鍛80g－1882）の『種の起源』に始まる，歴

史主義であったことである．当時のヨーロッパの学問は，大なり小なりこの歴史

主義の影響を受けていた．そして比較言語学もまた，言語を共通基語との関係に

おいて研究しようとする，歴史主義的な側面を強くもっていたのである．その第

二は主としてドイツを中心とする，ロマンティズムの影響である．ドイツを中心

として「青年文法学派」Junggrammatikerといわれる研究者たちが比較言語学の研

究をおし進めたことは，言語学史の上で有名であるが，これらの人々は「音韻法

則に例外なし」という合言葉のもとに，その研究を行ったといわれる．このロマ

ンティックな標語には比較言語学に対する深い信頼が表されているが，そのよう

な信頼こそが，この学問をおし進める原動力になったのだと思われる．この比較

言語学の発達によって，言語についての学は，はじめて学問の名に値するものと

なり，また学問として認められるようになったのである．

　この比較言語学は，すでに述べたように，あるグループの言語を比較してその

共通基語を考え，この言語の状態を推定する一これを共通基語の「再建」また

は「再構築」という一こと，およびそれをもとにして，この言語から分かれた

言語（下位言語）のさまざまな現象を説明しようとすることを目指している．した

がって比較言語学が扱うのは，起源が同じ親近諸言語に限られる．もちろん比較

言語学では，たとえば語彙の再建の場合に，ある言語が，ある時代に周辺にあっ

た親近諸言語，あるいは親近でない諸言語から借用したものも研究対象にするが，

これも共通基語から説明できないものの起源を説明しようとするためであって，

決っして比較言語学の枠の外にあるものではない．

　このように一つの言語から多くの言語が分かれでることを言語の「拡散divergence

の相」ということにすれば，比較言語学が扱うのは，この拡散の相であることが

わかる．これに対して言語には「集約c。nvergenceの相」も考えられる．世界の言

語の歴史を考えてみるとき，むしろこの集約の相の方が，拡散の相よりも実際に
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は多いのではないかとさえ思われる．起源の異なるいくつかの言語が地域的に，

あるいは文化的または政治的その他の理由で接触してたがいに融合し，新しい言

語をつくりだす，という場合である．ペレゴ（Pereg・，Pierre）はこのようなものをさ

らに分類して，サビール型の言語，ピジン型の言語，クレオール型の言語などと

いう11．

　§13　サビール型の言語というのは，ペレゴの定義によれば，1）二つまたはそ

れ以上の言語の接触から発生したものであること，2）相互理解の必要から生じた，

通常は双務的なもの，すなわち双方の話手によって等しく利用されるものである

こと，3）その使用が意識的であること，すなわち使用者がこの言語を母語でもな

く，相手の言語でもなく，また第三者の言語でもないことを意識して使用してい

ること，という三つの条件を満たすものであり，かつ4）言語としてほとんど進展

がなく，その生成のときの社会条件が変わると一般に消滅してしまうような，い

わば不安定で，一時的なものである，ということになる．いわゆるリングア・フ

ランカである12．したがってこの種の言語は偶然によって記録されないかぎり，体

系的な資料としては残されることがない．たとえば地中海の港では，いくつかの

ロマンス系諸語，ギリシア語，アラビア語，トルコ語から成る言語が使用されて

いたが，これは上述の条件を満たしている．ペレゴが北アフリカのマグレブ地方

にかつて行われたこの種の言語について推定しているところによれば，これは音

声的，音韻的に中部イタリアの言語に非常に近いものであったが，単数・複数の

形態上の区別がなく，冠詞もない．また人称代名詞は極端に単純化されていて，

格の区別がない．動詞は現在兼未来の形，たとえばmi　andar「私は行く，または

行くだろう」と過去形mねndat・「私は行った」の二つしか区別しない．統語法は

極端に単純化されているといったものであるという．

　彼によれば，このほか最もよく知られているものとして，19世紀にアメリカ北

太平洋岸でチヌーク族インディアンの毛皮漁師たちが，イギリス人やフランス人

との問で用いていたものがあるという．

　ペレゴによれば，19世紀の80年代以降，上述のマグレブのサビール語は双務

的であることをやめ，その使用はアラビア語およびベルベル語を母語とする人々

に限られてくるという．すなわち双務的であることをやめた結果，この種の言語

はある言語，たとえばフランス語の歪められたものと意識され，したがって使用

者はなるべくこの主たる言語の構造に近づけようとするのである．このように個

人，あるいは集団にその必要が感じられたとき，ある一定の状況下で社会的威信
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のより高い言語を再現しようと努力した結果生じた，片務的な言語を，ペレゴは

「疑似サビール語」と名づけることを提唱している．

　§14　ピジン型言語というのは，ペレゴによれば，本来片務的であり，アフリ

カ，シナ海，メラネシアで用いられていた，英語的基盤に立っ疑似サビール型の

言語が，双務的になったものをいう．彼によれば，アフリカにはカメルーンのピ

ジン英語をはじめとして，多くのこの型に属する言語があるという．また中国の

ものは，かつてはシンガポール，カリフォルニアでも用いられたが，今日では消

滅しつつあり，中国にはもはや存在しないという．中国のものは，中国語的な統

語法がみられ，たとえば個数を示すのに英語のpieceに由来する一pisi（箇に対応する）

や，場所や位置を示す接尾辞一side（たとえばCbna－side「中国で」，b・tt・m－side「底に」な

ど），あるいは所有や連辞を表す小詞としてのbd・ngy（たとえばy・u　bel・ngyclever「き

みは賢い」など）があるという．

　これに対しメラネシアの英語系ピジン型言語は生きて使用され，大きな役割を

果たしているという．この言語はヨーロッパ人の経営する農場でしばしば混ざり

あって働いている，パプア族とメラネシア族との両方に対してヨーロッパ人が用

いたものであって，語彙の範囲がきわめて狭く・こみいった表現をしばしば必要

とするという．たとえば「敵」はman　ee　no　g・・d　l・ng　y・u　me　lこよって，「ウイン

クする」はIook　look　long　one　eye　that’s　aHによって表される，という具合である

という．また，数や性を表すにも，たとえばplenty　man「人々」，w・man　hebr・ther

bel・ng　me「私の妹」のように表すという．未来を表すにはby　and　byに由来する

bimebyを，過去を表すには且nishを用いる．

　クレオール型の言語というのは，事実上はすでに述べたピジン型の言語である

が，歴史的，あるいは社会的理由によって，一つの言語共同体の唯一の言語になっ

たものである，という．通常はとくに西インド諸島，ギアナ，北米南部のルイジ

アナ，南部アフリカ東岸のマスカリン諸島すなわちモーリシャス島，レユニオン

島等で用いられる，その地域特有の言語を指しているという．

　§15　日本語のばあい，さまぎまな研究者が努力を重ねてはいるが，いままで

どの言語ともはっきりした親近性があるとは，証明されていない．これも，古い

時代にこのような集約が行われたためである，という考えがある．

　このように集約の相が言語の研究に重要であることは確かであると思われるが，

残念ながらこの分野においては，まだ比較言語学に較べられるような有効で厳密
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な研究方法は，つくり出されていない．しかしそのような方法についての模索は，

これまでもさまざまに行われてきたし，また現に行われてもいる．たとえばあと

から移住してある地域を占めるようになった民族の言語に対する，先住民族の言

語の影響を明らかにしようという，「基層」substratumの研究もそうであるし，ま

た同じ地域にある言語が共通の現象をもつようになることに着目する，いわゆる

「地域言語学」arealIinguistics，apea島H翻∬HHrBHcTHKaの研究もそうである．地域

言語学の例としては，スラヴ系のブルガリア語，チュルク系のトルコ語，イリュ

リア系のギリシア語，ロマンス系のルーマニア語，それにアルバニア語などが行

われている，バルカン半島の言語についてのバルカン言語学が挙げられる．これ

らの言語が，それぞれ系統が違うにもかかわらず，たとえば後置冠詞をもつこと，

不定法をもたないこと，などの際だった特徴を共通にもっていることは，よく知

られている．

　当初筆者は，言語類型学の研究も，大きくいってこのような集約の相について

の，研究の手がかりを与えてくれるものであると，期待していた．しかしその後

クリモフの他の著作などを読み進めるうちに，これが拡散の相にかかわる比較言

語学，および集約の相にかかわる地域言語学と並ぶものではあるが，この両者と

は異なって，拡散および集約の相とは関係のない，分科であることを理解するよ

うになった．クリモフは言語類型学（すなわち内容的類型学）と比較言語学，並びに

地域言語学との相違について，次のように述べている．

　　相異なる言語学の分科の概念装置に属する，言語の類型学的なクラス，語族のク

　ラス，および言語同盟language　unionのクラスは，原則として相互に独立して形成

　された．ある種の言語が，これら三つの側面の一つにおいて近縁であっても，それ

　らが他の二つの側面において近縁であるということにはならない．言語の観察の三

　つの基本的な視角のすべてが，言語発達の原則的に異なる過程の研究によって規定

　されていることを考えれば，これは当然である．すなわち，起源的言語学（畝比較言

　語学的1．Y，）は言語の拡散の過程を研究し，地域言語学は言語の集約の過程を，類型

　学的言語学は言語の平行的（同型的is・m・rphicまたは異型的証・m・rpbc）な過程を，研究

　する［KP35］．
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現代の言語学における類型学

　§16現代の言語学において，内容的類型学の方向の重要性を強調した最初の人

は，おそらくヴィレーム・マテジウス（Mathesius，Vil6m1882－1945）であったと，思わ

れる．マテジウスは，プラーグ構造主義言語学派と呼ばれている，プラーグ言語

学団の創立者の一人であり，また代表者でもあった．このプラーグ学派は，自分た

ちの学説を機能的構造主義と呼んでいた．マテジウス自身の言葉によれば，この

学派は，ボドゥエン・デ・クルテネ（Baud・uinde　G・u耽enay，Jan1845－1929）から機能主

義的な考えを，またフェルディナン・ド・ソシュール（Saussure，Ferdinandde　I857－1913）

から構造主義的な考えを，それぞれ受け継いだというB．このボドゥエン・デ・ク

ルテネの機能主義的な考えというのは，結局のところヴィルヘルム・フォン・フン

ボルトの考え，とくに彼の「言語はエルゴンではなくてエネルゲイアである」と

いう考えに遡るものであると，考えられる．ここでエルゴンというのは，できあ

がった「もの」を意味し，エネルゲイアとは「はたらき」を意味している．’言語

を「もの」としてではなく，「はたらき」としてみようとするのが，フンボルトの

立場であった．

　プラーグ学派の「機能」という考え方は，したがって構造主義という考え方と

並んで，この学派の中心的なものの考え方であったが，この学派のいう「機能」，

すなわち「はたらき」function，というのがどういう意味をもっていたかについて

は，これまでいろいろな解釈があったように思われる．たとえばプラーグ学派と

同じように構造主義の立場をとっていて，北欧学派あるいはコペンハーゲン学派

といわれる，ルイ・イェルムスレウ（Hje㎞slev，L。uis　Tr。He1899－1965ルこ代表される，

「言理学」g1・ssematicsと呼ばれるものがある．この学派はソシュールの構造主義と，

ルドルフ・カルナップ（Gamap，Rud・lf18gl－1970）にみられる，数理論理学とを結合し

ようとするものであるといわれている．したがってこの学派のいう「機能」とい

うのは，言語の体系，あるいは構造をっくる要素の，構造の内部におけるはたら

き，またはこれらの要素の間の関係を意味している14．我々が一般に「機能」と

いう言葉を聞いたときに思い浮かべるのは，おそらくこのような意味をもったも

のであろう．
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　プラーグ学派のいう「機能」は，これとはまったく違うものであるように思わ

れる．マテジウスは，言語の主体には内在的に「表現の欲求」と「伝達の必要」が

ある，といっている．機能というのは，この前提に立ってこれらの表現の欲求と

伝達の必要を実現するための，言語の「はたらき」をいうのである．言語を使う

こと，すなわち言語活動は，なにかしらこれらの欲求あるいは必要をみたそうと

するものであるから，そこにはかならず目的がある，ということになる．この目

的は，できるだけ効果的に達成できることが必要である．目的が効果的に達成で

きるためには，どうしてもそこに一っの構造がなければならない．

　たとえばここに「ア」という一っの音しかもたない言語があると仮定してみよ

う．これを使う人は何に対しても，ただ「ア」という音で自分の言いたいことを

表すほかはない．この「ア」が発音される状況や，身ぶりや，表情，あるいはい

ろいろなイントネーションなどによって「ア」だけでも，いろいろなことを，相

手に伝えることはできるであろう．たとえば生まれて問もない子どもの場合が，

これにあたる．これに対してここにもし「イ」という音が加えられたらどうであ

ろうか．たとえば「ア」は話し手にとって好ましいことを表し，「イ」はいやなこ

とを表す，というようにすれば，「ア」だけしかない言語よりは，ずっと確実に話

したい内容を相手に伝えることができるに違いない．言語活動の目的性という点

から，ずっと効果的である．さらにこれに「ウ」や「エ」や「オ」が加われば，そ

の有効性はさらに高くなるであろう．そうすればこれらの音はたがいに関連しな

がら対立する，一つの体系をつくることになる．構造である．

　こういうようにして，言語には構造が生まれてくる．したがって構造は機能を

支えるものであり，構造と機能は，一体のものとして考えることが，必要になっ

てくるのである．言い換えれば構造が存在することによって，言語はより効果的

に目的を達することができるようになる．プラーグ学派の主張する「機能」とは，

コペンハーゲン学派の，構造の中の「機能」，「はたらき」という考え方とは対照

的な，構造を成り立たせる「はたらき」であり，言語の構造も，このような意味

での「機能」の立場から研究しなければならない，というものであると，考えら

れる．

　§17　プラーグ学派は，このように機能と構造を表裏一体のものと考えて，そ

の理論を展開したが，細かくみれば，研究者の間には，機能の面に重点をおくか，

それとも構造の面を重視するかという，重点の置き方の違いがあったことも，確

かである．たとえば有名なニコライ・トルベツコイ（Tpy6e脚逝，HHK。πa量CepreeB四
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1890．1938），ロマン・ヤコブソン（HK。6c。H，p。MaHOcH∬。B四1896－1982），それにボドゥ

エンの弟子であり，ソシュールのあとをうけたジュネーヴ学派の創始者の一人で

もあったセルゲイ・カルツェフスキー（Ka叫eBcK而，Cepr崩OcHH・BHq1884－1955）など

のロシア人学者は，どちらかといえば構造の面に重点をおいた．プラーグ学派の

中の「ロシア派」rusk6k蚤fdl・（tkeRussian　wing）といわれている学者たちである．た

とえばトルベツコイの代表的な労作『音韻論原理』Or観改㎏6467p勧・」・幽は音声の

どの特徴が意味の弁別に参与するかという，機能の面を考慮しながらも，これら

の諸特徴の論理的な関係，それに基づいた体系のあり方を・徹底し・た形で論じた．

　これに対してチェコの学者たちは，たとえばいま述べたマテジウスの外，ボフ

ミル・トルンカ（Tr曲，B。humil1895－lg84），構造主義美学を唱えたことで有名なヤン・

ムカジョフスキー（Mu㎏で・vsk乎，」an　l891－1975），ハンガリー語の専門家で類型学の研

究者，ヴラヂミル・スカリチカ（Skali6㎏，Vladimfr　lgOg一）などは，機能の面を重視し

たと考えられる．これらの人々は，ロシア派に対して「チェコ派」るesk6k蚤fd1・（the

Czechwing）と呼ばれているのである15．たとえばマテジウスは，一貫して言葉のは

たらきの面を重視した．たとえば彼は英語とチェコ語の文を比較して，英語が文

の中の既知の情報（テーマといわれる）と文法的な主語とを一致させようとする強い

傾向をもっていることを明らかにした16．これを敷術すれば，チェコ語ではあり

えないHe　is　given　a　book．のような受動態が可能となるのは，このような英語のも

つ傾向によってであるということになろう．

　プラーグ学派の機能的な観点というのは，さきに述べたように，表現の欲求と

伝達の必要をどのように実現しているか，というところから言語を研究しようと

いうものである17．この表現の欲求と伝達の必要は，いわば人類に共通なもので

あると考えることができる．「表現と伝達の一般的な必要は，あらゆる人類に共通

なものであって，言語ごとに異なる表現と伝達の手段をそこに還元することので

きる，ただ一つの共通の分母である」18とマテジウスがいっているのは，このこと

であろう．このことから，機能的立場が，表現の欲求と伝達の必要の，言語ごと

に異なる実現の仕方に興味をもつのは，当然ということになるであろう．そこで

は内容と表現のかかわりが常に問題にされることになるはずである．一方このよ

うな表現のあり方は，同系であるか同系でないかにかかわりなく，異なった言語

を比較することによって，はじめて客観的にはっきりとその特徴をとらえること

力弐できるであろう．

　マテジウスは「機能的構造言語学は，音韻論も含めて親近性のない諸言語も比

較する．比較に際して重要なのが共通の源を確認するだけでなくて，言語の分析
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を深めること，言語の構造をよりよく認識することだからである．この構造は，

性格の異なる諸言語の比較によって，はるかに立体的に明らかになるであろう」19

と述べている．このような，同じ内容のものが言語によってどのように実現され

ているか，という研究をつきつめていけば，その実現の仕方に類型があることが

わかってくるはずである．

　§18　このように考えれば，言語をエルゴン「もの」ではなくエネルゲイア「は

たらき」であると考える，フンボルトに代表される立場と機能主義，および機能

主義と内容的類型学との間には，深い理論的な関係があるということになってく

る．プラーグ学派の，しかもとくに機能主義的な立場を代表するマテジウスが，

類型学的な研究の重要性を強調したのは，決して意味のないことではなかったと，

考えられるのである．

　プラーグ学派が言語の機能と構造とをこのようなものとしてとらえ，表現の欲

求と伝達の必要を出発点として言語の研究を行おうとすることから，必然的に結

果するのは，この学派の研究が，内容から形式にというアプローチをとることで

ある．「研究は話者の伝達の必要から出発するであろう．このことから必然的に二

つの結果が導かれる．直接に与えられたあるものとしての言から，体系として理

念的にのみ現実的な言語へ，また機能的な必要から，それを満足させる形式的手

段へ進むことである」20とマテジウスはいう．

　マテジウスは類型学的な研究を，「言語性格学」1inguisticka　charakteristikaと呼ん

でいる．マテジウスの考えでは，文法が単に言語の構造を記述するにすぎないの

に対して，これは言語の最もめだった特徴のあり方を明らかにしようとするもの

であって，「記述された言語の諸現象を，その重要性に従って階層化する一すな

わちヒエラルキーをつくる一試み」21であった．彼はこの点について次のように

いっている．

　　これは，これまでの文法が避けていた言語表現の諸側面も言語学的な考察の対象

　となるという事実，またとくに個々の言語要素を措定するだけでは不十分で，それ

　らをその重要性に従って評価することが必要であるという事実を認めることである．

　言語性格学が主張するこの認識は，さらにあらたな結果へ導く．綿密な分析を行え

　ば，対象とする言語の重要な諸特徴が孤立しているのではなくてたがいに関連して

　おり，それがさらに深い原因に基づいていること，またまさにこれらの諸原因こそ

　が，われわれの熱心な注目に値するものであることが，直ちに明らかになるのであ

　る22．
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　ところで言語を同系であるか異系であるかにかかわらず比較することをその主

要な方法とするものには，言語性格学のほかに，いわゆる対照言語学contrastive

linguisticsがある．クリモフはこの両者について，これらが言語的普遍を含めて同

型性と異型性を探究するという点では，（内容的）類型学と同じであるが，両者とも

言語の類型という概念を考慮していないという点でこれとは異なっているという

［KP21－22］．すなわち，

　　構造的な同型性と異型性の関係が，ある程度対照言語学，言語性格学，およびま

　た言語的普遍の視野に入っているという点で・言語的な同型性と異型性は，これら

　が本来の類型学と接しているという，決定的なクリテリアとなりうる．……対照言

　語学の特徴は，それが類型学にとっては鍵となる，言語類型という概念を必要とし

　ない（周知のように，この枠内での比較の基準となるのは，比較される言語の一方である）．性

　格学のアプローチが本来の類型学的なアプローチと異なるのは，それが，同じく言

　語類型という概念を考慮せず，一定の方法で決めた言語の範囲内に限って，言語の

　任意の構造的諸特徴を考察する点にある［KP21］．

　クリモフは，「したがって本来の類型学的研究の過程で措定された類型という概

念とは関係なく，閉じられた（猛範囲の限定された一1．Y．）言語グループの特徴的な構

造的特徴を措定する，きわめて多数の研究も，性格学のジャンルに属せしめるべ

きである」［KP22］としている．しかし少なくともマテジウスの主張するような言

語性格学の研究と，クリモフのいう内容的類型学との相違は，質的なものではな

く・むしろ言語性格学は内容的類型学と同じ研究の方向と同じ手続きをもってい

るということができると思われる．確かにマテジウスの言語性格学は，クリモフ

のいうような類型の概念に到達してはいないけれども，機能，構造という問題意

識を同じくしているからである．むしろ両者の異なるところは，言語性格学が，

類型の概念に到達していなかったことによって，言語を系統的な同一性にかかわ

らないだけでなく，類型学的な同一性にもかかわらない比較を行おうとしたとこ

ろに求められるべきではないかと考えられる．そしてこのことは，言語性格学を

して，むしろコミュニケーションの問題，言語文化の問題に自己を展開していか

しめた原因でもあると思われる．

　§19プラーグ学派で類型学といえば，まず挙げられるのはスカリチカである．

彼が「類型学」にっいて多くの書物や論文を書いているからである．サピアが立

てた言語の類型の枠組みは1957年にグリーンバーグによって修正されたが23，ベ

ルナール・ポティエによれば，スカリチカはこれをさらに1）音節と記号素との関
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係，2）形態と機能の関係，3）（広い意味での）分類子，4）周縁的文法現象の特色づけ

などによって改訂しようとしたといわれる24．ここでポティエが分類子といって

いるのは，印欧語の性，スワヒリ語の名詞にみられるクラスのようなもの，日本

語の数詞につく，「匹，羽，頭，個」のような「助数詞」の類を指しているらし

い．いずれにしても，ポティエによるスカリチカの所説の紹介は，彼がどういう

分類をしたかに重点があり，いま述べた基準および，このような基準を提唱する

に至った理論的な面についての説明を欠いている．したがって少しスカリチカの

考え方を，1935年に発表された，彼の「マジャール語文法に寄せて」を中心にし

てみておく必要がある．この論文に彼の所説が最も明らかに示されている，と思

われるからである25．

　彼はサピアについて，次のようにいっている．

　　類型学をより確実に基礎づける興味ある試みを行ったのは，サピアである．彼は，

　言語体系はきわめて多様であり，それらの間には段階的な相違があるだけであると，

　正しく指摘している．しかし彼は自己の理論において，個々の言語の体系の自立性

　のかわりに，言語問の相違を強調しすぎた26．

　このような認識に基づいて彼は次のように主張する．

　　　．そのことによって，ある人々（たとえばホイジャー（H。ijer，Ha町1904－1976））は，各

　言語はそれぞれ固有のタイプをもつ，すなわち，言語のタイプの可能性は無限に存

　在する，と考えた．現代の言語学の観点から，われわれはこの問題を違ったふうに

　考えたい．これに似たことは，音韻論にみられる．音韻論には，無数の異なった体

　系がある．おそらくすべての言語は他と異なった体系をもっているであろう．しか

　し，よく知られているように，そこには一定の限界がある．ある種の体系は可能で

　ないか，もしくは稀れにしかみられない．したがって可能な体系の集合は，巨大で

　はあるが，決して無限ではなく，一定の構造的可能性が結びつける結合を，音韻論

　的類型と呼ぶことができる．この観点から，音韻論的類型学が措定される．おそら

　くこれに類したことが，文法においても妥当するであろう．ここでも同じく体系と

　類型は区別されなければならない．すべての言語の文法的体系も，少しずつ異なっ

　ている．ここでもまた，可能性を制限する一定の法則が働く．ここにも類型が存在

　する．もちろんそれは古い学派の類型学が想像していたようには，単純なものでは

　ないが27．

　ここでスカリチカが述べている，構造の可能性には一定の限界があるという考

えは，さきに述べた「言語的普遍」language　universalsとレ〉う考えの根底にあるも

のであり，さらに遡ればヴィルヘルム・フォン・フンボルトの「一つの言語」eine

Spracheという考えに行き着くことに，留意する必要がある．
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　§20　スカリチカはさらに，「より小さい形態論的単位に分割できない形態論的

単位」28という，ボドゥエン・デ・クルテネの形態素の定義について，これは音韻論

の立場から定義されたものであって，まさに音韻論においてきわめて有用なもの

であるが，「文法においては形態素は分割できない単位ではない」29と述べている．

ここから彼はセーマsemaという概念を導入する．たとえば英語のhandとhands

をとってみれば，hand－sはhand「手」という形態素と「複数」を表す一sという形

態素からなる。ここからhandもhandと「単数」を表す形態素一φからなるとい

うことができる．しかし他方，£・ot「足・単数」とfeet「足・複数」，あるいはt・oth

「歯・単数」とteeth「歯・複数」のばあいには一つの形態素が「足」あるいは「歯」

のような具体的な意義と，「単数」，「複数」のような数の観念とを表している．し

たがって文法のレヴェルにおいては，形態素は機能的に単一のものではない，と

いうことができる．最小の単位とはいえないのである．このように文法のレヴェ

ルにおいてもはや分けることのできない最小の機能的単位を，スカリチカはセー

マと名づけた30．別の論文において彼がこのセーマについて，「音韻論的要素と音

素との関係はセーマと形態素との関係に等しい」31と述べていることからすれば，

スカリチカはセーマという語によって，弁別的な意義素性を指していたと考えら

れる．断っておかなければならないのは，彼がここで文法といっているのは記号

の体系としての言語のことであると思われる．したがって文法というとき，それ

は「意味するもの」と「意味されるもの」との，統一体として観念されているの

である．すなわち，

　　個々の記号においては，言語全体におけると同じように，二つの側面が認められ

　る．意味されるものと意味するものである．……意味されるものは意味するものを

　もつことによって自己の存在をもつ．逆に意味するものは，何かを意味することに

　よってのみ，存在する．もちろんそのことによってはまだ言語における形式と機能

　の関係は解決されない．しかしそれらのいま述べた特性は文法的な術語のより正確

　な定義について，我々の助けになる32．

　この機能と形式の関係を明確にすることによって，彼は言語の類型を決定する，

客観的なクリテリアを提示しようとしたのである．そのようなクリテリアがなけ

れば，類型の決定は，主観的にならざるをえない．「この文法的諸事実の研究なし

には，また構造的な諸法則なしには，言語の「形態的分類」は主観的であり，時

期早尚である．「言語類型」の数と性格にっいての類型学者の問のまったく不毛な

論争も，このことを示している」33，と彼はいっている．
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　§21スカリチカがサピアの学説を前に推し進めたのは，このような客観的分

類の為のクリテリアを示そうとしたところにあったと，考えられる．

　彼はこの枠組みを使って言語を1）多統合型の言語，2）膠着型の言語，3）孤立型

の言語，4）屈折型の言語に分け，屈折型の言語をさらに外的屈折型の言語と，内

的屈折型の言語に分類した34．

　多少手荒く説明を加えるとすれば，セーマが語と一対一の対応を示す場合には

孤立語の類型を与えることになるであろう．

　スカリチカの例によれば，たとえばフランス語の場合，M・np6rem’a　dit．「私の

父は私に言った」，c’est　m・n　pさre．「これは私の父だ」，Je　v・is　m・n　pさre，「私は父を

見る」，Je1’ai　d・m6a　m・n　p6re。「私はそれを父にやった」，＿．．．avec　m・n　pさre「私

の父と一緒に」のように，名詞は接頭辞，接尾辞，あるいは語尾をもたない．格

はde「属格」，a「与格」のように前置詞によって表されるか，対格と主格のよう

に，語順によって示される．フランス語の場合には性は二つあるが，英語にはほ

とんど存在しないといってもよい．逆に数は英語では存在するが，フランス語で

は語尾の一sは発音しない場合もある，というように，性，数の区別が弱い．動詞

においても，回説的表現が多く，セーマと語との一対一の対応への顕著な傾向が

みえる．

　もしセーマと形態素とが一対一の対応を示し，複数個の形態素が語をつくる場

合，これは膠着語の類型を与えることになる．たとえばトルコ語ではev「家」は

次のような形をもっという35．

　　　　　　　　　　　単数　　複数

格
格
格
格
格
格

主
属
与
対
所
奪

ev

ev－in

ev－e

ev－i

ev－de

ev－den

ev、ler

ev－ler－in

ev－ler－e

ev．互er－i

ev．1er－de

ev腸ler－den

「家／家々が」

「家／家々の」

「家／家々に」

「家／家々を」

「家／家々で」

「家／家々から」

　これに対して，多くのセーマが一つの形態素に対応し，この形態素が，セーマ

と一対一の対応をしている具体的意味を表す形態素と結合して，語をつくってい

る場合には，屈折語の類型を与える．たとえばラテン語の£emin－aにおいて，形態

素一aは単数，主格，女性といった三つのセーマに対応している36．

　多くのセーマが一つの，具体的意味を担う形態素に対応しているのは，内的屈

折intr。Hexiveの類型である．これは多くのセーマが一つの形態素に対応している
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という点で，屈折の特別な場合であるといえる．たとえばアラビア語では37，

　　　　　　　　　　単数　　複数
　　　　　　　　　　魚rasun　　諭asun　　「馬」

　　　　　　　　　　waladun　auladun　　「少年」

　　　　　　　　　　㎏1bun　　kUabun　　「犬」

　スカリチカは「多統合型類型」p・1ysynthetickg　typという名によって，サピアと

は異なったものを指している．すなわち，セーマと一対一の対応を行う，具体的

な意味をもつ形態素が，複数個集まって語をつくるものを意味しているのである．

これはしたがってさらに進んだ段階にあるものという印象を受ける．

　これによればたとえば中国語は1）複合語が多く使われること，2）たとえば主語

が述語の前にくること，修飾語が被修飾語の前にくることのように，文の成分が

語順によって定まっていること，3）「與」（「と」，本来はr与える」の意味），「從」（rよ

り」，本来はr従う」の意味）のように，本来は独立した意味をもつ語が抽象的な意

味を持つ文法要素として用いられること，4）形態素がしばしば単音節であること

などの特徴をもっていることから，それを多統合型の言語であるとしている．彼

によればこれらの特徴によって，中国語はシャム語，ビルマ語，ベトナム語に近

い類型をもち，かなりの程度にアウストロ・アジア諸語，アウストロネシア諸語

のほか，スーダン諸語，いくつかの北米インディアンの言語とも近い類型に属す

るという38．

　§22　スカリチカはこのようにして孤立型の言語にはフランス語，英語，ドイ

ツ語などが属し，屈折型の言語にはラテン語，イタリア語，スペイン語などが，

また膠着型の言語にはアルメニア語，グルジア語，トルコ語などがそれぞれ属し

ているという39．外的屈折型の言語というのは，たとえばバントゥー諸語のよう

に，「文法的な語形変容が非常に発達しており，形態の合融性（一っの形態素が他の

形態素と一塊をなす）と共に，多くの分類子を備える型である」40という．もちろん

スカリチカも，このような言語の分類が，純粋な形で行われるわけではないこと

を知っていた．たとえば屈折型の言語の中にも，膠着型の要素や，孤立型の要素

がみられるのであって，ある言語が屈折型に属するというのは，ただこの言語の

主な特徴が，屈折型であるというにすぎないのである．

　このようにしてみれば，スカリチカの類型学は，サピアにみられる類型学の枠

組みをより厳密にしたというだけで，多統合型の定義が異なるなどの相違はいく

つかみられるものの，結果としてみれば，サピアとさほど違ってはいないように
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みえる．しかしスカリチカは，さきにも述べたように，言語の類型の分類のクリ

テリアを明確にし，さらにこのセーマと形態素，あるいは語との関係を軸にして，

個々の類型のもつ，音韻，語構成，形態論，統語論などの各レヴェルの現象を，

この関係を頂点にする階層構造をもつものとしてとらえようとした．この試みは彼

の諸論文の随所に認められるが，これを理論化したものに，論文「類型学的構造

体」Ein”Typ・1・gisches　K・nstrukt”41があった．ここでいう「構造体」とは，類型学

的に意味をもつ諸特徴と，それが作る構造の全体を指す，理念的なものであって，

クリモフのいう・活格言語類型・能格言語類型のような個々の言語類型に当たる．

クリモフは，このような理念的な言語類型と，これに属するところの現実に存在す

る言語のグループとを区別する必要を論じながら，メシチャニーノフ（Me坦aHHH・B，

HBaH　HBaH・B四1883－lg67）は暗示的にこれを区別していたが，明示的に区別したの

はスカリチカだけであると述べている［KP24］．

　たとえばスカリチカは，中国語などが属する多統合型の言語類型には，独立し

た意義をもつ語があるばあいには本来の意味で，またあるばあいには抽象的な文

法的な意義をもって使われるために，あまり努力をしないで発音できる短い語形

を必要とし・そのために母音を多く用いる傾向があると述べている．またアラビ

ア語などのセム語族の言語が典型的なものとされている，内的屈折のタイプでは，

子音が語の意義を支え，母音は文法的な役割を果たすから，子音が多く用いられ

るという．膠着型の言語においては，接頭辞や接尾辞の独立性が高いから，音節

の独立性が高くなり，子音が多く用いられるようになる．さらに孤立型の言語で

は，単音節の語が多くなるために，母音によって語を他の語と区別する場合が多

くなるという42．

　しかしさきに述べたように，同じ印欧語族に属するラテン語が屈折型言語であ

るのに，フランス語は孤立型言語であるとすれば，言語の類型は，歴史的に変化

するものであると考えなければならないであろう．スカリチカはこのような類型

の歴史的な変化を，スラヴ諸語について詳しく観察している43．このように言語

の類型が歴史的に変わるものであるということをはっきりさせたことも，スカリ

チカの功績であると考えられる．

　§23　プラーグ学派は，lg2g年にプラハにおいて開催される，第一回国際スラ

ヴ学会に向けて「テーゼ」を発表した．これはプラーグ学派の綱領ともいうべき

もので，外国向けの機関誌『プラーグ言語学サークル論集』の第一巻の巻頭に載

せられた44．
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　このテーゼのなかの「比較方法の使用の新しい可能性」と題された項目には，

次のように述べられている．

　　従来スラヴ諸語の比較研究は，起源的諸問題，とくに共通の相続財の探究にのみ，

　限られていた．いまや比較方法は，より広く用いられなければならない．これが，言

　語体系の構造およびその発達の法則を発見することを可能にする，適当な方法だか

　らである．このタイプの比較を行うための貴重な資料は，親近性がないか，あるい

　はきわめて遠い親近性しかなくて，たがいに構造がきわめて異なった諸言語だけで

　なく，たとえばスラヴ諸語のように，同一語族の言語のばあいにも見出される．こ

　れらは・その発展の過程において本質的で数多くの相似点がありながらも，鋭い相

　違を示しているのである45．

　このような拡張された比較方法に基づいてスラヴ語を研究すれば，スラヴ語の

類型が得られるはずだというのが，テーゼの次の主張である．

　　スラヴ諸語の発展の比較研究は，次第に，これらの言語の歴史に現れる集約的発

　展1’6v。lut三。n　c。nvergenteと拡散的発展1’6v。lution　divergenteが，偶然的一時的な性格

　をもつという考えを，否定しっつある．この研究は異なった集約的諸事実と拡散的

　諸事実（事実の束）の間にある，密接な法則性を明らかにする．スラヴ諸語の発展は，

　このようにしてその類型を与えるのが認められよう．すなわちたがいに密接に関連

　する一連の諸事実をあつめて，一つの全体とするのである46．

　すなわち，類型学的な研究とは，系統的に親近であるかどうかにかかわりなく，

言語の構造そのものを比較して得られたいろいろな事実の関連性を考察して，こ

れらを一つの階層的な構造，いわゆるヒエラルキーの全体の中に位置づけること

を意味している，というのである．このような考えがマテジウスの見解の発展で

あることは，明らかである．このような見解が重要なのは，それまでの類型学的

な研究が，主に語の形を中心に行われていたのに対して，これによれば言語のす

べてのレヴェルの現象がその対象になる，ということ，およびそれらの現象の間

の関係，言い換えればそれぞれの現象の意味づけが考察の中心になる，というこ

とにある．とくにこの第二の点は，それまでの類型学的な研究に対して，まった

く新しい地平を切り拓くものであった．

　類型学的な研究がこのようなものであるということになれば，まず問題になる

のは，類型の中心になるもの，すなわちヒエラルキーの頂点に位置し，その他の

諸現象の存在が，論理的にそこから説明できるような概念はなにか，という問題

であろう．あとでみるように，内容的類型学は，「主語・述語・目的語」の関係を

そのようなものと考えているが，類型学の発展を跡づけてみれば，実はその発展
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の歴史そのものが，この問題の探究の歴史であったといってもよい，と思われる．

　かつてのプラーグ学派の機関誌であった勉∂燃4認6擁L惣諮6加4θP・α鮮に代

わって戦後出版された蹄∂燃L聰泌吻鰯4θP7卿6の第4巻は「音韻論，類型学お

よび一般言語学研究」という特集であった．ここに発表されている論文のうち，

類型学に関係するものとしてはズガル（Sg認，Petr　l926一）の「言語のタイプという概

念について」，ルージチカ（m2i6㎏，Rud・1£1920一）の「言語類型学についての若干の

覚え書き」，パレク（Palek　B・humU）の「潜在的類型学のパラメーターとしての超文

論」，トポローフ（T・H。p・B，Bπa濯MHp　HHK。丑aeB四1928一）の「ブルシャスキとエニセ

イ諸語，若干の平行現象」，ウーレンベック（Uhlenbeck，E．A．）のジャワ語の動詞に関

するもの，などがあるが，これからうかがい知るかぎりでは，遺憾ながらこの特

集の趣旨は，上述の方向に沿ったものではないと思われる47．

ロシアにおける類型学的研究一その初期

　§餌　ロシアでも，初期においては，西ヨーロッパの場合と同じ問題が，類型学

の研究において認められた．すなわち，類型学が単なる好事家の興味の対象として

ではなく，言語学の中の一つの独立した分科として立っためには，少なくとも二

つの前提が必要であった．19世紀にみられた，言語の歴史的研究のみが真に言語

の学の名に値する，という考えの克服，および比較言語学が主として対象として

いた印欧語族以外の，非印欧諸語の知識の拡大がこれである．第一の点に関して

は，ロシアあるいは旧ソヴエトにおいても，西ヨーロッパにおいて行われていたの

と同様に，起源の同じ親近諸言語の比較言語学的な研究，とくにドイツを中心に

していた青年文法学派にみられるような研究が盛んであった．これからの脱却は，

ソシュール，メイエ（Me丑let，Ant・ine1866－1936），ヴァンドリエス（Vendry6s，Josep坦875－

1960），あるいはボンファンテ（Bon£ante，Giuhan。Ug。1904．），バルトリ（Bart・h，Matte・

Gidi・1873－1946）などの，言語の社会学的な研究方法の発展にともなって起こった，

言語のメカニズムのすべての側面に対する興味によって，支えられた．とくにハリ

コフ大学にあってフンボルトおよびシュタインタール（Steinthal，Heymam　l823－1899）

の強い影響下にその学説を発展させたポテブニャ（H。Te6HH，AπeKcaHAp　AΦaHacbeB四

1835－1891）や，プラーグ学派の学説によって継承されることになる機能的言語学の

先駆をなす，ボドゥエン・デ・クルテネ（Baud・uMeG・urtenay，Jad845－lg2g）を中心
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とする，いわゆるカザン学派等の研究は48，その著しいものであった．

　その際，ロシアにおける一つの特徴として，言語における意味の問題，言語と

思惟の関連などに重点がおかれる傾向があったということが，できるように思わ

れる．このような傾向は，一つの必然として，文を中心として言語の現象を考え

る態度をもたらしたと，みられる．たとえばポテブニャは，「言語を活動（畝エネ

ルゲイア）として理解すれば，動詞，名詞，形容詞，副詞のような文法範疇を，な

にか不変の，人間の思惟の日常的な諸特徴から完全に切り放されたものであると，

考えることはできない．＿、．．一般的にいってただ一つの不変な文法範疇も，（r万物

は流転す」というように）ア・プリオリにいって存在しえないだけでなく，ア・ポス

テリオーリにも存在していないのである．そうではなくて文法諸範疇が変化すれ

ば，必然的にその中でこれらが生じ，変化するところの全体，すなわち文も変化

する…．．．言語を思惟の変化しやすい器官であるとする基本的な観方から帰結され

るのは，言語の歴史は，かなりの時間的な長さでとれば，一連の文の規定を与え

るに違いない，ということである」と述べている［KTI12－13］49．

　この引用の箇所から，ポテブニャの学説にはフンボルトの思想が深く影を落と

していることは容易に見て取れようが，言語の発展と思惟の発展との関係につい

ても，ポテブニャは，言語の統語構造の「段階的な」発展は思惟そのものの発展

の一定の時期を反映していると述べているといわれる［KTI14］50．

　クリモフは，ソヴエトの類型学に及ぼしたポテブニャの影響について，次のよ

うに総括している．

　　．．．初期のソヴエトの類型学者たちの，一方ではポテブニャの言語学的な遺産と

　の，また他方ではその他の彼らの先達たちの遺産との，思想的接触の性格が本質的

　に異なることを，強調しておかなくてはならない．後者の場合，このような関係が，

　言語に対する構造的・類型学的アプローチによる，同一の諸問題を取り扱う際の，

　興味深い平行性を反映しているとすれば，前者の場合にはこの卓越した言語学者の，

　40年代のわが国の類型学者たちに与えた，直接で，きわめて深い影響はきわめて顕

　著であった．＿＿あらゆる点からみて，当時のわが国の研究のいくつかの問題提起

　の方向は，かつてポテブニャによって始められた考察を直接引き継ぐものとさえ，

　考えられていた［KTI19］．

　そしてこの類型学的方向というものは，明らかなように，「思想の言語による表

現の技術的側面」に基づく分類，すなわちわれわれの用語によれば，形式的類型

学による分類ではなく，思惟と言語の構造の関係に向けられていたといえる．ク

リモフによれば，ポテブニャの統語論の理論によって，文の形式的・論理的理論
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は，文の構造の歴史的・発生的考察へと決定的に転換した，とヴィノグラードフ

（BHH。rpa八。B，BHKT。p翫aAHMゆ。B四1894／95－1969）が評価しているという［KTI121．

　これと関連して，ポテブニャが，『ロシア文法覚書』の第3巻第5章「名詞の種

別の起源」に対する補遺の中で，次のように述べていることは，のちにみる内容

的類型学の学説と関連して興味深い．

　　形式の現在の区別から推測されるその欠如に至る道筋の研究のプロセス，および

　それと同時にこの推測の蓋然性を証明するプロセスは，＿，，．次のような諸問題の解

　決に分かたれる．それは観察できる言語において過去に向かって増加することを示

　している，a）主体と属性，b）主体と述語，c）主体と客体の区別の欠如，である51．

　蛇足ながら，1984年に出版された，卓越した印欧比較言語学者のデスニツカヤ

（五ecH町KaH，ArHHH　BacH∬beBHa　lg12－1992）の論集に，彼女が当時を回顧して述べてい

る項を，少し長くなるが引用しておきたい．ポテブニャの学的位置をよく示して

いると思われるからである．

　　　，．．過去の卓越したロシアの言語学者ポテブニャは「予言者」であり，彼の著作

　『ロシア文法覚書』は「天啓」の書であって，そこから歴史的・類型学的な立論に

　おいて一定程度に依拠することのできる，多くの深い思想と，繊細な統語的な考察

　を引き出すことができた．ポテブニャの言語学的な諸見解の解釈は，30年代末に

　は能格性の問題と並んで，ネヴァ河畔の花簡岩の通りを散策しながら，類型学を志

　す若い言語学者のあいだに交わされた，際限のない会話と論争において最も好まれ

　たテーマの一つであった．もちろんすべてのものが同じようにこの気晴らしにとり

　つかれていたわけではなかった（言語思想研究所の主だった「ポテブニャ派」はカツネリ

　ソン（KaロHeπbcoH，Co∬oMoH五aBHAoBHq1907－1985）とボカーレフ（BoKapeB，AHaToπ磁A∬．

　1910－1941）であった）が，ポテブニャの文法研究を創造的に研究することは，影響を及

　ぼしたというだけでなく，30－40年代のソヴエト言語学の歴史的・類型学的な学説を

　作り上げるうえで一時期を画したといっても，間違いではないであろう．このため，

　1947年，文法的発展の諸問題に対するポテブニャの見解をめぐって，ヴィノグラー

　ドフとカツネリソンの問に展開された激しい論争が，どのような事件として受けと

　られたか，明らかであろう．ヴィノグラードフはポテブニャの統語論の学説の批判

　的分析を通じて，当時いわゆる「新言語理論」の主要な命題の一つと考えられてい

　た，段階理論に対してその矛先を向けた．カツネリソンはポテブニャの理論の強い

　点と弱点の，全面的な批判的分析によってこれに答え，諸言語の文法的構造の一般

　的，法則的な発展の研究の必要を主張した［DS39］．

　§25すでにプラーグ学派のところで述べたように，プラーグ学派の標榜する

機能的構造言語学というのは，構造という考えをド・ソシュールから・また機能
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という考えをボドゥエン・デ・クルテネから受け継いだものであった．そしてこの

クルテネの考えも・すでに述べたように，フンボルトの学説に大きく影響された

ものであった．彼は言語の学における比較方法について，次のようにいっている．

　　歴史的に関係があって，系統的に親近な諸言語の比較文法と並んで，親近性や歴

　史的な性質とは無関係に，さまざまな言語の生における，類似点と相違点の比較，

　同種と異種の現象，流れ，変化の比較が存在する．人間の思惟を比接したり一般化

　したりするこの種の作業は，通常の意味での比較文法に属させることはできない．

　それは一般，あるいは哲学的文法に属する52．

　　　．われわれは諸言語を「比較」し，それらを「相互関係において」考察するこ

　とができよう．しかし「比較」および言語の「相互関係における」考察には二種類

　がある．第一にわれわれは言語をそれらの親近性，それら相互のあらゆる歴史的関

　係とは無関係に比較することができる．われわれは歴史的にも地理的にもたがいに

　無縁な諸言語の中に，同じような性質，同じような変化，同じような歴史的過程と

　変成を絶えず認めることができる．・．・．．．諸言語の別の種類の比較は歴史的親近性と

　地理的，社会的，および文学的な隣接性による比較である．歴史的親近性による諸

　言語の比較は，通常の意味でのいわゆる「比較言語学」を生み出した．．＿、．あまり

　普通でないのは地理的，社会的，および文学的隣接性による言語の比較，すなわち

　最も広い意味での相互影響に基づく諸言語の比較である＿．．．53

　これがプラーグ学派の，異系言語の比較の考え方の源流をなすものであること

は，明らかである．クリモフによれば，クルテネは「言語の起源的な観点および

地域的観点，さらに構造的・類型学的観点からの比較研究の正しさを明確に認め

た最初の言語学者の一人であり，彼の意見によれば，構造的・類型学的観点に対

応するのは，言語の形態的，構造的分類」であって，「起源的言語学が歴史的基

層を，地域的観点が地理的基層を扱うとすれば，類型学的観点は生理的・心理的

基層を扱うと，彼は考えていた．これはソヴエトの言語学者の最近の論文にみら

れる，言語と思惟との緊密な結合という観点から，興味深い」と述べている［KTI

I5－16］．

　このような「類型学」に対して，いわゆる形式的な類型学については，ボドゥ

エンは非常に懐疑的であった．1889年に書かれた「言語学の諸課題について」と

いう論文において，彼は次のように書いている．

　　きわめてよく知られているが，非常に成功しているとはいえない分類の一つに，

　すべての言語世界を三っのグループ，あるいはクラスに分ける分類がある．1）遊離

　し孤立する単音節の言語．その主な代表は中国語である．2）貼り合わされる，膠着

　的で接辞的な言語．比較的正確に研究されているグループの中ではアルタイ・チュ
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ルク諸語，ハンガリー語等が，これに属する．3）最後に屈折語である．これに属す

るのはセム諸語と＿．．．アーリア・ヨーロッパ諸語である．時問がないのでこの分類

の基礎について説明することができないが，その正確さはきわめて疑わしいことだ

けは，指摘しておこう54．

　§26　またこれは第二の点と関連するが，比較言語学が主に印欧語族を対象に

していたところから，比較言語学からの脱却は，印欧語族中心主義からの脱却

をも意味していた．序にいえば，あとで述べるエヌ・ヤ・マール（Mapp，HUK・五崩

撫・B諏eB四1864／65－lg34）の，マルクス主義的な装いをこらした，いわゆる「段階理

論」55が，1950年にスターリンによって批判された後，私見にすぎないが，二つの

潮流が生じたと思われる．

　一っは外国の「ブルジョア的」な構造主義的な言語学に対して，本質的に歴史

的な学説である比較文法が，再び力をもつようになったことである．

　たとえば5年後の1955年に発表されたデスニツカヤの「印欧諸語の親近性の研

究の諸問題」の序文において，著者は「マルクス主義的言語学は，この問題の真

に科学的で歴史的な取り扱いと，外国の構造主義者，新言語学者などの諸理論に

対置せねばならない．これらは古典的な比較言語学の伝統の否定，歴史主義の否

定を唱えているのである」と述べている56．

　このような見解は，スターリンによるマール批判の直接の結果であると思われ

るが，あとでみるように，比較言語学の独占的な優越は，さほど長く続かなかっ

たと思われる．

　もう一つはこれを契機に構造主義的な言語学を導入する試みが，いわば公然化

したことである．とくに1％0年代の初めから構造主義的な方法を用いた論文が多

く発表されるようになった．その中で最も著名なものは，1966年に刊行された，

アプレシャン（Anpec朋，田pHH恥peHHK・B四1930一）の『現代構造主義言語学の理念と

方法』である57．

　このような潮流に対して，あまり成功したようには思えないが，構造言語学を何

とかマルクシズムの枠内に取り入れようとする努力も同時に試みられた．たとえば

1970年に出版された論集『レーニン主義と言語学の理論的諸問題』などは，この

ような試みの結果であると思われる．たとえばメリニチュク（Me∬bH四yE，AπeKcaH即

CaBB四lg21一）はこの論集に発表した論文において，「言語が現実にもっている諸特

徴が尽くしえないということは，将来，構造主義的方法の発展とその効率性の向

上がいくら起こったとしても，言語のすべての客観的性質を完全に反映するよう
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な，抽象的で，数理的に均整のとれた言語構造を組み立てることは，決してでき

ないということである．したがってさまざまな，具体的な（厳密に構造主義的でな

い）研究方法の更なる適用と完成は，構造主義的分析という方法の拡大と深化と相

倹って，科学一般，および特に言語学の発展の客観的法則の一つとなるであろう」

と述べている58．

　スターリンは1953年に死んだが，1964年にはデクテレヴァ（五erTepeBa，T．A，）が

スターリンの論文について，次のように批判している．

　　マールとその追随者たちが，彼ら以外の所に存在していたすべての言語分析の方

　法を，ブルジョア的であるとして排斥したとすれば，スターリンは別の極端に陥っ

　た．彼は伝統的な比較・歴史的言語学の技術的な方法の全体を，唯物弁証法の歴史

　主義的原理と同一視した．．．＿、この労作においてスターリンは，マルクス主義者の

　哲学者として言語研究の科学的アプローチの，真に唯物弁証法的な諸原理を示す代

　わりに，言語学者に多少とも原理的な言語の問題についての，一連のできあいの解

　決法を提案した。この際強調しておかなければならないのは，スターリンが言語学

　の諸問題の解決のための間違いないドグマと考えたものが，言語の発展のプロセス

　の観察に基づいたものではなかったという事情が，言語の学に大きな損失をもたら

　したことである．このような研究に対してスターリンには時問もなく，特別な言語

　学的教養もなかったからである59，

　このような傾向をみれば，1950年という年，およびスターリンの死んだ1953年

という年は，少なくとも言語学にとって，一つの重要な転換点をなす年であった

と，いうことができよう．

　第二の点に関しては，ソヴエト革命による多民族国家の成立と，民族問題に対

するマルクス主義的な問題意識から，ソヴエトを構成する「遅れた」民族に対し

て，民族の形成の基本的な条件である言語に関する政策を確立することが，必要

であると考えられるようになったことが挙げられる．また他方ではマルクシズム

の中に，民族文化の発展のために，言語の発展の法則を研究することが必要であ

る，という認識が存在していたことも，指摘の要があろう．これについてクリモ

フは次のように書いている，

　　たとえば以前には遅れていたロシアの諸民族の言語建設という，もはや引き延ばす

　ことのできない課題が，それぞれの言語の記述的分析のための，適当な諸原理を作

　り出すことを必要としていたが，これは類型学的な性格の，一定の基礎に基づくこ

　となしには不可能であった．それだけでなく，ポリヴァーノフ（H・πHBaH・B，EBre駐崩

　πMHTP玖eB四1891－1938）カ§正しく指摘していたように，「言語文化」の建設のために，

　わが国の科学は言語の発達に関する一般理論を必要としていた［KTI8］．
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　この通時論的な研究と関連して，かつての印欧語比較文法が作り上げた歴史

的な研究方法の再評価が行われ・これを再び導入する可能性が論じられるように

なった．

　§27　さて，ここで問題を類型学に絞れば，ソヴエトで類型学の先駆者と考えら

れる人の一人に，まだロシア帝制期の19世紀の後半に活動したウスラル（y・∬ap，

neTpKapπ。B四正816．1875）がいた．彼はコーカサスのナフ・ダゲスタン諸語の文法的

記述を行ったが，これらの言語はのちに能格言語といわれる，インド・ヨーロッ

パの言語とは非常に違う構造をもっていた．彼はこれらの言語の動詞が能動形を

もっておらず，中動と受動の形しかないこと，主語が具格の機能ももっているこ

と，動詞が主語とではなく，目的語と文法的に一致する，いわゆる対象活用を事実

上もっていることなど，能格言語の特徴にすでに気がついていたといわれる［KTl

9－11］609

　たとえば彼はラク語についての著作において，次のように述べているといわ

れる．

　　あらゆる能動の動詞は行為する対象と，行為が向けられる対象とを，前提してい

　る．それらの関係的役割の相違は，それがとる格の相違によって表現される．した

　がって大部分のヨーロッパの言語では，行為する対象は主格におかれ，行為が向け

　られる対象は対格におかれる．アヴァール語およびチェチェン語においては能動の

　動詞はなく，受動の動詞しかない．行為する対象は具格（instmctiv，activ）におかれ，行

　為が向けられる対象は主格におかれる［KTI　lO－11］61．

　これがあとに述べる能格受動説である．彼はここから出発して，これらの言語

に対格の存在しないことを説明しようとした．たとえば，

　　チェチェン語には能動の動詞，他動詞がまったく存在せず，中動および受動の動

　詞のみが存在する．たとえば（ロシァ語では）H∬田面Bっ6paTa「私は・愛する・弟を」

　というが，．．…．別の言い方を選んで6paT∬m6HMMH・即「弟は・愛される・私によっ

　て」ということもできる＿．．．このあとの表現がチェチェン語において唯一可能なも

　のである．もしチェチェン語の文をMHe∬沁6HTCH6paT「私には・好まれる・弟が」

　と翻訳すれば，さらに深くチェチェン語の文の構造を観察することになるだろう．

　　＿これらすべてのことから，なぜチェチェン語には多くの格があるにもかかわら

　ず，対格が存在しないのかが理解できるようになる．ここでは対格が常に主格と同

　じだとはいえない．対格はチェチェン語の動詞の性質そのものによって存在できな

　いのである［KTIll］62．
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　彼はまた，アヴァール語についても，同様の現象を観察しているという［KTI

ll］63．

　さらにまた彼はラク語について，ここには「受動ないしは中動の動詞と能動の

動詞との間に，かなり漠然とはしているが，ある種の相違がある．能動の動詞は

発展の途上にあり，あたかも途中で止まったかのようである」［KTI　l1］64と述べ，

類型に歴史的変化のあることを認めているという．

　当然のことではあるが，彼がはっきりとした類型の概念に到達することができな

かったことが，彼の先駆者としての功績を，低くするものではない，と思われる．

旧ソヴエトにおける類型学的研究一20－40年代

　§281920年代になると，さきに述べたように，後にスターリンの批判を受け

て失脚したが65，コーカサスの言語の研究で有名であったマールが，類型学、類

型学的な親近性などの用語をしばしば使うようになった［KTI21］66．彼は類型学的

な親近性による言語の分類が，それまでの比較言語学にみられる言語の系統によ

る親近性の分類を置き換えることができると，考えるようになった．たとえば彼

は次のようにいっている．

　　印欧語族は，類型学的にはあたらしい経済的社会的な諸条件の産物であるが，素

　材および多くの構成部分の残存物に関して，一定の発展段階にある，地中海の＿、．．

　ヤペテ諸語の将来の状態であり，一般的にいって構造的にあたらしい形成物である．

　たとえばアルメニアの諸言語，部分的にはアルバニア語のようなかなりはっきりし

　た雑種は，印欧諸語が後にヤペテ諸言語と交配してできたものではなく，純粋なヤ

　ペテ諸語と完全な印欧諸語の問の中間的な段階にある，過渡的な状態である［KTI
　22］67．

　ここにみられるように，マールは言語の発展を経済的，社会的な条件と直結し

ようとしており，また言語の類型的発展に段階性を認めようとした．いわゆる「段

階理論」である．これは言語を社会機構などと同じように，経済的な「土台」な

いし「下部構造」によって規定される，いわゆる「上部構造」と考えたことによ

る．たとえば彼は論文「ヤペテ理論」の中で，次のようにいっているという．

　　　．コトバの発展における創造的過程の内的諸原因にすべての注意を払ってみて

　も，この過程を言語そのものの中に認めることはできない．言語は造形芸術や芸術
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　一般とおなじように，上部構造に属する，社会的な有価物である．われわれは事実

　によって，言語諸事実の証するところに従って，コトバの創造的過程，創造の諸要

　因を物質文明の歴史と，その上に構築される社会，およびそれに基づいて形成され

　る世界観の中に跡づけざるをえない68．

　周知のように，いわゆる唯物弁証法の教えるところによれば，歴史的な発展は，

内容と形式の矛盾と相克の結果，この矛盾が一定の「臨界点」に達すると，いわ

ゆる「量より質への転換」が生じて，新たな形式に到達し，そのことによって矛

盾が止揚される，ということになる．前提は別にして，少なくともこれは形式に

おいてはへ一ゲルのan　sichからfUr　sichを経てan　und　fUr　sichに至る図式と同じ

である．マルクス主義のいう「下部構造」のばあいは，内容と形式は，生産力と

生産諸関係であると理解されていたと思われるが，これらの要素の相克と「闘争」

によって，形式が新たな質を獲得した暁には，これに規定される社会構造も変更

されなければならないことになる．発展の中に一種の不連続性の存在が前提され

るのである．マールの「段階理論」にも，言語の発展の中に不連続なものが存在す

るという前提が潜んでいたと思われる．このような考えは明らかに間違っている

といわざるをえず，これがスターリンによって批判された主な点でもあったが69，

それを別にしても，系統を無視した言語発展の図式は正しいものとはいえない．

　このように，言語の発展を社会の発展と直結しようとしたこと，並びにそれに

起因する段階理論とならんで，マールの上述の引用には，もう一つ特徴的なもの

がある．「雑種」あるいは「交配」という概念である．マールは1928年スフミの

アブハジア文学語学アカデミーにおける講演で，「＿，，，欲すると欲せざるとにかか

わらず，その構成において社会的な現象として言語にアプローチする必要＿，．そ

こでは言葉の構成のイデオロギーが，人間の集団の血縁や生理的性質とではなく，

経済および技術，およびそれらから生育し，それらとともにあるところの世界観

と，有機的に関連していることが判明した．人問存在の集団そのもの，音声言語

の集団的創造者たちは，その萌芽的形態において，血縁や生理的所与によってで

はなく，皮膚の色や頭骨その他の人類学的特徴による親近性とは無関係に，経済

的な利害や必要の共通性による，家政上の防御と闘争の（ための）団結であったこ

とが判明した」と述べている70．

　この言説からすれば，マールの上述の概念の形成は，さきに挙げたような，言

語を「上部構造」とすることからの，論理的帰結であるかのようにも思われる。し

かし上にみたように，マールが「雑種」として挙げた例の中に，アルメニア語，

アルバニア語などがみられることから，これは実はクルテネの強い影響下にある
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と考えないわけにはいかない．クルテネは，印欧比較文法は「諸言語の生が同一

の初原的な構造と組成をもったものが，外部からの干渉なしに，連綿として静か

に異なった方向に発展したという仮定，諸言語の純粋性という仮定に基づいてい

る」71が，実際はさまざまな言語間の影響によって混合的性格をもつことを述べ，

アルメニア語を例にしているからである．クルテネの異系言語の比較という考え

も，ここから生じるわけであるが，これが言語の「集約の相」についての，最初

の理論的な問題提起であったと思われる．問題はむしろ，マールがこの基本的に

は正しい考えを，「マルクス主義」的な理論の枠の中に，強引に押し込もうとした

ところにあったと思われる．

　§29それにもかかわらず，コーカサスの諸言語の研究に大きな足跡を残し，ま

た言語の類型という考えを押しだしたマールの功績は，認めなければならないで

あろう．マールの弟子であったメシチャニーノフは，すでに30年代に，まだ十分

には明確ではなかったにせよ，類型学的な分類と系統的な分類とは，異なった性

格のものであると考えるようになったという［KTI22－23］72．

　マールはサンクト・ペテルブルグ大学を卒業し，レニングラード大学の教授の

職にあった．メシチャニーノフは，最初マールとともに活動し，「新言語学」の研

究にも参加したが，すでに30年代から独自の道を歩みだしたといわれる73．

　メシチャニーノフの研究は，主として言語の類型全体を構造化する，相互に規

定し合う特徴を，一つの総体として考察しようとするものであり，この意味でと

くに文のレヴェルが重視された．まさにこの意味で，同じくレニングラードを活

動の舞台としていたクリモフの内容類型学に強い影響を与えることになった［GI

153］．

　しかし内容類型学の成立には，さきに引用したデスニツカヤの回想にみられる

ように，主として30年代から40年代の間にマールやメシチャニーノフの周辺に

集まり，レニングラードの「エヌ・ヤ・マール名称言語と思想研究所」を舞台に

した，多くの若い研究者を中心とした集団の活動があったことが，比較的最近に

なってしばしば目に触れるようになってきた．

　デスニツカヤによれば，30年代の研究の中で，とくに注目すべきものとして，

ボカーレフ，カツネリソン，メシチャニーノフのいくつかの研究があるという．こ

のうちボカーレフは，1934年の論文「アヴァール語の他動詞の「受動的」性格に

ついて」［DS9］74および1941年の初め頃に完成し，1949年に至って遺作として発表

された『アヴァール語統語論』［DS9］75の中で，動詞の種類によって構文の種類が
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異なることを明らかにしたという．ここでは「＿，．．主語・述語関係および主語・目

的語関係の伝達の，異なる方法が表現されている次のような種類の述語構文が区

別された．1）自動詞の述語をもつ文，2）他動詞の述語をもつ文，3）感覚動詞によ

る述語をもつ文，4）認知動詞による述語をもつ文，5）自動詞の他動詞としての使

用および他動詞の自動詞としての使用，6）述語として用いられる持続アスペクト

をもつ動詞，7）述語として用いられる，勧奨相をもつ動詞，8）述語として用いら

れる形動詞（分詞），9）合成述語及びそれと関連する諸現象である」という［DS　lO］．

　これに対してカツネリソンは，1935年に論文として提出し，1936年に刊行され

た「主格文ゐ発生に寄せて」［Ds　g］76において，マールの段階理論から出発しなが

ら，主格（対格）言語が歴史的に能格言語から発生したと論じて，言語類型問に発

展段階の相違のあること，したがって能格言語類型が普遍的な意味をもつことを

主張したといわれる．そのことによって彼は「原始の思惟の諸特徴の根底にあり，

文の能格構造の原初の意味的基盤を決定すること，すなわち能格言語のく観念的

内容＞を明らかにすることを目差した」［DS　l2］という．

　メシチャニーノフは，30年代から類型学をテーマにする多くの研究を行ったと

いわれるが，1934年に科学アカデミーにおいて彼が行った演説［DS　l5］77の中で，

「はじめて能格構文を段階理論に属する現象であるとする解釈が提示され・主格

構文をもつ言語に能格構文の形式的残澤が保存されているという考察が述べられ

た」という［DS　l5］．これはあとで述べるように，随伴事象の存在と，その類型学

的発展における意義についての最初の指摘であったと考えられる．

　対格言語と能格言語という類型が歴史的な産物にすぎないとすれば，対格言語

は果たして能格言語から発達したのか，それとももっと違った類型から発達したの

か，という問題が生じてくる．これはかなり長い歴史的なスパンに属する現象で

あるから，その研究には，とりわけ印欧語比較言語学の成果の利用が必要になっ

てくる．

　§30　他方対格言語は，一つの歴史的必然として，その前段階に能格言語を前

提としなければならないかが問題になってきたというのも，当然のこととしてう

なずける［DS32］．デスニツカヤ自身の回想によれば，このような雰囲気の中で彼

女は博士論文「印欧諸語における直接補語のカテゴリーの発達」78を書き，対格お

よび他動詞という範疇そのものも，比較的後代の発達にかかるものであることを

論証した．彼女によれば，このことは，印欧語が能格言語から発達したとする説

が否定される契機になった．そして「印欧語のようなタイプの主格言語類型と，
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たとえばコーカサスのヤペテ諸語に代表される能格言語類型とは，主語・目的語

関係の形成の仕方が異なっている」ことが明らかになってきたという．

　これと関連してブブリフ（By6pHx，丑M疏TpH最Bπa即MHp・B四1890・1949）は，フィン・

ウゴール諸語の研究から「話者にとって大切なのは，行為者や行為の直接目的と

いうカテゴリーではなく，行為の状況の中心となる対象のカテゴリーであり，し

かも行為の状況の中心としての対象は，なによりも行為の直接目的語であり，行

為の直接目的語の存在しない（とき，言い換えれば），行為が自動詞的な性格をもつ

ときにのみ，行為者となる」と述べ，このような言語類型が対格言語類型あるい

は能格言語類型より古い言語類型であるとして，「絶対言語類型」abs・1ute　structure

と名づけたという［DS33－34］79．

　以上のような研究の発展の結果，40年代には能格言語類型が常に対格言語類型

に歴史的に先行するものであることが否定され，両者とも，のちに活格言語類型

と呼ばれるようになったものから，平行的に発展したものであることが漸次明ら

かになってきたという［DS34］80．

　しかし，グフマン（ryxMaH，MHpPaM・HceeBHal904－1989）は，メシチャニーノフの

研究は「理念的に分析の手続きにおいて，論理的概念的なレヴェル，意味的なレ

ヴェル，統語的なレヴェルを十分明確に区別することを可能にする，比較的少数

の文法的・統語的単位に基づいてはいたが，彼の論文には必ずしもつねに一貫して

この区別が行われていたわけではない」とし，そのような単位として，1）論理的

概念的レヴェルの単位，主体・陳述・対象，2）意味的なレヴェル，行為者＆gens（人

物／非人物，活動体／不活動体）・相（行為／状態，遠心性／求心性，他動性／自動性）・

受容者patiens，3）統語のレヴェル，主語・述語・補語，を挙げている［GI152－153］．

　40年代になると，このことはさらにはっきりとした形をとるようになる．たと

えばカツネリソンは，「類型学的な親近性がさまざまな類型学的な分類の基礎に

なるのと同じように，資料の親近性は，それが十分に広い現象に拡がっているな

らば，系統的分類の基礎になる」といっている［KTI23］81．ここで彼が「資料の親

近性」といっているのは，すでに言語学では常識になっているところの，比較言

語学における「同系性」を意味している．したがってこれは類型学と比較文法が，

原理的に異なるものであることを，認めるものであったが，それと同時に，類型

学の研究において，言語の類型を多くのレヴェルをもった構造体であるとみるこ

と，それぞれのレヴェルの現象の間にどのような階層関係があるかを研究するこ

と，この階層関係に基づいて各々の現象がもっている依存関係を明らかにするこ

と，などを軸とする，体系的，構造主義的なアプローチを目差そうとする動きが，
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はっきりしてきた．またこのような動きと平行して，変化しつつあるものとして，

また固有の歴史を体験しつつあるものとして，言語の体系をとらえようという，

歴史的，あるいは通時的なアプローチも明らかであった．このような共時的，構

造主義的な原理と，通時的，歴史的な原理が，類型学の研究に導入されたことは，

現在みられるような類型学研究を準備するものであったと，いうことができる．

　§31　ここでとくに触れておかなければならないのは，グフマンが，カツネリ

ソンの「内容的類型学」が，クリモフの目差しているものに対して否定的である，

と述べていることである．

　グフマンはカツネリソンについて，「メシチャニーノフの諸論文において考察

の対象となっているのは・言語類型の全体を構造化する諸特徴・座標であるが，

カツネリソンの注意は個々の言語的・思惟的カテゴリーの再構成に向けられ，言

語の全体としての類型学的分類のすべての試みに，激しく否定的な態度をもって

いる」と述べ［GI．153］，カツネリソンが従来の形態論的分類を批判して「いま述べ

たことは，もちろん古い形態論的分類にのみ，かかわるものではない．．．．．．これは

とくにたとえばマールの学説の支持者によってつくられてきた統語論的分類の変

種にもかかわっている．能格構文および主格構文（すなわち対格構文）を区別するこ

とは，疑いもなく，多くの統合的・形態的言語の現実に対応している．しかしこ

れらの構文を拡張して・そのすべての形式的および内容的契機を統一した，全体

的な言語構造を代表するものとすることは，統語論の「レヴェル」に，言語の形

態的分類という，誤った原理を生じさせるものである」［GI153－154］82といっている

箇所を引用して，「きわめて論争的ではあるが，非常にはっきりした態度である」

と否定的なニュアンスをもって評している．しかしカツネリソンのこの論文をみ

れば，彼はまた「一つの類型の言語を他の（類型の一1，Y．）言語から区別する特徴は，

すべての言語に共通の特徴と，個々の言語をその構造の＜一般的なもの＞とく個

別的なもの＞から区別する特徴が明らかにされるという条件においてのみ，十分

な明確さをもちうる」83ともいい，その根拠として「類型学は言語の一般的な構造

を考察する．類似あるいは相違といった孤立した特徴を問題にすることを避けて，

類型学は言語のすべての特徴をそのヒエラルキーのなかで考察する」ことが必要

であると考えているのである．

　したがって，カツネリソンの立場とクリモフの立場とは，究極的には，グフマ

ンがいっているように異なっているとは思われない．

　こうなってくると，それまでの類型学にみられる，孤立型言語，膠着型言語，
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屈折型言語というような，形態論に基づく形式的な特徴づけが，形態論の基礎に

ある形態素の意義および他の形態素の意義との間の関係を無視している，という

反省がされるようになったのも，自然の流れであると思われてくる．いうまでも

なく形態素は記号であり，「形式」すなわち「意味するもの」と「内容」すなわ

ち「意味されるもの」の結合したものである．この立場からみれば，それまで類

型学という名でひっくるめて考えられていたものの中に，主に形式だけを扱うも

のと，表現の形式と内容の関係を考えようとするものがあり，この二つを区別す

る必要があることが，意識されるようになってきた［KTI27・28］84．ジルムンスキー

（田HpMyHc翻，BMKT・p　MaKcHM・B四1891－1971）は1945年に発表された論文の中で，次

のようにいっている．

　　一般的にチュルク諸語と印欧諸語の間には，語彙の素材や構成要素の違いにもか

　かわらず，文法構造に大きな類型学的な類似がある．いわゆる膠着と屈折の対立は，

　この類似に反映されていない．それが本質的には思惟の反映としての言語の構造に

　触れるものではなく，むしろ構成にかかわる技術的な形式に関するものだからであ

　る85．

　クリモフはジルムンスキーのこの箇所を引用して次のようにいっている．

　　わが国の言語学者は，言語の体系的分析の諸原理によって，類型学研究の二つの

　種類，すなわち一方では言語の構造的な特徴を，言語によって伝えられる内容を捨

　象して研究する，純粋に形式的な類型学と，他方では言語の構造的な特徴を，言語

　的思考の領域に制約されたものとして研究する（まさにそのことによって後者の場合，言

　語形式へのアプローチが，その形式によって伝達される内容と関連して実現される），内容的

　（より正確には内容を指向した）類型学を，区別することができた［KTI25］．

　このように，形式的な類型学の意味については当時すでに疑いがもたれるよう

になってきたが，それにともなって言語の形式的な側面を支配している深層構造

と形式の関係，当時の言い方では「言語の（表現）技術の思想的根拠」［KTI33］86に

注意が向けられるようになった．その中から，すでに若干触れたように，主語・

目的語の関係の表現が，ほかのすべての関係を規定する基本的なものである，と

いう主張が現れてきた．たとえばリフチン（p卿TKH，AπeEcaH即naB涯・B四1900－1945）

は，次のように述べている．すなわち，「言語の文法的な核」には「中心的な関

係」があり，「それが核の内部，およびその外部におけるすべての他の関係を規定

している．われわれの考えるところでは，主語・目的語関係をそのようなものと

みなすべきである．これは何よりも社会的実践の現実の主体の，社会的実践の客

体に対する関係の，反映である．社会発展のおのおのの段階において，社会的主
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体の客体に対する関係は，主体相互の関係を規定し，これらの関係の意味づけを

規定し，同様にして客体とその関係の理解を規定する。したがって文における主

語・目的語関係は，すべての他の関係にとって中枢的で決定的なものである．こ

のためにこの関係は，われわれにとって基本的な基準になるのである」［KTI34］87．

　この主張は主語・目的語関係を階層構造の頂点に据えようとするものである．こ

のことによって，この関係を軸にして内容的類型学を構築することが，ここで理

論づけられることになった．また，この新しい類型学は，それまでの類型学が言

語を主として語の形態の面に基づいて分類していたのに対し，統語論のレヴェル

を中軸に据えるという点でも，質的に新しいものであったということができる．た

とえばヤコヴレフ（HK。BπeB，HHmπ巌Φe・φaH。B四18g2－1974）は，「現実と思想は，言

語において文の形によってのみ，表現できる．したがって統語論はあらゆる他の

文法的な要素の存在の本来の意味が解明されるところの，文法の部分である」［KTI

44］88と述べているのである．

　序にいえば，このような統語論のレヴェルを基本に据えるという考えは，ロシ

アの類型学研究においては，未だ理念的な領域にとどまっていたと考えられる．

あとにみるように，欧米および日本における類型学の研究においては，統語論的

なレヴェルでの類型間の相異が，より明確な形で明らかにされつつあり，またコ

ミュニケーションのレヴェルの問題も，研究の対象になりつつあると思われるが，

ここでは単に事実の指摘にとどめておく．

　§32以上のような研究の進展の中で，多くの非印欧語に関する研究が行われ

るようになった．その中で能格言語類型に属する言語が漸次明らかになってきた．

たとえばコーカサスの諸言語については，次のようなものがあるとされる89．

　1）イベリア・コーカサス語族の北西に位置し，西コーカサス諸語といわれるアブ

　ハズ・アドィゲ諸語（アブハズ・チェルケス諸語ともいう）．これには次のものがあると

　いう．

　　a）アブハズ諸語．アブハズ語（これには北のブズィブ方言と南のアブジュイまたはカ

　　　ドル方言があるという．1951年まではグルジア語の文字によって書写されていたが，そ

　　　れ以降キリル文字が用いられるようになった），アバザ語（キリル文字を使用）がこれに

　　　属するという．

　　b）チェルケス諸語．これにはアドィゲ語（キャフ語あるいは低地チェルケス語ともい

　　　われるという），カバルディン語（高地チェルケス語ともいわれる）のほか，ウビフ語

　　　（帝制時代にこの言葉を話す人々はトルコに移住したという）などが属している．
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　2）南に位置し，南コーカサス諸語といわれる，カルトヴェリ諸語．これには次のよ

　うなものが属する．

　　a）ザン諸語（またはメグレル・チャン諸語ともいわれる）．メグレル語，チャン語（ラ

　　　ス語）がこれに属する．

　　b）カルトヴェリ（イベリア）諸語．グルジア語とその下位方言．ヘブスル方言，カ

　　　ルタリイ方言，イメレチン方言，グリイ方言がこれに属する．

　　c）スヴァン語．

　3）ナフ諸語（ヴェィナフ諸語，バツビー・キスチン諸語ともいう）．チェチェン語，イン

　グーシュ語，バツビー語（バッ語ともいわれる）などを含む．これは対格言語への一定

　の傾向をみせているという［KP81］

　4）ダゲスタン諸語．

　　a）アヴァール・アンディ・ツェス諸語．アヴァール語，アンディ語，ボトリフ語，

　　　ガドベリ語，カラチン語，アフヴァフ語，バグラリ語，ティンディ語，チャマ

　　　ル語，ツェス（またはディド）語，フヴァルシン語，ギヌフ語，ベジェティン（カ

　　　プテイン）語，グンジブ語など．

　　b）ダルギン（またはダルグワ）語．

　　c）ラク（またはカズィ・クムフ）語．

　　d）レズギ諸語．レズギ語，タバサラン語，アグル語，ルトゥル語，ツァフル（ま

　　　たはツァフ）語，クルィズ（またはジェク）語，ブドゥフ語，ヒナルグ語，アルチン

　　　語，ウディン語など．

　そのほか，「古アジア諸語」といわれるものの研究も，盛んに行われた．古アジ

ア諸語というのは，系統的には必ずしも同じではないが，シベリア北部および北

西部に分布し，この地方の先住民であったと考えられる，少数民族の諸言語であ

る．これは系統的には四つの語族と一つの孤立した言語を含んでいるといわれる．

すなわち，

　1）チュクチ・カムチャツカ語族（チュクチ語，コリャク語，ケレク語，アリュトル語，イ

　テリメン語など）．このうちイテリメン語を除いてgo，他の言語は能格言語類型に属

　するという［KP81－82］．

　2）エスキモー・アレウト語族（エスキモー語，アレウト語）．これらの言語の性格は，記

　述の方法がまちまちなのではっきりしないが，能格類型が支配的で，それに対格あ

　るいは活格類型の要素が加わっていると，クリモフは述べている［KP82］．

　3）ユカギル・チュヴァン語族（ユカギル語，死語になったチュヴァン語）．

　4）エニセイ語族（ケツト語，死語になったコツト語，アリン語，アサン語など）．
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　5）ニヴフ（ギリヤーク）語などである．

シナ・チベット語族に属するチベット・ビルマ語派の多くの言語も，能格言語に

属するが，チベット語および死語となった西夏語は対格言語的な性格が強いとい

う．また多くのパプアの言語およびオーストラリアの言語も能格言語であるとい

う［KP81］。

　ポリネシアの言語も，純粋に能格的であるといえるのは，ニウエワ語だけであ

るが，一般に能格的であるという．

　クリモフによれば，以上のようなもののほか，能格言語の属するものとしては，

たとえばピレネー地方のバスク語（この言語は対格言語への一定の傾きをみせていると

いう［KP81］），パキスタンの北西の山中に分布するブルシャスキ語，北米インディ

アンのネズ・パース語，チヌーク・チムシャン語族，アルゴンキン・リトワ語族，

中央アメリカのユート・アステック諸語および対格言語的性格もすでに顕著にみ

られるマヤ・キチェ諸語，南米のタカナ・パノ諸語91の多くの言語も，能格言語

に属するという［KP82］．さらにすでに死語になっている古代エジプトの言語，同

じく死語であるウラルトの言語なども能格言語に属するものとして，学界に知ら

れ，利用されるようになった．

　これらの研究によって，文法カテゴリーや体系の全体について印欧語的な先入

観の克服が行われるようになった．たとえばすでに述べたように，革命前にコー

カサスの諸言語の科学的な研究の基礎を築いたウスラルは，ナフ・ダゲスタン諸

語を研究して，そのカテゴリーの立て方，動詞の構造や文の構造が特異であるこ

とを強調して，これに印欧諸語のモデルをあてはめることが危険であると，述べ

ているという［KTI10］．ここからウスラルは，チェチェン語，アヴァール語などの

事実に基づいて，のちに能格構文受動説と呼ばれるようになった理論を唱えるよ

うになったのである．

　§33能格ergative　caseというのは，行為者を表す特別の格である．ergativeとい

う名をはじめて用いたのは，ディール（Dirr，Ad・lfl867－1930）であるといわれる．ア

ブドゥラーエフ（A6耶涯πaeB，3aHHp　FacaHK・B四）は，ディールがコーカサス諸語の動

詞を考察して「この問題はきわめて複雑であり，私はこの問題を解決できないこ

とを認めなければならない．受動構文という代わりに，私はつねに能格構文（論理

主語が能格に立つ），情緒構文a飾ctive　c・nstructi・n（論理主語が与格あるいは情緒格に立

っ．。．＿．），主格構文（論理主語が主格に立っ）という表現を用いよう」と述べている
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ことを引用して，「《能格》および《能格構文》という用語は，ディールのこの労

作が世に出た後，コーカサス学にしっかりと根づき，時とともに全世界の言語学

の継承するところとなった」と述べている92．能格をもっている言語は，意味的

に他動を表す動詞の意味上の主語を表すにあたって，これを用いている．

　これに対して意味的に状態を表したり，または自動詞で表されるような行為を示

す動詞の意味上の主語は，能格とは違った絶対格abs・lute　caseといわれる格によっ

て示される．この格は形の上で，何も特徴をたない，無徴unmarked，merkma皿・s

な格である．しかし能格言語の特徴は，この同じ絶対格が，能格で表される主語

をもつ，意味上の他動詞の目的語としても用いられるというところにある．たと

えば古アジア諸語に属しているチュクチの言語では，K朋B・πu崩Bb正pKbm（kljaw。1

6ejwerkan）「人が歩く」，K・paH’LI　HeHBLlpKLIH（k。ran，∂乙ejw∂rkgn）「鹿が歩く」に対し

てK朋B・∬H　K・paH’b・Tb・MblpKb・H∂H（kljaw・1ja　k・ran，∂tem∂rk∂nen）「人が鹿を殺した」

のようになる．ここでkUaw・1「人」とk・ran’∂「鹿」は絶対格であるが，kUaw・恥は

「人」の能格である．したがって絶対格k。ran’a「鹿」はこejw∂rk∂n「歩く」の主語で

あると同時に，t∂mgrk∂nen「殺した」の目的語になっているのである．

　コーカサスのダルギン語は，人と人以外のものという対立をもっているが，この

ばあいにも，人以外のクラスに属するものは，自動詞の主語にも，また他動詞の

目的語にもなることができるという．ただし人のクラスのばあいには，意味的に自

動詞であっても，主語に立つときには能格になるようである．たとえばa鵬M別πH

Ba皿ap（adam？’ili　va∫紅）「人が歩く」，BapTKeπ6a皿ap（vartkel　ba∫ar）「鹿が歩く」に

対して「人が鹿を殺した」の場合にはaAaM』H逝BapTEeπxa6y皿M6（adam？・ijv麟kel

xabu∫ib）となるという．ここでv一可a－r，b－a∫a－rの一rは絶対格構文の三人称の接辞，

v一は男性（人間）のクラスの接辞，またb一は人以外のクラスの接辞である．これ

に対してxa－b－u∬一bの最後の一bは能格構文の三人称の接辞であり，語根の間の一b一

は，目的語に人以外のクラスの名詞が立つときに用いられる接辞である．このば

あいにも，やはり絶対格のvartkel「鹿」は自動詞的な一a∫a一「歩く」の主語である

と同時に，他動詞的なxa－u∫i一「殺す」の目的語になっているのである［MG97－98］．

　§34　ヨーロッパおよびアメリカにおいても，近年，とくに1970年代以降，い

わゆる能格言語にっいての研究がさまざまに行われてきている．日本においても，

たとえば1979年に，橋本萬太郎は「言語の類型論というと，体系作業としては自

然言語の分類，個々の言語にっいてはその類型特徴の設定に主要な関心があるか

のように誤解されることがある．そのような関心は，じつは前世紀，前々世紀の
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ものである．現代の言語類型論の課題は，共時的には個々の言語の類型構造を全

体的に把握することによって，その言語の構造の各部分がいかにあり，一歩すす

んでなにゆえそうあるかを予告的に解明することにある．通時的には各種の言語

の類型構造の発展原理をみることによって，一方では人間の言語のあり方にたい

する一般理論に寄与するとともに，他方ではその観察・分析をとおして個々の言

語の共時相のあり方にかんするいかにとなにゆえにとをあきらかにする点にある．

つまり，言語研究の一番根本に関係しているのである」93と書いている．この論文

を載せた『月刊言語』は，1982年に「言語類型論の新展開」という特集を組み，

これに柴谷方良「言語類型論の展開」，橋本萬太郎「言語音型の構造類型」，影山

太郎「語彙構造の類型論」，小泉保「能格性一能格言語と対格言語」を収めてい

る94．さらに日本言語学会の紀要である『言語研究』は1986年にシンポジウム「能

格性をめぐって」という特集を組み，これに柴谷方良「能格性をめぐる諸問題」，

宮岡伯人「エスキモー語の能格性」，長野泰彦「チベット・ビルマ系諸語における

能格現象をめぐって」，角田太作「能格言語と対格言語におけるトピック性」，松

本克己「能格性に関する若干の普遍特性一シンポジウム「能格性をめぐって」を

締めくくるために」の諸論文が収められている．

　クリモフの内容類型学に沿ってさきに述べた，能格言語類型の説明は，欧米お

よび日本においては，主語（s）と動作主（浸）および対象（功との関係のあり方によっ

て示されている．柴谷方良の説明によれば，これは次のようになる．

　　伝統的には能格構文とは，他動詞構文の目的語が自動詞構文と同一の格標示（通常

　はunmarkedなゼロ標示）を受け，他動詞構文の主語がこれらと違った特別な格，つま

　り能格標示を受ける構文である，と性格づけされ，そのような構文をもつ言語を能

　格言語と呼んで来た．しかし，この伝統的な性格づけには，主語・目的語という概

　念があたかも自明なもののように含まれているが，能格言語においてこそこれらの

　概念が問題となるのであって，対格言語における構文理解の投射なしでは成り立た

　ない性格づけである．このようなことから，近年では主語・目的語という概念をそ

　のまま使うことなく，より意昧的な概念Agent（動作主）及びPatient（対象）を用い，他

　動詞構文におけるこれらのうちのどちらが自動詞構文の名詞句と同一の標示を受け

　るのか，という観点から能格型格標示及び対格型格標示というものを規定しようと

　いう動きが起こった．自動詞構文に起こる一つの名詞句は意味的に動作主の場合も

　あり，また対象の場合もあり，この位置においてはA（gent）とP（atient）の対立が中和

　されたものとなり，意味的違いを超越した統語的要素，「主語S（ubject）」というカテ

　ゴリーが形成されていると考えることが出来る95．

このような規定の仕方によれば，能格言語類型は，動作主が能格という有徴的
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な格形をとって他のものと異なる扱いを受けるのに対し，自動詞の意味上の主語

と他動詞の意味上の目的語が同じ格形になって，同じように取り扱われるから，

s；P≠みとなる．これに対し対格言語類型においては，他動詞構文における行為

主体は，自動詞構文の主語と同じ形式をもって表され，通常有徴的な意味上の目

的語とは異なった扱いを受けるから，s＝且≠Pの形をとることになる．

　このような規定の仕方は，クリモフの規定の仕方よりも形式的であって，より

明確なものであるといえよう．しかし「動作主」，「対象」，「主語」といった用語

は，論理的とはいえ，内容にかかわるものであるから，もっと形式性の強い説明

があれば，その方がよいといえる．ディクソン（D五x・n，R・bert　M，W．1939一）が，Pの

代わりに0を用いて，S，A，0をそれぞれ「自動詞の主語」intransitive　subject，

「他動詞の主語」transitive　subject，「他動詞の目的語」transitive・bjectとしているの

は，このためであるように思われる96．

　いずれにもせよ，このような規定によって，能格という概念が，名詞の形式に

限定されるものでないことが，明確になったと思われる．柴谷方良は，続けて次

のように述べている．

　以上のように，Pを除外してθとAを同一に取り扱う状況を対格パターン，そ

してAを除外して5とPを同一に取り扱う状況を能格パターンというふうに理解

することが可能となる．またこのように考えると，sとAの同一取り扱い及び5と

Pの同一取り扱いという状況が格標示だけに限られる必要が無くなる．つまり，格

標示の形式だけを他の文法形式と区別して対格型・能格型という根拠はなく，一致

その他の文法形式に対しても対格的か能格的かという問い方が可能であるというこ

とである．このことから，格標示から離れた領域においてもθと且が同一に取り

扱われるか，SとPが同一に取り扱われるかというように，文法形式全般に対し

て，対格型現象・能格型現象という概念が適用されるわけである．ここに，格標示

を超越したレベルでの能格悸（E・gativi取）というより抽象的な概念が生まれるのであ

る．日本語の訳語としては能格性と「格」という概念を含んだものになってしまう

が，Ergativityという概念は，Aが除外され，8とPとが同一に取り扱われている現

象，つまりSとPのグルーピングを広く一般的に指すのである．それに対し，対

格性（Accusat財町）は，Pを除外し，SとAが共通して対象になっている現象を指す

のである97．

　§35　しかしながらこのような形式的規定によれば，能格言語類型とあとに述

べる活格言語類型が同じ形式によって表されることになり，区別がつけられない．

いま議論を能格言語類型に限ることにすれば，能格は行為の積極的な主体を表す
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から，これは同時に対格言語の具格に相当する機能をももっことになる、また行

為の行われる「場」の表現として，対格言語の与格に相当する機能をももっこと

ができた．少なくともクリモフはそう考えている［KP　lO840g］．ここから彼は対格

言語の与格並びに具格に相当する「間接目的語」01を考え，ディクソンの図式に

修正を加えている［KP112413］．すなわち，能格言語においてはSと0とが「融

合」syncretismしているのと同様に，Aと01も融合しているのである．

　　　　　　　　　　　　　。4十〇1　　S十〇

　　　　　　　　　　　　　能格　　絶対格

　そうとすれば，対格言語に移行することによって，主語が必ずしも行為者を表

さないようになれば，o、は主語と同じ形式をもつことができなくなる．具格と与

格の機能が分離するのである［KP　ll3］．すなわち，

　　　　　　　　　　　与格，具格　　01
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能格
　　　　　　　　　　　主格　隠
　　　　　　　　　　　対格　。1絶対格

　それと同時に，対格言語に移行すれば，主語と目的語の関係が明確になるか

ら，この関係が投影されると，この格が単に行為の行われる「場」を表すのではな

く，いわゆる「主語を表す与格」dativus　subiectivusと「目的語を表す与格」dativus

・biectivusの機能を獲得するようになる．そうすれば，この格の具格にあたる機能

と，与格にあたる機能とが分離せざるをえなくなってくる．

　同様のことは，属格についてもいうことができる．クリロヴィッチ（Kryl。wicz，Jerzy

1895－1978）やバンヴニスト（Benvenist，Emile1902－1976）は属格が主格と対格の一種の「転

位」transpositionであるとしているという［Kp　IO8］．いわゆるgenitivussubiectivusと

genitivus・bieclivusである．そうとすれば，これも対格言語の主語・目的語関係の

存在を前提としなければ，存在しえないものである．あとに述べる活格言語類型，

および能格言語類型に属格が存在せず，接辞によって所属を示していたことは，

この格がこれらの言語類型となじまないものであったことを示している．もしそ

うとすれば，これらの格は決して言語に普遍的なものではなく，対格言語類型に

特有な，包含事象であるということにならざるをえないであろう98．

　ゾンマーフェルト（S・mmerfdt，A．）も属格に関して「属格は普遍的な文法的カテゴ

リーではない．そう考えるのは，世界の言語をインド・ヨーロッパ諸語の目でみ

ることを意味している」といっているという匡P47］99．活格言語のばあいには，
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のちにデスニツカヤの所説にみるように，絶対格は動詞に密接な関係をもつもの

を表すにすぎないから（§180参照），次のように表せるという［KP　ll3］．

　　　　　　　　　　　　A十S　　3十〇十〇1
　　　　　　　　　　　　　生物　　　無生物

　ここでεが生物にも，また無生物にも現れていることについては，「要素sが

活格の体系を規定する意昧的な役割の両方に含まれているのは，自動的な行為が，

ある場合には活性に，またある場合には不活性に現れるという，上述の事情によ

る（したがってこの要素は，S1とS2とに分けるべきかもしれない）」［KP　ll4］としている．

　もしそうとすれば，このような図式を採用することによって，活格言語と能格

言語もまた，形式的に区別することができることになろう．

　§36　さきにロシアの類型学の発展について述べた際，内容的類型学は統語論に

基礎をおくものではあるが，しかしそれは未だ多分に理念的なものにとどまって

いたと述べた．欧米および日本においては，統語論のレヴェルにおける類型学的考

察は，ロシアにおけるものに較べて，より具体的，より精密なものとなっている

ように思われる．私見にすぎないが，その中でも最も重要であると思われるのは，

いわゆる統語的ピボットsyntactic　piv・tという概念である100．この概念は，いわゆ

る同一名詞句の削除，再帰化，関係節化などの統語的な手続きと密接に関連し，

これを制御する中枢的な役割を担うものと思われるが，対格言語がこの手続きに

関してSとAとを同じように取り扱い，0（P）を別に取り扱う，いわゆるS／Aピ

ボットをもつのに対して，能格言語はs／Pピボットをもつ，というのである，

　たとえば，角田の例に従えば，英語の等位構文のばあい，

　　　α　Nancy（S）went　and［Nancy（A）］slapped　Diana（P）．

　　　δ．Nancy（scriptsie／1）slapped　D玉ana（P）and［Nancy（S）］wen電awa弘

において，後続の節および先行の節のNancyは，且とSまたは5とAとである

が，後続の節のNancyが省略できるのは英語がS＝Aの型で省略を行うからであ

る．これに対し，

　　　c．＊Nancy（S）went　and　Gharles（A）kicked［Nancy（P）］．

の場合は，N＆ncyがそれぞれsとPであるために，非文法的な文になる．これを

避けるためには後続の節を受動形にすればよい．

　　　紘　Nancy（S）went　and［Nancy（己一S）］was　kicked　by　Charles，

　これは受動構文の場合，述語動詞は自動詞と同等のものとされ，したがって「意
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味的な」主語はθとなって，A＝s≠Pに抵触しなくなるからである．なおここで

♂Sとされているのは，派生的なS（derived　S）の意味である．

　これに対して，能格型の言語であるオーストラリア東北部のワロゴ語では，次

のような現象がみられるという．

　　　e．pama十¢yani十φwarmgu十ngku［pama十の］palka十lku．

　　　　「男・絶対格　行く・過／現　女・能格［男・絶対格］殴る・目的」二「男（s）

　　　　が行って，女（A）がその男（P）を殴った．」

　　　　（動詞の目的形は，従文において目的，結果，次に起こった動作などを示すという．）

　　　∫warmgu十ngku　pama十φpalka十n［pama十φ］yani十yaL

　　　　「女・能格（A）男・絶対格（P）殴る・過／現　［男・絶対格（s）］行く＋目

　　　　的」ニ「女（A）が男（P）を殴って，その男（s）が行った．」

　明らかなように，この言語はs＝P≠Aで，s／Pピボットをもつ．逆に対格言語

で文法的なS＝A型の削除は，非文法的なものとなる．たとえば，

　　9，＊pama十φyani十φ［pama十ngku］warmgu十φpalka十lku．

　　　　「＊男・絶対格　行く・過／現　［男・能格］女・絶対格　殴る・目的」＝「男（s）

　　　　が行って，男（A）が女（P）を殴った。」

　この非文法性を避けるためには，いわゆる「逆受身jantipassiveの文にする必要

がある．逆受身というのは・対格言語において無徴的な能動形の述語から派生し

た形式を用いて，受動の構文がつくられ，対格が主格（P→s）に変換されるのと

同じように，無徴的な他動詞（能格動詞）から派生した形式によって，能格が絶対

格に変換される（A→s）ものである．

　　ん　pama十φyani十φ［pama十φ］warmgu十wu　pa止a十kaH十ya1．

　　　　「男・絶対格　行く・過／現　［男・絶対格］女・与格　殴る・逆受身・目的」

　　　　＝「男（S）が行って（男（d－S）が）女（与格）を殴った．」101

　しかしクリモフは「逆受け身」という概念を導入することに批判的である．彼

はこれに関してたとえば次のようにいう．

　　　．．時に専門の文献に能格言語に特徴的な文型としていわゆる逆受け身構文につ

　いて言及される．このようなアプローチは能格性を特徴づける性質を無原則的に増

　やすことを意味する．このばあい，能格構文と並んで，一連の能格言語に随伴事象

　として存在する，可変動詞di仔used　verbsあるいはIabne　verbsという，非生産的なク

　ラスによってっくられるところの，絶対構文とおなじものが考えられているからで

　ある［KP102］．

　すなわち，クリモフはこれを活格言語段階の名残と考えているのである．仮に
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逆受け身を認めるとすれば，これは受動構文のように能格構文からつくられるも

のとなるから，相のカテゴリーであるといわなければならないが，もしこれを相

のカテゴリーとするならば，この構文がどのような機能をもつかが問われなけれ

ばならないであろう．しかしこれが受動を意味するものではありえないこともす

でに明白である．他方これが意味上の主語の削除を可能にするためだけに存在す

ると考えることはむずかしいと思われる．クリモフの批判はこの点で妥当すると

いえるが，しかし逆にクリモフの見解が正しいとすれば，この構文に用いられる

動詞には，一定の制限がなければなるまい．この点の確認は現在のところ未だ充

分にはなされていないように思われる（§52参照）．

　§37　いずれにせよ，この概念が重要なのは，格の組織においては能格言語の

規範を満たしている言語がすべて，統語的現象に関しても能格的であるとはかぎ

らないこと，したがって形態論と統語論の両面から類型についての判断を行う必

要があることなどが，次第に明らかにされてきつつある点にあると思われる．

　たとえばコムリー（G・mhe，Bemard1947一）によれば，東北コーカサスのヒナルグ語

においては，名詞の格組織も，また動詞の文法的一致についても，能格的である．

たとえば，

　　αLig主ldsecax一φ一q’igoma，

　　　「男・絶対格　黙っている・男性」＝「その男は黙っている．」

　　b・Xi丘imk，1r　sacax－z－q，iqoma，

　　　「女・絶対格　黙っている・女性」＝「その女は黙っている．」

に対して，

　　α　B勾一iきi　t主一¢一k，i、

　　　「父・能格　息子・絶対格　起こす・男性」＝「父が息子を起こす．」

　　紘　B壬j－i　ri菖i　t圭一z－k，i．

　　　「父・能格　娘・絶対格　起こす・女性」二「父が娘を起こす．」

のように，述語は絶対格と文法的な一致をしている．

　しかし主動詞に依存する「不定形動詞」のばあい，もしその意味上の主語が主

動詞の意味上の主語と一致しないときには，「不定形動詞」の種類にしたがって能

格あるいは絶対格に立っ名詞の存在が必要になる．たとえば，

　　ε，As壬r　gada　to乙kwi　jukwathma．

　　　「私・与格　男の子・絶対格　起きる　欲する」二「私はその子が起きてほしい
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　　　と思う．」

　　∫As　jukwathma　hini　ph甑q，izi，

　　　「私・与格　欲する　彼女・能格　パン・絶対格　焼く」＝「私は彼女がパンを

　　　焼いてほしいと思う．」

　ここでa討と麗は一人称単数の与格の異形であり，また「欲する」は与格を意

味上の主語とするとのことである（クリモフのいう，verba　afectuumにあたる可能性があ

る）．

　英語の場合，全く同様のことが起こる．たとえば，

　　9，John　wants　to　come．

　　んJohn　wants　B皿to　come．

　ここからコムリーはこの言語は，この種の構文に関して対格的であるとしてい
る102．

　§38コムリーはさらに徹底した能格性を示すものとして，ディクソン以来日本

においてもしばしば引用されるディルバル語を挙げ，結論として次のようにいう．

　　考慮しなければならない一つの要因は，言語が（ヒナノレグ語）のように，純粋に形態

　論的な能格言語と，（ディルバル語のように）（形態論的に能格であると同時に）統語論的に

　一貫した能格言語とに，きれいに分かれるのではないということである．多くの言

　語は中間的な位置を占め，ある統語的現象は主・対格に基づき，他の現象は能格・

　絶対格に基づいていて，その結果，世界の能格言語は全体として純粋に形態論的な

　能格性から＿．．．統語的能格性まで，一っの連続体をなしている103。

　このことと関連して興味深いことは，語彙のレヴェルにおいては，たとえば英

語のように典型的な対格言語であると思われているものでも，能格的性格が強いと

いうことである．たとえばbird－chirping「鳥のさえずり」のように，自動詞からつ

くられるものは，「鳥」が意味上の主語になるが（S），bird・watching「鳥の観察」の

ように，他動詞からっくられる場合は「鳥」は意味上の目的語と考えられる（p）104．

　いずれにしても，レヴェルによって能格性と対格性の現れ方に違いがあること

が明らかになってきたことは，大きな理論的成果であろう105．しかし一方欧米あ

るいは日本における能格性の取り扱いは，主として丑，Pおよびsの関係のあり

方という，形式的なクリテリアに基づいて定義されているから，クリモフのいう

能格言語類型と活格言謡類型の区別ができない．両者ともこれら三つの関係が同

じだからである．これを区別するためには動詞の意味の分類，あるいはこれと相

関する名詞の性の分類原理，格の体系のあり方などを考える必要があろう（§35，
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§180参照）．またこれと関連することであるが，欧米並びに日本の類型学研究は，

ロシアのものに比べて，現象間の関係にっいて論じることが未だ少ないように思

われる．

　このことはクリモフの批判の対象となるところでもある．彼はコムリーの所説

に対して次のように述べている［KP67］．

　　コムリーの研究に関していえば，そこには類型学における個別的体系的なアプロー

　チ，およびまた一連の問題の形式的な取り扱いへの志向が感じられる（たとえば主格

　性（」．e．対格性）と能格性の相互関係の彼の解釈，いわゆる逆受け身構文の措定など）．著者が

　言語類型という，ある種の構成物をつくることを拒否しているまさにそのことが，

　主格言語と能格言語の対立について，同一の言語の中のある現象は能格的な基礎の

　上に，また他の現象は主格的な基礎の上に働いているという，著しく誤った結論に

　導いたのである．

　クリモフは言語類型を，主語・述語・目的語関係をヒエラルキーの頂点とし，言

語の各レヴェルがこれに基づいて構造化されているものとしてとらえているから，

個別言語の類型への帰属は一意的に決定される．コムリーの学説への批判は，正

確にはこの点に関してなされるべきであり，またクリモフ自身もそうしていると

思われるが，しかしながら，そのことと言語のレヴェルによって，あるいは「能

格的」傾向をもっ現象を示したり，あるいは「活格的」または「対格的」傾向を

もつ現象を示したりすることとは，おのずから別のこととせねばならないであろ

う．このことが，いわゆるsplit　ergativilyの問題，言語類型の発展的な変化の問題

と，理論的に密接に関連していると考えられるからである．

　§39　ところでさきにみたようにダルギン語のばあいには，能格構文で意味上

の目的語を表す接辞と主語を表す接辞とが，動詞に附加されている．このような

ばあい，能格言語に共通の特徴として，目的語を表す指標が主語を表す指標より

も，前の位置にくることが多いことが挙げられる．たとえばイベリア・コーカサ

ス語族に属するアブハズ語のばあい，i－lagwaj㌻「それ（一i一）が粉になる」に対して

i－s－1agwaj㌻は「それ（一i一）を私が（一s一）粉にする」という意味になるという［KO　IO3］．

このばあい，能格構文で目的語を示す一i一が，絶対格構文では主語を表している

が，これは能格言語における能格と絶対格の用法に対応したものである．またク

リモフは，いま述べたダルギン語のように，接頭辞と接尾辞の両方を用いる言語

では，ふつう目的語を表す指標が接頭辞として，また主語を表す指標が接尾辞と

して用いられるというIKO102コ．
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　またたとえばナフ語，ダゲスタン語，ウラルト語のほか，イランの山岳地方に

分布するエラム語，インド北部，パキスタン，アフガニスタンの北東部に分布す

る，印欧語族のイラン語派に属しているダルド諸語などのように，目的語の指標

だけをもっている言語も存在するといわれる［Ko　g8］．

　これらのことから，能格言語のばあいには目的語の指標の方が優先的な重要性

をもっているのであって，主語の指標は，歴史的に後の時代になってから発達し

たものであると，考えることができる．たとえばアフガニスタンの北西部および

西部に分布する，イラン語派に属するプシトゥーの言語では，Kitab　mi　lw臨「本

（男性）を私は読んだ」，および肪t酊mi　lwast－ala「書付け（女性）を私は読んだ」から

明らかなように，動詞が目的語と性の一致を行っているのがみられる．これらの

イラン諸語は，基層の言語の影響によって，限定的にではあるが，能格構文を発

達させたと，考えられている［KOlO4］．

　§40このように能格をもつ言語のばあいには，動詞述語が主語とではなく，目

的語と文法的な一致を行うことが多いことのほかに，いくつかの共通の特徴がみ

られる．たとえば主語となる能格が，しばしば具格の機能（～によって）ももってい

ること，能動構文の目的語が，絶対格構文の主語と同じ形をしていることから，

対格をもっていないと考えられること，などである．前にも述べたように，ウス

ラルはこれらのことから能格構文は目的語を主語とする受動構文であり，これら

の言語には能動構文が欠けていると考えたという．

　このような考えは，われわれが日常よく知っている印欧諸語の立場から能格構文

を説明しようとするところに，その本質があったと思われる．印欧語族の言語は，

多くのばあい主語と目的語の関係を軸にした，いわゆる対格（主格）言語accusative

（n・血nadve）1angUage“こ属しており，英語やフランス語のように名詞，形容詞のよ

うないわゆる名詞類nominalsが格変化を失ってしまった言語を除いては，一般に

主格と対格は異なった形をもっている．また英語やフランス語にしても，主格と

対格（目的格）の形式的な区別はないにせよ，この二つは統語論のレヴェルではまっ

たく異なったはたらきと意味をもち，「異なった」格であるという意識ははっきり

している．この立場からみれば，自動詞の主語と他動詞の目的語とが同じ形をも

つ（したがって同じはたらきをもっ），同じ格であるというのは，とても信じられない

ことだったのである．

　ウスラルと同じように能格構文受動説の立場をとった学者には，トルベツコ

イ106，前にも述べたマールのほか，シュハルト（Schuchardt，Hug・1842－1927），ミュラー
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（Mmler，Friedrich　l834－1898）など，またインド・イラン学の分野ではガイガー（Geiger，

W且helm1856－1943）lo7，ヘルンレ（H。emle，August　FrederickR．ud。lf　l841－1918）lo8，グリーソ

ン（Grierson，GeorgeAbraham1851－1941）109などがいたといわれる［KO11－13］．またアメ

リカではマヤ語学者のセーラー（Seler，E，）110，アルゴンキン諸語の研究者ウーレン

ベック（UNenbeck，Christian　C・melius　l866－1951）111なども，一時期この立場をとったと

いわれる［KO1417］．

　たとえばマールは，古グルジア語のspasal飢一man顔ba廊kar－i「軍司令官（能格）・

集めた・軍勢（絶対格）」という文について，一manを通常の一sに終わる与格（英語では

間接目的の格にあたる）とは違った，特別の与格と考えた．そうすれば，「主格」（すな

わち絶対格）の一iをもつ名詞は，意味的には目的語であるが，形の上では主語とい

うことになる．そして彼は動詞のアオリストの接尾辞の一eと幹形成母音のa，iな

どを被動相を表すものだと，考えた．このように解釈すれば，この例文は「軍司

令官にとって，軍勢が集められた」ということになる．しかし能格が与格とは違っ

た格であること，動詞が「能動」の形であること，iとaが幹形成母音であり，e

が一・二人称アオリストの語尾であって，どちらも能動・受動（被動）といった相と

は関係がないこと，などによって，マールのこの説明は，正しいものではなかっ

たとされる［KO12－13］。

　§41　このような能格構文受動説というのは，能格構文を同じ言語の中にあって

これと相関関係をもっている絶対格構文と比較するのではなく，主格言語の受動

構文と比較したために生じたものと思われる．一方，研究が進み，言語資料が増

えてくるにつれて，能格構文のすべての意味上の主語を，通常道具，手段，行為

者などを表す具格と考えることができないことが，明らかになってきた．またそ

れまでは絶対格を主格と考えてきたが，これが正しいものかどうかについても，

疑いが生じてきた，たとえばフィルモア（FiHm。re，GharlesJ．1929一）は，この格が単に

無徴的であるにすぎない，と主張していた［KO15］112．これは絶対格が機能につい

てはまったく限定されていないということを，意味していた．

　そうしているうちに，ラク語や前に述べたダルギン語のように，動詞述語が意

味上の主語と意味上の目的語の両方と文法的一致を行う，能格構文をもつ言語があ

ることが，知られるようになった．対格言語では，受動構文の動詞述語は，主語，

すなわち意味上の目的語と文法的一致をするが，このことが，動詞述語が意味上

の目的語と文法的な一致をすることの多い能格構文を，受動構文であると考える，

一つの大きな根拠になっていた．だから動詞述語が，意味上の主語と意味上の目
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的語の両方と文法的に一致することになれば，このような根拠は崩れてしまうこ

とになる．さらにまた，たとえばプシトゥーの言語のように，現在形は主格構文

をとり，過去形，あるいはアオリストのばあいには能格構文をとるというように，

一っの言語の中に，主格構文と能格構文とがあり，たがいに使用される領域を分

け合っている言語があることも，明らかになってきた．いわゆるsplit　ergati・dtyで

ある113．

　たとえばグルジア語では，現在時称では文は対格言語のタイプ，アオリストで

は能格言語のタイプを示すという．

　　　　　　1）現在時称

　　　　　　　k7ac－ikal－s（φ一）k’1－av－s．

　　　　　　　男（絶対格）女（与格）第二系列三人称・殺す・第一

　　　　　　　系列三人称二「男が女を殺す．」

　　　　　　　k）ac－i　k，vd－eb－a．

　　　　　　　男（絶対格）死ぬ・第一系列三人称＝「男が死ぬ．」

　ここでは意味上の自動詞でも他動詞でも，意味上の主語に立つのは絶対格であ

り，この意味で明らかに絶対格は主格と同等である．

　　　　　　2）アオリスト

　　　　　　　k，ac－ma　kal－i　mo一（φ一）k，1－a．

　　　　　　　男（能格）女（絶対格）時称接辞・第二系列三人称・殺

　　　　　　　す・第一系列三人称；「男が女を殺した．」

　　　　　　　k，ac－i　mo－k，vd－a．

　　　　　　　男（絶対格）時称接辞・死ぬ・第一系列三人称＝「男

　　　　　　　が死んだ．」

　ここでは意味上の他動詞の目的語と，意味上の自動詞の主語とが，ともに絶対

格であり，意味上の他動詞の意味上の主語には，特別な能格が用いられている．

したがってこれは能格言語のタイプを示している114．

　このことから，能格構文を受動構文であると考えることはむずかしいという指

摘が，されるようになった．レベジェフ（漉6e八eB，K。HcTaHTHH　AπeKcaH即。BHq　lg20ウ

は，「（プシトゥーの言語の）乞arel凪aPM＜泣く＞のような動詞が現在形で能動，過

去形で受動の意味をもつとは思えない」といっている［KO　I5］115．

　フィンク（Finck，Franz　N虫・1aus　l867－1910）は能格構文を能動構文であると考えたと

いわれる［KOl7］116が，これも上に述べたような事情を背景にしてのことである
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と，思われる．しかし能動という観念は，これと相関関係にある受動という観念

があって，はじめて成り立つものである．能格言語のばあいには，「他動詞」を述

語とする構文では，このような対立あるいは選択の可能性がない．このことから

フィンクの考えは，やはり対格言語のものの観方を，拭うことができなかったと

いえる．

　このようないきさつを経て，やがてディールによっていわゆる中立説が唱えら

れるようになる［KO17］117．これは能動，受動という，相の対立に関して，能格構

文が中立である，言い換えれば，能格構文は能動でも受動でもない中立のもので

あるというのである．この中立説は，1930年代から40年代に唱えられ，この説を

とった学者も多いといわれる．たとえばトロンベッティ（Tr・mbetti，Alfred・1866－1929），

マルティネ（Martinet，Andr61908一）などのほか，ソヴエトではボカーレフ，ブィホフ

スカヤ（Bb、x。BC㎜，C．涯．），メシチャニーノフ，カツネリソン，ヤコヴレフ，チコ

バヴァ（qHK。6aBa，ApH。恥ACTeHaH。B四1898－1985）などがそうである［KOI9－22］．

　以上述べたように，能格構文と絶対格構文は対格言語にみられる現象に較べて

きわめて特殊なものであったから，研究者の注意は，どうしてもこれらの構文が

もっている意味の問題に向けられることが多かった．そのため，能格言語のもっ

ている格の体系の特殊性に関する研究は，ややもするとこゐ注意の外におかれる

傾向があった．このような事情の中でも，すでに述べたように，たとえばウスラ

ルは，チェチェン語，アヴァール語などの能格言語には対格が存在しないと主張

した［KO24－25］118．ポット（P・tt，AugustF亘edrich1802－1887）は能格および絶対格の両方

を，ともに主格と考えた［KO251119．これに対してミュラー，シュハルトなどは主

格も対格も存在しないと考えた［KO25］120．またウーレンベックは「行為者」agens

という格と「受容者」patiensという格がある，と主張した［KO25］121．このように

学者たちの考えは必ずしも一致してはいなかったが，それにもかかわらず，これ

らの説は，能格言語には対格言語とはまったく違った格の体系が存在する，とい

う認識に道を拓くものであったから，その意義はきわめて大きかったということ

ができる．

　クリモフによれば［KO26］，このような経過を経て，ディールがはじめて「他動

詞」の意味上の主語の形に「能格」ergativeという名を与え122，またタルビッツァ

（丁回bitzer，WmiamCarl　l873－1958）が「自動詞」の意味上の主語であり，「他動詞」の意

味上の目的語でもある語の形に，「絶対格」absoluteという名をつけた［KO26］123．

こういうようにして，能格言語が対格言語とはまったく異なる格の体系をもって

いることが，明らかになってきたのである．
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内容的類型学研究の進展　1，能格言語

　§42　これまで述べてきたような内容的類型学の理念の形成にともなって，それ

以前の研究も，新しい理念によって評価しなおされ，位置づけられ，そしてこの

理念からさらに新しい研究が行われるようになる．しかし研究の比較的早い段階

では，まず能格言語にみられる，さまざまの特殊な現象の発見と，その記述が必

要であった．その上でこれらの現象の意味づけが考えられることになるのである．

　ところでこの内容的類型学は，すでに述べたように，言語の現象を階層構造の

中に位置づけるが，研究が進展していくなかで，考察の対象となる現象の中には，

このような位置づけをすることができるもののほかに，一定の言語類型（たとえば

能格言語）にしばしばみられるにもかかわらず，論理的には階層構造の中に位置づ

けることのできないものがあることが，わかってきた．これら二つの種類の現象

のうち，前のものを「包含事象」implic役ti・n，後のものを「随伴事象」仕equentalia

と呼んで，これらを区別するようになった．この包含事象と随伴事象との区別は，

あとになって類型間の関係の設定に，大きな理論的意味をもつことになる．

　1930年代になって，能格言語の動詞組織に，二つの異なった系列の人称の指標

があることが確かめられた．その一つの系列は主として意味上の他動詞の意味上

の主語に対応し，もう一つの系列は，意味上の目的語，および意味上の自動詞の

意味上の主語に対応するものである．このことによって，たとえばアブハズ語の

ように，名詞変化をもたず，したがって能格と絶対格のような形式がない言語も，

能格言語に属するかどうかが，確定できるようになった．このようにある言語が

能格言語に属するかどうかという判断基準が明確になってくることによって，能

格言語の内部にさらに下位区分を立てることが可能になった．すなわちメシチャ

ニーノフにみられるように，能格言語は動詞型，名詞型，混合型の三つに分けら

れたのである．動詞型というのは，名詞そのものは変化しないが，能格と絶対格

の要素が動詞に附加されるものであり，名詞型というのは，名詞の形によって能

格と絶対格が表されるものである．また混合型というのは，名詞変化と動詞の要素

の両方によって，能格構文と絶対格構文が区別されるものである［KTI49］124（§54，

55参照）．
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　§43語彙のレヴェルでまず問題になるのは，能格構文の述語になる動詞と絶

対格構文の述語になる動詞の区別である．前者はおおよそわれわれが「他動詞」

といっているものに，また後者は「自動詞」といっているものにあたると考えら

れ，それぞれ「他動詞」，「自動詞」と呼ばれていた．しかし能格言語と対格言語

との違いが，言語の構成を支配している「類型学的な深層構造」の違いに基づい

ているとすれば，対格言語の文法カテゴリーである「他動詞」，「自動詞」という

ようなものを機械的にあてはめることが，妥当なものであるかどうかは，問題に

なってくる．クリモフは言語の個々の類型の底にある「深層構造」は，すべての

類型に共通する，普通用いられている意味での「深層構造」よりも浅いところに

ある，と考えているようである［KTA55］．したがってこれは「類型学的な深層構

造」といってもよいであろう．フランスの学者デュメジル（Dum6zn，Ge・rges　Edm・nd

PaUl　l898－lg86）が，能格言語における「自動詞」と「他動詞」という名前は仮のも

のにすぎない，と述べているのは，このためであろう［KTI50］125．

　このことは，能格言語に属する言語で，語彙的意義からみれば論理的に他動詞

と考えなければならない動詞のあるグループが，しばしば「自動詞」のクラスに

属していることによって，裏づけられる．さきに述べたヤコヴレフは，アドィゲ

諸語において対象の表面にしか及ばない行為を表す動詞が「自動詞」のクラスに

属していることを指摘し，そのようなものとして「打つ」，「突く」，「刺す」，「つ

ねる」，「口づけする」，「咬む」，「はじく」，「待つ」などの意味をもつ動詞を挙げ

ているという［KTI50］126．

　さらにコーカサス諸語の研究が進むなかで，いわゆる「感覚動詞」verbasentiendi

が特殊な構文をとることが，確認された．これは後になって「情緒動詞」verba

読ctuumと呼ばれるようになった動詞のグループである．一般に能格言語では動

詞に人称を示す接頭辞が附加されるばあいには，意味上の目的語を表すものが意

味上の主語を表すものよりも前に立つ傾向があり，もし接頭辞と接尾辞の両方を

用いるタイプの言語であれば，接頭辞は意味上の目的語を，接尾辞は意味上の主

語を表すことが多いという［KO　lO2］127．このように，能格言語では，動詞の主な

接辞は主語とではなく，目的語と文法的に一致することが多い．これを「対象活

用」・bjective　c・njugati・nというが，さきに述べた情緒構文は，これとは逆に，絶

対格を指す動詞の接辞が，接尾辞の位置，すなわち意味上の主語の位置に立ち，

能格系列の指標が接頭辞の位置，すなわち意味上の目的語（意味上の間接目的語）の

位置に立つという点で，普通の能格構文とは意味上の主語と目的語との接辞の位

置が逆になっている．このためアメリカの言語学では，情緒構文は「他動詞」を
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述語とする構文の一種で倒置をともなうものと考えられているという．たとえば，

北アメリカのアルゴンキン語族に属するオジブワOjibwaの言語では，「他動詞構

文」に属するke－n6nt6－n「おまえを・聞く・私は」（私はおまえのいうことを聞く）128に

対して，「情緒構文」ではたとえばne－n6ntuw－a「私に・聞こえる・彼が」（彼のいう

ことが私に聞こえる）129，ke－n6ntuw－a「おまえに・聞こえる・彼が」，u－n6ntuw－a「彼

に・聞こえる・彼が」などのようになるという［KO　lO21．

　このような情緒構文をつくる「情緒動詞」としては，たとえば「見る」，「聞く」

のほか，「知る」，「覚えている」，「忘れる」，「気に入る」，「愛する」，「欲する」，

「必要とする」，「憎む」，「恐れる」，「そねむ」，「憐れむ」，「笑う」，「考える」，「見

える」，「似合う」などがあり，また言語によってはさらに「泣く」，「叱る」など

もこれに属するという［KO71］．このような情緒構文には，たとえばいくつかの北

アメリカのインディアンの言語，パプア諸語のように，動詞が特殊な系列の人称

接辞をとるもの，あるいはナフ・ダゲスタン諸語のように，名詞が与格，または

場合によっては特別な「情緒格」の形をとるものもあるという．

　ここで情緒動詞として挙げられている語彙をみれば，能格言語だけでなく，対

格言語でも，特殊な取り扱いを受けていた痕跡がみられるように思われる．た

とえば英語ではseeとhearは「感覚動詞」として，受動形をつくる場合に，ほか

の動詞と違った扱いを受けている．ギリシア語の・1δα「知っている」，ラテン語

のmemini「覚えている」，n。vl「知っている」，・di「憎む」などは現在形にあたる

意味を完了形で表している．いわゆるperfectiva　tantumである．またラテン語の

vide・r「見える」，obli“sc・r「忘れる」，medit・r「考える」，・pin・r「考える」，arbitr・r

「判断する」，ギリシア語の・ぢ・μα汀思う」，en－n・6・mai「考える」，d6rk・mai「見る」，

b・丘10mai「欲する」，d6・mai「必要とする」，6ramai「愛する」，phob60mai「恐れる」

などは，受動の形をしているが意味は能動の意味をもっている，いわゆる形式所

相動詞deponentiaに属している．

　このような動詞が存在していることは，能格言語の動詞を単純に自動詞と他動

詞というカテゴリーで割り切ってしまうのが，適当でないことを示すものである

と思われる．

　§覗　グフマンは印欧語の古層の動詞の問題と関連して，これらのperfectiva

tantumと形式所相動詞の問題を取り上げ，かなり詳細に論じている［GI181－18g］．

とくにギリシア語に多くみられる形式所相動詞に関していえば，これらが中動相

の形しかもたないことから，相の対立に参加していないことは明らかであるが，
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それと同時に注目されるのは，これらの動詞が，かなり閉じた意味の範囲をもっ

ていることであるという．デルブリュック（DelbrUck，Berth。ld1842－1922）はホメーロス

の言語においては中動相の形しかもたなかったもののうち，のちになって使役動

詞の構成をもって能動相をつくったものが多くあるとして，例を挙げているとい

う130．たとえば硲dλλ・μα汀喜ぶ，誇りとする」は，ピンダロス以降能動相の形

a憤λλω「讃える」の形でも現れるようになった．θ印・μα汀暖まる」の能動相の形

θ印ω「暖める」は後期のもので，また使用が限られている．μα伽μ飢「激怒する，

猛る」と通常アオリストで現れる能動相どμη瞭「激怒させる，狂わせる」との関係

も同じである，など．同じように，ヒッタイト語でも，たとえば中動相の形を取

る翼ar一「燃える」，tar恰「できる」が使役の接辞一nu一をとって翼ar－nu一「焼く，燃

やす」，伽ra－nu一「威力あるものにする」のように，他動詞になるという．ここか

ら彼女は印欧語の古層においては，この種の動詞の種類はかなり多かったのでは

ないカ】とし）う［GI180］．

　これらの形式所相動詞の意義は，彼女によれば，

　1）「生物のみが主語になりうるプロセスを示す動詞が，疑いもなく優勢を示すこと」．

　「サフチェンコ（CaBqeHE・，肋eKce員HHπ・B四，1907－1988）がこれに属するとして挙げて

　いる，86の動詞のうち，80」がこの意味をもっているという．たとえば，加α汀座っ

　ている」，・敬0μα耳立ち去る」，φ6β・μα6「逃げ去る」，μdx・μα占「戦う」，伽μUμα占

　「得る，かち取る」，δ加dμ飢「できる」，％γレ・μα占「生まれる」のようなものであ

　る．彼女がこの例外として挙げているものは，xξ砂飢「横たわっている」，τ6ρσ・μα占

　「乾く」，π‘ルαμ侃「触る，近づく」，麺oμα6「急ぐ」，華〆θ・μα師翻る」のほか，

　ホメーロス以外では，κρ砂αμα占「垂れる」，σ願・μα占「腐る」，θ6ρ・μα6「暖まる」が

　あるという．

　2）「このクラスの動詞の中に，情緒・感覚，意志という，まとまった（意味をもっ）動

　詞」があり，ホメーロスの言語の中だけでも36個の動詞が認められるという．たと

　えば，Xの・μα占「怒る」，σκ喫・μ飢「腹をたてる」，μα6グ・μα占「激怒する」，bδ6ρ・μα6

　「嘆く」，砥四μα6「悲しむ」，ぎλδ0μ飢「望む」，β・6λ・μα6「欲する」，αrδ・μα乙「恥じ

　る」，財oμ飢「恐れる」，δπ‘ζ・μα評恐れる」，γd囲μα乙「喜ぶ」，老ραμα珪愛する」

　などがあるという［GI182－183］．

　　これらも明らかに，生物に特有な「行為」を示すものといえる．

　3）その他，サンスクリットやヒッタイト語のように，形式所相動詞をもっている言

　語においては，ギリシア語のように数が多くはないが，たとえばサンスクリットの

　ばあいには，主語として生物のみが想定される動詞のグループがここに属するとい
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う．たとえば，ihat6「望む」，k善pat百「激しく望む」，m6dat6「喜ぶ」，6hate「注意

を向ける」，bhu血kt6「楽しむ」，smayat壱「ほほえむ」，svajat6「抱く」，1飴hat6「っ

かむ」，tv義rat吾「急ぐ」，6st6「座っている」，v氏rdhate「成長する」などである［GI

l84］．

　一方，サンスクリットは，明らかに後代の構成にかかると思われる，接辞一ya一によ

ってつくられ，中動相あるいは能動相のいずれか，またはその両方によって変化する

ことのできる形によって，部分的には代替されたといわれる．たとえば，k如yati／t6

「怒る」，yudhyati／t6「戦う」，haryati／t尊「望む，楽しむ」，s㎡dyati／td汗をかく」，

g毎ati／t6「歌う」等がこれに属するという［GI184］．

　§45能格言語のばあい，能格構文の意味上の主語と動詞述語の位置は比較的自

由であるが，文章の中で最も離れた位置をとる傾向があるという．たとえばダルギ

ン語では，nmi　dag飾gasi　Gja1Gjali　daq並al　mura　derdira（HyHH八ar6yracH　Kb飢K』珊n

酉aXLa∬Mypa双ep耶pa）「私は（主語）・昨日・鋭い・鎌で・多くの・干し草を・刈った

（述語）」となる［KO79－80］131．これに対してこの例にもみられるように，能格構文

の意味上の直接目的語および情緒構文の意味上の間接目的語ほ，動詞に密着する

傾向があるといわれる．これはこれらの目的語が動詞と結合してシンタグマをつ

くっていることを示している．また間接目的語があるときは，これは直接目的語

よりも前にくる傾向があるともいわれる．したがって能格言語の典型的な文型は

S一（0ノ）一〇一VとS－Vの形をもつことになる132。

　次にこれらの能格言語では，イントネーションの境界が意味上の主語のグルー

プと，意味上の目的語を含む述語動詞のグループの間にくるという傾向があるこ

とが，指摘される．

　さらに第三には，名詞の変化をもつ能格言語では，能格構文の意味上の主語が

有徴的であり，無徴的な意味上の目的語と対立することが，指摘されている［KO

80］．

　これらのことから，能格言語では，能格構文のばあい，意味上の目的語と述語

動詞の結合が，意味上の主語と述語動詞の結合よりも強いと考えられてくる．す

なわち意味上の目的語と述語動詞が第一次のシンタグマをつくり，それが二次的

に意味上の主語と結合して第二次のシンタグマをつくる，と考えられるのである．

これに対して絶対格構文のばあいには，述語動詞は意味上の目的語をもたないか

ら，意味上の主語と，第～次のシンタグマをつくるよりほかはないことになる．

このように考えれば，能格言語のばあい，能格構文の意味上の目的語と，絶対格
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構文の意味上の主語とが同じ形をもち，しかもともに無徴的であること，また能

格構文の述語動詞が意味上の目的語と文法的に一致する対象活用を行い，絶対格

構文では述語動詞が意味上の主語と文法的一致を行うことが，すべて矛盾なく説

明できることになる．

　そう考えれば，これらの現象は，能格言語の本質とかかわりをもっ，包含事象

であるということになるであろう．トルベツコイは，対格言語のばあいには意味

上の目的語（すなわち対格補語）が「規定的」シンタグマsyntagmed己terminatifであ

り，行為者＋動詞が「述語的」シンタグマsyntagme　pr6dicatifであるが，能格言語

のばあいには，規定的シンタグマであるのは行為者であり，目的語＋動詞が述語

的シンタグマであると述べている．ここで述語的シンタグマというのは，文の成

分が集まって一つの述語をつくることを意味していると思われるから，対格言語

の場合には主語＋述語で述語的シンタグマをつくり，これを意味的に修飾する形

で目的語が附加されるのに対し，能格言語においては，目的語＋動詞が，述語的

シンタグマをつくり，この全体に意味的な修飾を与える形で能格に立つ意味上の

主語が附加されることになる．

　したがって，トルベツコイの説明は，上に述べたような事情を正しくいいあて

たものであるということができる［KO90－91］133．そうすれば対格言語では「規定

的シンタグマ」である対格があるかどうかによって，動詞が他動詞と自動詞に分

けられるが，能格言語では能格が規定的シンタグマであるから，能格があるかど

うかによっていわゆる「他動詞」と「自動詞」（§43参照．この内容についてはのちに

述べる）が区別されることになる．ここから能格構文は二肢文であり，絶対格構文

は一肢文であるという主張も現れてきた．

　§46　これまで述べてきたような議論は，能格言語の述語動詞が，必ずしも自動

詞と他動詞というカテゴリーによって分類できるようなものではないことを示唆

している（とくに§43参照）．対格言語のばあい，すでに述べたように第一次のシン

タグマが意味上の主語と述語からなるとすれば，この第一次のシンタグマがさら

に別の項である対格によって規定され，第二次のシンタグマをつくるかどうかに

よって，述語動詞が他動詞であるか自動詞であるかの区別がされる．これに対し

て能格言語のばあいには，絶対格に立つ名詞と述語動詞とによってつくられる第

一次のシンタグマが，能格に立って行為者を表す名詞をともなうかどうかによっ

て，述語が分類されるのである．

　もしそうであるならば，能格言語のばあいには，自動，他動という概念は語彙
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的意義にかかわるものであったとしても，文法的なものであるとは考えられなく

なってくる．言い換えれば，自動詞，他動詞というカテゴリーは，対格言語の事

実のみから判断すれば，言語にとって普遍的なものであると考えられるし，また

そう考えられてきたが，これは決して普遍的なものではなく，実は対格言語の包

含事象にすぎないものであったということになるであろう．

　このように考えれば，能格言語のばあい，自動詞，他動詞という用語を用いる

のは適当でないということになる．したがってここではこれまでいく人かの研究

者が用いていた「能格動詞」erg＆tive　verbsと「絶対動詞」absolute　verbsという名

を使用するのが，適当であるように思われる．これらのことから「主格」，「対格」

というような格の体系も，実は対格言語の包含事象であったことが，明らかにな

る．もしもそうとすれば，能格言語と対格言語とでは，格の体系に原理的な相違

があるに違いない，ということにもなるであろう．

　クリモフは従来能格言語の動詞の二つの種類は他動詞と自動詞と名づけられて

いたが，これは結局対格言語のカテゴリーを敷街したものにすぎず，正確ではな

かったとして［KP　g5］，前者をagentive，後者をfactitiveと呼ぶことを提案してい

る［KP102］．その理由として彼が挙げているのは，第一に多くの意味上の他動詞

が，文法的な「他動詞」ではなくて，特殊な「可変動詞」（labile　verbs，∬a6四bHb、e

rπar・πb・）として存在していることを挙げている．これは同一の動詞が，意味上の

他動詞としても，また自動詞としても用いられうるものである．たとえばクリモ

フはマゴメドベコヴァ（Mar・MeA6eE・Ba，3．M．）の論文を引用して，アヴァール語で

は，

vacas　istakan　bekana「兄弟が（能格）・コップを（絶対格）・壊した」

　　istakan　bekana「コップが（絶対格）・壊れた」

のようになると述べている［KP100］134．

　クリモフによれば，スニク（CyHHK，OpecTneTp・B四1912－1988）はこの種の動詞に

関して次のように述べているという．

　　専門家の結論によれば，能格構文の他動詞は能動・受動の特徴をもっていない．そ

　れは相の分化に関して中立であるか，もしくは無関係である．周知のように，この

　結論も，対象とする能格構文のばあい基本的なものである．いまいったことにさら

　に，能格構文の多くの研究者が指摘しているように・能格構文の動詞は動詞的なも

　のではなく，名詞的なものの多くを自己のうちに蔵しているとつけ加えるならば，

　このようなく動詞＞の特殊性と，そのく他動性＞の特殊性は，きわめて異なった光

　を浴びてわれわれの前に現れるであろう．このばあいにもいくらかの（論理的）一貫
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性を示して，能格構文の動詞の形を他動性・自動性というカテゴリーに関して中立

であると認めてはならないであろうか．

　この能格構文の理論を支持するものがこのことを認めるのを妨げるのは，おそら

く能格構文をもっすべての言語に，述語に自動詞をもつ，主格（あるいは絶対格）構文

も存在することであろう．（しかし）このような動詞を自動詞と名づけるとすれば，対

格も相ももたないにもかかわらず，能格構文の動詞を他動詞と呼ばねばならなくな

る［KP101］135．

　§47第二に，言語によってその数は一定しないが，一群の意味上の他動詞が，

形態的あるいは統語的に「自動詞」として用いられていることである．これに属

するものには，たとえば，

　1）「打つ」，「叩く」，「突く」，「つかむ」，「引っ張る」，「択る」，「引っかく」，「咬

　む」，「キスする」，「舐める」など．

　2）「頼む」，「待つ」，「呼ぶ」，「追いかける」，「見送る」，「罵る」など．

　これとは逆に意味的には自動詞であるのに，構文としては他動詞のように振舞

う一群の動詞があるという．アブハズ・アドィゲ諸語に属するカバルディン語のば

あい，たとえば「直接」目的語をもたないにもかかわらず，意味上の主語は能格

に立つxit五al∂五em（xHTxb∂∬b、xb5、M）（溺れる），q毎∂五∂m（Kb蹴b・xbb・M）（走る），q’akw’五3n

（KL副yXbb・H）（歩く）など，またダゲスタン諸語に属するレズギ語では「跳ぶ」，「走

る」，「疾走する」などが，adaEkadama（aAaXKaAaPHa）「彼が（能格）・跳んだ」，ada

zvema（a八a3BepHa）「彼が（能格）・走った」，ada乙ukuma（aAauyKypHa）「彼が（能格）・

疾走した」のように用いられるという［Kp　g7－g8］136．

　第三に意味上の他動詞から派生する使役動詞が，使役の対象を与格におく現象

の存在である．たとえば，

　アドィゲ語：｝垂2←mk？al∂．m6∂m甘reH戒∂

　　　　　　　（∬lb軸b・一MKla汀∂一M囎MbI－pperLa叫∂）

　　　　　　　「老人は（能格）・若者に（与格）・牛を（絶対格）・運ばせる」

　アヴァール語：di．ca　d・s－da　t’ex　ts’alizabuna

　　　　　　　伽一耳a双・C－AaTIeXb耳laπH3a6yHa）

　　　　　　　「私は（能格）・彼に（与格）・本を（絶対格）・読ませた」［Kp　g8］

　明らかなように，これらの例は，この種の言語において使役動詞が形式的には

「他動詞」ではないことを表している．

§娼　すでに述べたように，能格言語には能動と受動というような相の対立は，
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一般にはみられない［KO107－108］137．このことを説明するために，動詞述語が名詞

に起源をもつためであるという研究者がいる．この名詞説の根拠となっているの

は，いま述べた相の対立がないということのほかに，能格構文の意味上の主語が

属格であること，および動詞接辞が所有代名詞と同じであること，などが挙げら

れている．すなわちこれらの研究者は，文の原型としてたとえばhis　loveのよう

なものを考えているのである．

　第一の点にっいては，たとえばグリーンランド・エスキモーの言語にみられる

一pのように，いくつかの言語の一般斜格（すなわち主語，目的語以外の関係を一般的に

表す格）を属格と誤認している［KO108］138こと，あるいはイベリア・コーカサス語

族のダゲスタン語派に属しているラク語のように，能格が属格のはたらきも合わ

せもっているが，これは実はナフ・ダゲスタン共通祖語の能格・具格形＊一d（i）に

遡るものである，というように，属格の機能が本来のものでなかったこと・属格

が形成されるのは歴史的に能格よりも新しいこと［KO　lO8］，などの反論があると

いう．もしhis　loveのように，属格＋名詞がこの種の能格構文の原型であるとす

れば，能格言語は必ず属格をもっていなければならないが，一般的にいえば，属

格があるというのは決して能格言語に特徴的なことではなく，したがって属格を

もたない言語も多くみられるのであり・またそのばあい・所有を表す接辞的要素

が属格の働きの大部分を受けもっている，というのであるIKO108－10g，18g－190，Kp

46］（註98参照）．

　第二の点，すなわち動詞の接辞が所有代名詞と同じであるということについて

は，これらの所有代名詞と同じ形の接辞は，能格動詞ではなく，絶対動詞にしか

つかない，という反論がある［KO109］139．すなわち，たとえばfather＋（his－love＋

s・n）すなわちfather’s＋（1・ve＋s・n）というように，能格が属格のはたらきをもって

動詞＋絶対格からなるシンタグマを修飾している，というこどを前提にしている

と考えられるから，所有代名詞が絶対動詞にしかつかないとすれば，矛盾を生じ

る．絶対動詞のばあいしか，文法的一致ができず，したがって意味上の主語を示

すことができないことになるからである．またたとえば北アメリカの多くのイン

ディアンの言語，オーストラリアのアボリジンの言語，エスキモー・アレウト諸

語，いくつかのパプアの言語などにみられるように，動詞と名詞がまだ分化して

いなかった時代の痕跡を残しているものもあることは確かであるといわれるが，

これはあくまで未分化だというだけであって，このことは名詞から動詞が生じた

ということを証明することにはならないであろう．

　クリモフは以上のような議論を，カツネリソンの次の言葉を引用してしめくくっ
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ている．すなわち，

　　ミュラーやフィンクの時代に遡るこのような解釈は，最も古い時代の動詞を行為

　名詞と同じと考えて．＿、．動詞述語と主語との結合を古い行為名詞と所有形の主語と

　の結合に遡るとした．しかし動詞の祖形に抽象的な行為名詞の機能を所属させるこ

　とは，われわれには典型的なヒュステロン・プロテロン（反理倒置法）であると思われ

　る．記録された多くの言語の歴史は，行為名詞が動詞からの派生として相対的にあ

　とになって生じたものであることを示している［KOIIO］140．

　§49　これに対し，すでに述べたように対格言語のばあい，主語と述語動詞が

第一次のシンタグマをつくり，他動詞の場合にはこれがさらに対格に立つ目的語

と結びついて第二次のシンタグマをつくる，と考えれば，もし対格を主格に転換

しても，新しい主格と述語とが結合するだけで，文の要素とシンタグマの関係に

は変化がない．

　たとえば，

He∬OBeE－y6四

o∬eHb　y6皿丁

鹿が一殺された

OJleH月

鹿を

（ueπOBeK。M）

人によって

　この転換を行うことが可能なのは，主格が必ずしも行為者を表すわけではない

からであり，そのばあいには述語動詞の形によって変換が行われたことが示され

る．述語動詞に受動形が用いられるのは，このためである．

　これに対して能格言語あるいは後に述べる活格言語のばあいには，意味上の目

的語と意味上の述語他動詞とが第一次のシンタグマをつくり，意味上の主語はこ

のシンタグマと結んで第二次のシンタグマをつくると考えられる．能格言語のば

あい，能格動詞は対格言語の他動詞と，また絶対動詞は自動詞と意味の上では重

なることが多いが，行為に積極的に関与する（主として他動詞の）対象が能格形に立

つのに対して，積極的には関与しない（主として自動詞および状態動詞の）対象は，つ

ねに絶対格に立っことになっていた．したがって「鹿を殺す」ばあいでも，また

「鹿が殺される」，あるいはむしろ「鹿が死ぬ」ばあいでも，「鹿」は絶対格であっ

て，能格になることはできない．また多くの能格言語において能格は具格のはた

らきももっているといわれるが，そのばあいにはなおさら能格を別の格に転換す

る可能性はなくなる［KO106］141．
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　のちに述べる活格言語の場合にも，シンタグマの関係は能格言語のばあいと同

じであるが，行為の主体になる生物を表す対象が活格に立っ活格構文に用いられ

る活格動詞は，能格言語とは違って意味上の他動詞ではなく，自動詞も含めた生

物が行う行為を表す動詞である．したがってここには自動詞と他動詞という対立で

はなく，行為動詞と状態動詞という対立が文法化されている．また活格言語では，

能格言語の場合と同じように，意味上の他動詞の意味上の目的語と，意味上の自

動詞の意味上の主語とは，同じ絶対格に立っ．そうすれば「鹿を殺す」と「鹿が

死ぬ」のあいだには，格に関して表現の違いが存在しないことになる．したがっ

てこのばあいにも，次節で述べる求心相と遠心相の対立などを別にすれば，能動

と受動という相の対立はないということになる．

　以上のことから，能動と受動という相の対立は，実は対格言語の包含事象に外

ならないことがわかってくる［KO　lO5］142．最近は「能格言語」の中にも，受動相

が存在しているという見解がしばしばみられる．これを対格言語への移行期にみ

られる随伴事象とみるのか，あるいはもっとほかの見方があるのかについては，

いまのところ筆者には判断できない．

　§50以上に述べたように，能動・受動という相の対立が，能格言語あるいは活

格言語に本来なかったとしても，このことから文法的なカテゴリーとしての「相」

の対立そのものがまったくなかったと結論することはできないことが，やがて明

らかになってきた．対格言語における能動相と受動相の表現は，その基底にある

現実とのかかわりにおいては異なっていない．両方とも・深層構造においては同

じと考えられる．この同じ深層構造が言語の具体的な表現のレヴェル，つまり表

層構造において，違った形をとるとみられる．したがって相の対立というのは，

主語・述語・目的語の関係における深層構造と表層構造との関係であるととらえ

られる．

　この関係に関して同一の深層構造が，異なる表層構造をとるとき，相の対立が

生じる．対格言語における，表層構造としての能動相と受動相も，動詞が表現す

る述語が，意味上の主語によって示される対象，および意味上の目的語によって

示される対象とどうかかわっているかという，関係の仕方にその違いがあると考

えられる．もし対格言語以外の言語類型において，「同一の」主語・述語・目的語

の関係に関して何らかの表層構造の対立が生じるとすれば，これもまた「相」で

ある．このばあいにも，この「相」は文法的なカテゴリーであるから，なにかの

形によって表されていなければならない，
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　たとえば北アメリカのネズ・パース語では，次のような人称接辞がみられると

いう［MG103＆seq．］．

　　　　　　一人称　　　　砕

　　　　　　二人称　　　　菖一

　　　　　　三人称　　　　　hi一　　　行為者

　　　　　　　　　　　　　a一　　　被行為者

　　　　　　　　　　　　　pa一　　　三人称から三人称への行為

　このほか，

　　　　　　　　　　　　　一m　　　　二人称から一人称への行為

　また自動詞の主語は絶対格に立ち，他動詞の主語は一mをとる所有格であると

いう．

　たとえばaa－npaysa「おまえは　彼を・とる」，hi－npaysa「彼は・（私を）とる」，

ahi－npaysa「おまえを彼は・とる」のようになる．このnpaysaという形は，実

はnpisaという形と相関関係にあり，npisaが対象の所属が不定であるときに用い

られるのに対して，npaysaの方は，所属が明確に定まっているときに用いられる

という．

　たとえばa　sikam－na翻pisa「おまえは　馬を・不定　それを・とる」＝「おまえ

は馬をとる」というばあい，一naは対象が不定であることを示しており，a一は三人

称の被行為者を表すから，「（不定の）馬」が目的語になる．一方asi臨ma－npaysaの

ばあいには，動詞の語幹からこれが所属の決まっている対象を表すことがわかり，

また「馬」も不定の一naをもっていない．しかし接辞のa一はこのばあいには三人

称の被行為者である「馬」を指しているわけではない．もしそうならば，「馬」は

特定できないことになるからである．つまりこの接辞は，「馬」がだれのものであ

るかを示すのである．その結果この文は「おまえは　馬　彼の・とる」二「おまえ

は彼の馬をとる」ということになる．すなわちここでは「不定動詞語幹」npisaが

「定動詞語幹」npaysaに変えられると同時に，接辞の意味も変わったのである．こ

のばあい二つの語幹の違いは動詞述語と，意味上の主語または目的語とのかかわ

り方の違いに結びついているから，これまで述べてきた相の対立であると考える

ことカ§できる．

　§51　これとほとんど同じ現象がネネツ語にもみられるという［MGIIO＆seq．］．

この言語では人称接辞に二系列（再帰形を含めると三系列）があり，第一の系列が自

動詞の主語を示すものであるのに対し，第二の，所有変化と呼ばれているものは，
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他動詞の主語になる行為者を示すという．

　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　一人称　　一m

　　　　　　　　　　　二人称　　一n

　　　　　　　　　　　三人称　　一の

　このばあい，たとえばty－m　khada－m「鹿を

　II
　－V
　－r
　－da

殺した・私は」の「鹿jtyの目的

語の形ty－mは，その所属が無規定であり，動詞は例えばnjudja－m「小さい・私は」

のような「自動詞」と同じ形をもっている．これに対してもし「鹿」の持ち主が

はっきりしているばあいには，たとえば憾vkhada－v「鹿を・私の殺した・私が」，

悟vkhad肘「鹿を・私の殺した・おまえが」のように，第二系列の接辞をとる．

したがってこのばあいにも，相の対立であるということができる．

　能格言語の随伴事象として，同じ動詞が能格構文にも，また絶対格構文にも用

いられ，能格構文のばあいには意味上の他動詞の，また絶対格構文の中では意味

上の自動詞の意味をもつものがあるという［KO　l18－11g］．もちろん共通なのは語幹

の部分であって，接辞その他の変化はそれぞれ能格動詞または絶対動詞のものを

とる．たとえばラク語のbiv6，anという動詞は，能格構文の中では「殺す」の意味

を，絶対格構文の中では「死ぬ」の意味をとる．この「可変動詞」置43は意義的に未

分化なのであって，能格言語以前の言語状態，すなわち活格言語の状態が，残っ

ているものであると考えられる．これが能格言語の随伴事象なのは，そのためで

ある（71頁参照）．したがってたとえばアドィゲ語のredakt・r｝一m　statbja－r　e－tx一壬「編

集者（能格）が論説（絶対格）を書く」に対する絶対格構文redakt・r　ma－tx一∂「編集者

（絶対格）が書く」は対格言語のThe　edit。r　wriもes　an　article．とThe　edit。r　writes．に

平行するもののようにもみえるが，絶対格構文は文法的カテゴリーとして，行為

を編集者の状態として示すものであるという点で，対格言語のばあいとは違うと

考えられる．

　一方これらの「可変動詞」はこれをもっている多くの言語において意味的に共

通性をもっていることが知られている．たとえば「種を播く」，「耕す」，「牧畜を

する」，「編む」，「織る」，「紡ぐ」，「裁つ」，「縫う」，「束ねる」，「刈る」，「除草す

る」，「揚く」などである．ヤコヴレフ，アシハマフ（A皿xaMaφ，H．Φ，）などはこれを

古代の農業および家庭労働に関するものであるとしている［KO122］幽．これらも

また相の対立であるということができよう．

　活格言語に属しているアタパスカン諸語では，すべての動詞がゼロクラス，1一ク

ラス，D一クラス，およびLクラスの四クラスに分けられるという．第二のクラス
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に属している動詞は遠心的な行為を，また第三および第四のクラスに属している

動詞は非遠心的な行為を示すという．遠心的というのは，たとえば「焼く」のよう

に行為が行為主体の外に及ぼされるものであり，求心的というのは，たとえば「燃

える」のように，行為が行為主体の内部に限定されるものである．たとえば，アタ

パスカン語族に属するナヴァホの言語のyf－b662「未完了・沸く」に対するyi－lb66乏

「未完了・遠心・沸く」＝「沸かす」，サーシーSarceeのyi－s一’f「完了・私・見る」二

「私は（一を）見た」に対するyi－S－t一・f「完了・私・非遠心・見る」＝「私は見られた」

のようなばあいである［KTA140－144］．グフマンも印欧諸語，たとえばギリシア語

およびサンスクリットを例にとって，能動と中動の対立が，本来遠心と求心の対

立であり，中動相に時としてみられる受動の意味は，もともと偶発的なものであっ

たとしている［GI47－56］145。

　§52　このような相の違いとして，日本，欧米においてしばしば言及される

ものに，さきにちょっと触れた逆受身antipassiveがある．シュマルスティーグ

（Schmalstieg，W丑hamR．1929⇒によれば，この用語はシカゴ大学のマイケル・シルヴァー

スタイン（S且verstein，Michael）によって導入されたとのことであるが，これは能格構

文の動詞から派生した有徴的な形式を述語動詞とし，能格に立つ意味上の主語を

絶対格に，また絶対格に立つ意味上の目的語を斜格（典型的なものとしては与格また

は具格）におく，というものである146．たとえばコムリーが，ディクソンから引用

したディルバル語の例によれば，

　　仏　Balam　wudyu　ba羽gul　yara一ηgu　dyaηga－nyu。

　　　「絶対格果物・絶対格男性・能格男・能格食べる・時称」＝「男が果物を食

　　　べる．」

に対して，

　　わ．B乱yi　yaτa　bagum　wudyu－gu　dya弓ga－mari－nyu，

　　　「男性・絶対格男・絶対格与格果物・与格食べる・再帰・時称」＝「男が果

　　　物を食べる．」

のようになるという147．

　これは対格言語の能動構文に対する受動構文と同じように，能格構文に対して

有徴的である．一方少なくとも外見的には能格構文は対格言語の受動構文に似てい

るということができる．antipassiveという用語は，このような事情を勘案した結

果であると思われる．機能的にはすでに触れたように，いわゆるピボットとの関連
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で複文をつくる際にこの形が必要とされる外，行為の未完了を表したり，あるい

は逆に完了を表したりするという．コムリーの引用する例によれば，たとえばア

ドィゲ語のブジェドゥグ方言では，逆受身は行為の未完了や「絶えず行為を行う」

意味等を示し，オーストラリアのカラ・ラガウ・ラングスKalαLagau　Langgusで

は逆に完全な遂行を示すという148．たとえば，

　　c．Ngath　ngaungu　ithab　koei　puil　pathamadhin．

　　　「私・能格私自身これら大きい木・絶対格・複数切る・複数・過去」

　　　＝「私はこれらの大きな木を切った．j

　　鳳　Ngai　ngaungu　ithab　koei　puin　pathaidhin，

　　　「私・絶対格私自身これら大きい木・斜格切る・過去」

　　　＝「私はこれらの大きい木を全部切った。」

　能格あるいは活格言語類型の場合，さきに述べたように意味上の主語と意味上

の述語自動詞，あるいは意味上の目的語と意味上の述語他動詞が第一次のシンタ

グマをつくり，しかもこのシンタグマの名詞成分はともに同じ絶対格に立ち，行

為者を表す能格や活格に立つことができないから，このような「逆受身」は機能

的には受動構文をつくることはできない．したがってこの構文は，言語によって

その機能はさまざまであるにしても，意味的な他動詞述語を意味的な自動詞述語

に転換するところにその共通の本質があるとみなければなるまい．山本秀樹は，

「逆受身は一種の非他動詞化である．通常の他動詞の目的語が斜格要素になり，そ

のことによって他動詞の主語が自動詞の主語として現れる」と述べている149．そ

うすればこれはクリモフのいう，遠心相と求心相との対立であるということがで

きるであろう．もしそうとすれば，この形式は能格言語というよりは，活格言語

の包含事象であるとみるのが，無理のないところであろうと思われる．すなわち，

人が・能／活格　　鹿が／を・絶対格殺した

人が／を・絶対格殺生した　　鹿について・斜格

　以上述べてきたように，能格言語あるいはあとに述べる活格言語において，受

動相は理論的にありえないと思われるにもかかわらず，能格言語に受動相が存在

することが，欧米並びに日本の研究者によって指摘されるようになってきた．た

とえばコムリーは，「。＿。。多くの言語が能動の能格に対立する受動構文をもってい

る」150として，バスク語の次のような例を挙げている．

　　Hau皿a　igorria　da，

　　「子ども・絶対格送る・受動助動詞・三人称単数」＝「子どもが送られた．」
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　このような能格言語の受動構文については，詳らかにしないが，クリモフのい

うように能格言語がやがて対格言語に移行するとすれば，あるいは対格言語へ移

行する前段階になって生じたものかもしれない．これについてはのちにみるよう

に，研究者の間に意見の相違があるように思われる．

　§53　能格言語の随伴事象と考えられるものには，このほか同じ意味をもつ動

詞が，これと結びつく名詞の種類によって，違った形をとるばあいがある．たと

えばナフ・ダゲスタン諸語のバツビー語では，「横たわる」という動詞は男性に関

してはw－i営ar，動物や植物に関するときにはb－i営arとなるが，それ以外のときには

lep乙arという，まったく違った語根を使用するという．

　たとえば，

　　　　　w－i謝　　　　　　　　　「（男が）横たわる」

　　　　　b聴ar　　　　　　　　　　「（動植物が）横たわる」

　　　　　lep己ar　　　　　　　　　「（それ以外のものが）横たわる」

　　　　　w一・蜘　　　　　　　　　「（男が）倒れる」

　　　　　b－02ar　　　　　　　　　「（動植物が）倒れる」

　　　　　t朋balar　　　　　　　　「（それ以外のものが）倒れる」

　能格動詞のばあいには，一般に意味上の目的語と文法的な一致を行うから，語

根の選択も意味上の目的語が何を指すかによって定まることになる．

　すなわち，

　　　　　　　　（d）abgar　　　　　　　　「（人を）識る」

　　　　　　　　xa’arおよびqetar　　　　「（ものを）識る」

　ダゲスタン諸語のレズギ諸語に属しているウディン語のばあいにも，同じよう

な現象がみられるという．

　たとえば，

　　　　　　　　こa豆xesun　　　　　　　　「（人を）識る」

　　　　　　　　ababaksun　　　　　　　「（ものを）識る」

　ブルシャスキ語でも，同じように，生物であるか無生物であるかによって異な

る動詞語根を用いる現象がみられる．

　たとえば，

　　　　　　　　生物　　　無生物
　　　　　　　　d－V－tsas　　dus即as　　　「持ってくる」

　　　　　　　　一uyas　　　－cias　　　　「与える」
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　　　　　　　　yanas　　　　ganas　　　　「とる」

　　　　　　　　yUrginas　　gurgina8　　　「刺す」

　　　　　　　　一walas　　　　balas　　　　「消える」

　　　　　　　　一walas　　　bal町as　　　「倒れる」

　さらにカムチャツカのイテリメン語では，意味上の他動詞が人にかかわるかあ

るいは人以外の対象にかかわるかによって，文法的に違うクラスに分かれる例が，

報告されている．これは同じ動詞が違った形をとるというわけではないから，厳

密にいうと上に述べたものとは同じではないが，原理的にはこれに近いものとい

うことができる．たとえば，

　　　人のクラス　anΦas「教える」，talas「打つ」，anikh乙as「勝つ」など

　　　人以外のクラス　kukes「煮る」，6ans∂s「研ぐ」など［KO　l29－130］

　日本語の場合でも「ある」と「いる」の区別は，この原理に従ったものである

と，考えることができる．この原理はあとでみるように，活格言語を形づくって

いる原理と同じものであるから，もともと活格言語の包含事象であったものが能

格言語に受け継がれたために，能格言語の原理からは説明できない随伴事象になっ

たものであると考えることができる［KTA84＆seq．］．

　§54　また能格言語には，動詞が複数の指標をもつものが多いといわれる．すな

わち，意味上の自動詞（絶対動詞）のばあいには，意味上の主語が複数であるかど

うか，また意味上の他動詞（能格動詞）のばあいには，意味上の目的語が複数であ

るかどうかによって，動詞が複数の指標をとるかどうかが，決まるのである．た

とえば古グルジア語では一nが複数の指標であった．n－concordといわれているも

のである［KO132］．たとえば，

　　daleg－n－a　kalak－n－i「（彼は）破壊した（複数）町（複数）」

　　m・guc－n－a≧ac－n－i「（彼は我々に）与えた（複数）人びと（複数）」

　　ganaxu－n－a　tual－n－i「（彼は）開いた（複数）　目（複数）」

　しかし一般には，名詞が必ず複数の指標をとらなければならない，ということ

はなかった．たとえば北米インディアンのチヌークの言語では，「（単数のものを）見

る」という意味のel－ke1に対して複数のものを見るときにはe－kelとなり，「（単数の

ものを）残す」ことを意味するel－taqLに対して「（複数のものを）残す」ばあいには，

砒aqLが使われた［KO1321．

　またブルシャスキの言語でも，hur酔as「（単数のものが）座る」に対する五uru乙証
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jas「（複数のものが）座る」，d亘j－as「（単数のものが）溶ける」に対するd司ai－jas「（複数

のものが）溶ける」，sU－jas「（単数のものを）もって来る」に対するSU6－as「（複数のもの

を）もって来る」のような対立があるという［KO132］．

　しかしこれは単に現象面だけからすれば，能格あるいは活格言語だけに知られて

いることではない．英語の場合にも，たとえばkin「殺す」に対してmassacre「虐

殺する」があり，go「行く」，come「来る」に対してtroop「群れをなして進む」が

あるというように，主語の複数性を語彙の上で示すばあいがある．ロシア語のば

あいには，たとえばraz（／s）一sjaという構成をもつ動詞（たとえばraz－be2at，一sja　r走っ

てそれぞれの方向に散る」，ras－x・dit’一sja　r（多数，全員が）散る」）は主語が複数であるこ

とを前提にしているし，またpere一という接頭辞をもつ動詞は，しばしば目的語

が複数のときに用いられる．

　たとえば，

　　丁乱r610k　on菖tuk　pjat，perebiL

　　「彼は皿を五枚ほど（次々に）割った．」

　　Reb邑nok　perebol61vs61ni　bol6znjami，

　　「その子はあらゆる病気を（次々に）患った．」

　これらのことから考えて，主語が複数であることが，動詞において表現される

のは，名詞の形態が未発達であることによるものであって，能格あるいは活格と

いうような，言語類型と内在的にかかわるものであるかどうかは，未だ確かであ

るようには思われない．

　このほか，能格言語に広くみられる随伴事象として，一人称複数の「包含形」

inclusive　fbrmと「排外形」exclusive　fbrmとの対立がある．聞き手を含めて「我々」

という（包含形）か，聞き手を含めないで「我々」という（排外形）かという違いであ

る．これは北米インディアンの言語に広くみられるものであるといわれる．たと

えばチヌーク語の包含形1xaikaと排外形ntca㎞，アルゴンキン語族のメノーミニ

語にみられる包含形kenaqと排外形nenaq，フォックス語の包含形匠nanaと排外

形nl’nanaなどがこれである．

　これはまたオーストラリアのアボリジンの諸言語，パプアのいくつかの言語，シ

ナ・チベット語族のいくつかの言語，多くのポリネシア諸語のほか，コーカサスの

アブハズ・アドィゲ語派やナフ・ダゲスタン語派の諸言語にみられるという．たとえ

ばアブハズ語の包含形はharaで排外形はhart，ダゲスタン語派のアヴァール語の包

含形はni甚（HH∬L）で排外形はni2（HH泓）である，という［KO　I30－131，KTA　lO9－1111．

　ロシア語ではたとえば「私と君」，「私と貴方がた」というような場合には一人
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称単数のja「私」を使わないで複数の皿yを用い，my　s　toboj「君をふくむ我々」，

my　s　vami「貴方がたをふくむ我々」のように表現するのが普通である．これはい

ままで述べてきた包含形に非常によく似ている．これに対してmy　bez　tebja「君

をふくまない我々」，my　bez　vas「貴方がたを含まない我々」のような言い方は普

通は使われない．しかし単純なmy「我々」がしばしば排外形に対応していること

は，十分に考えられる．

内容的類型学研究の進展　II．活格言語

　§55　これまで述べてきたような能格言語の研究が進むにっれて，能格言語の起

源，あるいは発生という，いわば通時的な問題が，研究者の意識に上ってくるよ

うになった．これはそれまで能格言語と考えられていたものの中に，発達しつつ

あると思われる現象，および減少，衰退しつつあると思われる現象が認められる

ようになってきたことと，密接に関連している．たとえば一方には可変動詞の減

少，情緒構文といわれているものの衰退，生物と無生物という名詞のクラスの消

失あるいは形式化，意味上の自動詞（絶対動詞）と意味上の他動詞（能格動詞）という

語彙的な対立の弱化，一人称複数の包含形と排外形の対立の消失などがあり，他

方では「持つ」を意味するverba　habendiのような，典型的な主語・目的語関係を

表す動詞の発生がみられること，などが挙げられる．この動詞は，状態動詞であ

りながら意味上の目的語をとるという意味で，きわめて特異な動詞であり，あと

にみるように，状態動詞が絶対動詞となる活格言語でも，主として意味上の自動

詞が絶対動詞となる能格言語においても，その存在の基盤をもつことができない．

　これに関連して，とくにコーカサス諸語の比較言語学的な研究が進んだことに

よって，次のようなことがわかってきた．すなわち，能格言語のばあい，本来は

動詞が文の支配の中心であって，形態的な指標もここに集中していたが，やがて

このような状態が崩壊の道を辿るようになると，これを補う形で，名詞の形態的

指標が発達してくるのである．このことによって，動詞が主に形態的な指標の担

い手になっている言語類型と，動詞と名詞が同じように形態的な指標をもっもの，

および主に名詞が形態的な指標を担っているものとが，それぞれ能格言語の内部

の，歴史的な発展段階を示すものであることが，明らかにされるようになったlKO

42＆seq，，KTA58－62］．
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　たとえばコーカサスのアブハズ・アドィゲ諸語は，多くの点で未だ活格言語類

型の影を強く残しているといわれるが，この諸語では，名詞は大まかにいって英

語の定冠詞と不定冠詞で表されるような，定性・不定性の区別をもっているだけ

で，この諸語に属するウビフ語とアドィゲ語を除けば，格の体系をもっていない

といわれる151．しかしその代わりに，たとえば，カバルディン語では，

　　u－a－q∂一da－d－ej－z一橘蓉∂一23一鑑一儀叩m

　　「二人称単目的・三人称複目的・こちらに・共同・場所・三人称単目的・一人称単

　　主語・使役・［導く］・反対の行為・可能・過去・そのとき・否定」

　　＝「わたしはそのとき彼に君をそこからこちらに彼らと一緒に連れて帰らせるこ

　　とカ§できなカ〉った」

のように，動詞が文の構成に必要な要素を表す接辞をとるという152．

　これに対し，いくつかの活格言語の残津とともに，またいくつかの対格言語の

萌芽をも含むといわれるが，大体において能格型の類型をもつ，ナフ・ダゲスタ

ン諸語のばあいには，動詞のみでなく，名詞においても，格と数の体系が発達し

ているという．たとえば，前にも述べたダルギン語では，

　　d－i芦？’alXUnUjβ一i兵？’algalgaXa一β一Up－P

　　「女性のクラス接辞・「小さい」＋「女」（能格）＋人でないクラス接辞・「小さい」＋

　　「木」（絶対格）＋「切る・人でないクラス接辞・能格系列の三人称単数」

のようになるという．ここでxa各u餌一βは前にも述べたように人でないクラスーp一を

xa－U∫iに挿入している．xunujはxunul「女，妻」（絶対格）の能格形であり，したがっ

て名詞変化をもっているが，同時にこの言語では動詞の接辞も保存している153．

　コーカサスの諸言語の中で，最も対格型に近い類型をもつのは，グルジア語を

含む，カルトヴェリ諸語である．グルジア語はさきに述べたように（§40参照），現

在形ではすでに対格言語類型に移行しているが，アオリスト時称においては能格

言語類型を示す，いわゆるsplit　ergativityをもつとされるものである．

　この言語は発達した格変化をもつ一方，動詞の接辞は二つ以上とらないのが，

原則となっている．たとえば，

　　ertma　kartvelma琴acma　m琴is　dros　bevriγvino　da．1．i－a

　　「「一」（能格）＋「人」（能格）＋「男」（能格）＋「収穫」（属格）＋「時」（与格）＋「たくさ

　　ん」（絶対格）＋「酒」（絶対格）＋完了・「飲む」・アオリスト・三人称単数」

　　＝「一人のグルジア人の男が収穫の時沢山の酒を飲んだ」154

　したがってこれは名詞型に属することになる．

　さきに述べたように，名詞のクラスが崩壊し，代わりに名詞によって表現され
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る格のカテゴリーが発達する傾向，意味上の自動詞と他動詞との語彙的な対立が

強化する傾向なども，このような一般的な発展段階と密接に関連する現象である

と考えれば，よく理解することができる．

　§56　このように能格言語の内部に，発達の傾向を示す現象と衰退のきざしを

みせる現象があるとすれば，発達するものは能格言語の将来にかかわるものであ

り，衰退するものはその過去に関係するものであると考えるのが，自然である．

　前者に属するものとしては，すでに述べたようにverba　habendiや連辞の発達

があるが，そのほかにも，たとえばロマンス諸語の影響であるとはされているが，

バスク語にみられるように，本来相の対立をもたなかった分詞［KO　l75］155に連辞

izanをつけて受動相をつくるばあいなどがある156．またダルギン語では，次のよ

うな分詞の形がみられるという．

　　？a6eβ一lq，uzi－v　usta（rIaqe6勇Kby3血B　ycTa）

　　「職人　それを・行うところの・彼が　仕事」

　　＝「仕事を行う職人」

　　ustadi1β呵uzi一β？aこe（ycTa双瑚6勇KLy3皿6rlaqe）

　　「仕事　それを・行うところの・それが　職人」

　　＝「職人によって行われる仕事」

　すなわち，幻uziという分詞そのものには能動の意味も受動の意味もなく，そ

れが一vによって人のクラスに関係づけられるか，または一βによって物のクラス

に関係づけられるかによって，能動と解釈されるか，または受動と解釈されるの

である［KO176］．これが能動・受動という意味での相の対立の萌芽であることは，

問違いないであろう．またグルジア語は現在諸時称では対格構文を，またアオリ

ストでは能格構文を用いる．前者の場合には能動と受動の相の対立は組織的であ

るが，後者の場合には相の対立はあまり明瞭ではないといわれる．これらすべて

のことは，能格言語がやがて対格言語に発展していくという歴史的な法則がある

ことを示唆するものであるといえよう．

　これに関連して，グフマンは，印欧語が，過去において活格型言語類型あるい

は能格型言語類型を経験し，それから発展したものであるかどうかについて，資

料の限界によっていずれか直ちに判断はできないと，慎重な態度をとっているが，

これに続いて，次のように述べていることは，興味深い．

　　再構成された印欧語の文法構造のモデルと，歴史的に観察できる諸言語の資料に

　よって示される法則性にみられる，（文法体系の特徴を規定する）基本的対立を比較して
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　みれば，指示対象den・tatumの世界の言語的モデル化の原則の相違が，きわめて明

　瞭に現れる．第一の場合（すなわち活格または能格類型　著者）には，言語構造に思惟

　の内容が図象的iconicに反映していることと結びついた，有契性motivationが支配

　的である．第二の場合（すなわち対格言語類型一著者）には，有契性が欠如している

　か，あるいは失われ，われわれの意識によって正しくadequately反映されている外

　的世界のカテゴリーや関係の，言語の文法構造に対する非図象的な反映が，支配的

　である［GI236，237］．

　クリモフも，活格言語の「二価動詞」（すなわち意味上の他動詞）について，これが

状況を図象的に反映していると述べているIKTA　I39－140］．

　ここで述べられているかぎりでは，図象的反映とはどのようなものであるか，

また対格言語類型の主語・述語・目的語の関係が，なぜ図象的反映でないのかは・

明らかでない．グフマン，あるいはクリモフの意図とは異なるかもしれないが，

著者の考えるところは，次のようである．

　著者は以前動詞の意味構造を考察するなかで，次のように考えた157．たとえば

いま，ある「人物」があり，彼の手の中に「斧」があり，かつ彼の前に「木」が

あるとする．この人物が手を上下，あるいは左右に振うという行為を行い，それ

にともなって「斧」が「木」にあたってくぼみをつけ，やがて「木」が二つの部分

に分かれる．これが「伐る」という「行為」である．この「人物」の行為そのもの

がまったく同じであったとしても，もし「斧」が「木」にあたらなかったり，あ

たってもくぼみをつけるだけであったとすれば，それは斧を「振る」行為，ある

いは木を「叩く」行為としか，観念されないであろう．したがって「伐る」とい

う行為が成立するためには，「人物」の外にある対象が存在し，かつその対象が，

少なくとも二つの部分に分かれることが，必要になる．

　あるいはまたto　pass「通り過ぎる」という「行為」を考えてみる．これはある

「人物」の行為としては，「行く」という行為，すなわち自動詞にほかならない．

「通り過ぎる」という「行為」が成立するためには，この「人物」が「行く」とい

う行為を行う過程で，ある「地点」とこの「人物」との相対的な位置が逆転する

ことが必要なのである．これが「伐る」の類と異なるところは，「地点」が何らの

変化をも蒙らない，という点にある．著者は前者の類を「他動詞」，後者を「準他

動詞」として区別した．

　しかし，ばあいによってはこの「人物」の行為の，得られる結果に対する因果

関係が，あまりはっきりしない場合も多い．たとえば「死ぬ」と「殺す」の場合を

考えてみよう．両方とも，瞬問的であれ，一定の時間を要するものであれ，共通

086　第1部　類型学の概念



しているのは，ある「人物」に生じる「死」のプロセスである．しかしこの「人

物」に生じるプロセスに，他の「人物」が関与しているかどうかは，わからないば

あいもある．たとえば極端な場合，離れたところで，この「他の人物」が神に呪

咀を行っている，という状況を考えてみる．この場合呪咀を行っている人物が関

与していると認められるならば，「殺す」という行為が成立するはずである．しか

しこれは，当該事件の生起する文化的環境とも関連する，認定の問題である．こ

れに対しある「人物」のうえに生じる「死」というプロセスは，客観的に存在す

るものであり，直接に感官に感知されるものである．もしこの考えが誤っていな

いとすれば，行為と目的語の関係がより密接な言語類型の方が，現実の認識の仕

方が，より直接的であり，感覚的であるということができよう．これに対して対

格言語の場合は，現実の認識が，より抽象的，論理的であるということになる．

　この点に関連して，山本秀樹が本質的には同趣旨であると思われるが，より透

徹した理論づけを行っていることを述べておきたい158．

　もしこのような考えが正しいものであるとすれば，印欧諸語の歴史に徴しても，

言語構造をより論理化しようとする傾向は随所に認められるわけであるから，言

語類型の発展がもし存在するとすれば，対格言語類型は年代的により後代のもの

であるということが，一般的にはいえるのではなかろうか．

　§57一方，衰退の傾向を示している諸現象を考えてみれば，これらの多くの

ものが，これまで能格言語の随伴事象として記述されていたものであることに気

づく．言い換えれば，随伴事象の多くは，能格言語の古い段階，あるいは能格言

語以前の言語段階の状態を反映するものであるということになる．

　クリモフは「内容類型学的再構成」に関連してこの点に触れ，次のように述べ

ている．

　　内容類型学的研究によって得られた若干の新しい結果に照らしてみれば，再構成

　の今後の支点が明らかになる．とくに統語，およびとりわけ語彙のレヴェルに比較

　して，形態のレヴェルの諸現象がはるかに保守的であることが明らかになったのち

　は（形態的手段が語彙的および統語的手段の転位（transp・sidon）であるという，これまでの叙述

　において指摘されたところの，現代の言語学に広く流布している考えを参照），何よりもま

　ず，言語構造のより高位のレヴェルにすでにはっきりと実現されている，類型学的

　な規範に矛盾している言語の形態論的体系の諸現象の領域に，経過した類型学的な

　状態の反映を求めるという可能性が生じる（周知のように，この事情は現代比較言語学の

　再構成の実践においてかなり広く考量されている）［KP160－161］．
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　しかし学者によっては，能格言語が対格言語から発展した可能性を指摘するば

あいもみられる．たとえばコムリーは，「しかしながら通時的には形態的な能格

性の若干の例が，受動構文から，これに対応する能動形の喪失を経由して生じた

よい証拠がある」として，インド・イラン語派の諸言語，とくにインド諸語を挙

げ，「これらの言語は過去時称の諸形においてのみ，またはさらに限定されて完了

過去の諸形において，典型的に能格的である．これらの言語，たとえばサンスク

リットの初期の段階においては，このような時称／アスペクトは能動と受動の両形

をもっていた．しかし能動形に比較して受動形の頻度が増加し，最終的には能動

形が廃用に帰した．この発展に平行して，主語の性質は（細部にわたって再構成する

ことはできないであろうが，疑いもなく緩りと）（受動構文の）P名詞句から（能格構文の）

名詞句へ移行した」と述べているが，他方逆の可能性も認めて，「受動から能格へ

の可能な発達を観察したので，われわれは主格・対格システムが逆受身から発達

しえたという逆の可能性を指摘することができよう」として，アオリストが能格

性をもつグルジア語でアオリスト形が対格性を示す現在時称よりも早く成立して

いた可能性を挙げている．しかしコムリーが「現代ペルシア語において能格性は

完全に失われ，その結果最古のペルシア語から現代語への発達において，能格性

の興亡をみることができる」としていることからみれば，彼は両様の可能性があ

ると考えていたのではないかと思われる159．

　これに対してたとえばシュマルスティーグは，印欧語は本来能格言語であった

とし，「印欧語の内部で基本的な相と派生的な相との逆転が起こったこと，すな

わち従来の能動相は本来は逆受身（かっアスペクトは不完了）であり，従来の中・受

動相（通常完了的であるが，すべての動詞のカテゴリーにおいてそうというわけではない）

は，能格の文脈において用いられていた」という仮説を提示し，たとえば，

　　　　　　逆受身

　　　　　　＊mater　　　　　　pekw－et　　　　　　ovi－m

　　　　　　mother　　　　　　cooks　away　　　　　at　the　sheep

　　　　　（absolutive　case）　　　（intransitive　verb）　　　（dat．＿10c．case）

　　　　　　能格

　　　　　　＊ovi　　　　　　　　pekw－to　　　　　　　matr－6／6s

　　　　　　sheep　　　　　　　cooked　　　　　　　by　mother

　　　　　　（absolutive　case）　　　（intransitive　verb）　　　（ergative　case）

　　　　　　　　　　　　　（tranSitiVePPP）　　（＝［genitiVe］）

　初期の段階では逆受身が現在に用いられ，能格構文が過去時称に用いられてい
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たために，両者は能動相と受動相の対立とはなりえなかったが，不完了アスペク

トが最終的に現在時称になったとき，これは大部分逆受身の構文をとるようになっ

た．このとき，三つの変化が生じたという．すなわち，1）述語動詞の自動詞から

他動詞への変化，2）主語の絶対格の主格への転化，3）目的語の与・所格の対格へ

の変化．これによって逆受身構文が能動構文になったとき，それまでの能格構文

も再解釈されて受動構文と感じられるようになった，というのである160．

　§58　一方具体的な言語の研究のなかから，これまで能格言語，あるいは能格

言語の一つの変種と考えられてきた言語の中に，能格言語とは違った，独立の言

語類型に属しているとみられるものがあるという，認識が生まれてきた161．たと

えば北アメリカのダコタの言語では，代名詞的な指標ma一「私」は能格言語と同

じように意味上の他動詞の意味上の目的語または意味上の自動詞の意味上の主語

として用いられている．これに対して意味上の他動詞の主語として用いられるの

はwa一という形である．たとえば，

　　　　　　　　　ma一曲a　　　　「私は・わるい」

　　　　　　　　　ma－ya－k’te　　「私を・おまえは・殺す」

　　　　　　　　　（砕）wa－k’te　　「彼を・私は・殺す」

のようなばあいである．

　しかしこの言語は一方では意味的には自動詞であるはずの，「移動の動詞」verba

movendiといわれる一群の動詞の主語に立つばあいには，ma一ではなくてwa一を

用いるという．たとえば，

　　　　　　　　wa－t’i　　　　「私は・住む」［KTA34］

　カルトヴェリ諸語の研究のなかでも，このように意味的には自動詞であるはずの

ものに，他動詞の主語と同じ形の指標をとるものが，多数みられることが，指摘

されてきた．その数は数百，派生動詞を含めると数千にものぼるといわれる［KTA

421．そうとすれば，これらの例は，能格言語という原理からの例外というだけで

はなくて，何か別の原理によっているものと考えないわけにはいかなくなる［KTA

43］162．それがどのようなものであるかについては，種々の議論があったが，結論

的にいえば，これらの言語は述語を行為であるか，状態または性質であるかに従っ

て分類することを構成の原理としてもっている，と考えられる．逆にいえばこの

ような言語のばあいには，意味上の自動詞と他動詞の区別は，重要なものではな

いのである．したがってここではまた名詞も行為に参与できるかどうかによって，
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区別されることになる．

　能格言語の対格言語に対する関係と同じように，この類型に属している言語の

形式（格）も，能格言語とは違った原理の上に建てられるとみなければならない．こ

れらの言語には，無徴的な格と有徴的な格とがみられるが，クリモフは有徴的な

ものを乱ktivnyj　pade2（activecase）と呼び，無徴的なものをabs萌utnyj　pade乞（abs・1ute

case）と呼んでいる．ここから彼はこのような言語をjazyki　aktivn。g。str。ja（active

languages文字通りにはlanguages・factivef・rmati・n）と名づけている163．ここでは仮にそ

れぞれ「活格」，「絶対格」および「活格言語」と訳すことにする．そうすれば動

詞のばあいも「活格動詞」と「絶対（格）動詞」ということになる．もっともこの

ばあい，「行為動詞」と「状態動詞」という呼び名の方が，一般的であるように思

われる．

　対格言語では他動詞と自動詞が文法のカテゴリーとして対立し，また能格言語

では能格動詞と絶対動詞が対立していた．この能格動詞は他動詞の大部分といく

らかの自動詞からなり，絶対動詞は自動詞の大部分を含んでいるという点で，対

格言語の他動詞と自動詞の区別と一定の重なりをもっていた．これに対して活格

言語のばあいには，対格言語の自動詞と他動詞の大部分が行為動詞に含まれ，自

動詞に属していた状態動詞が名詞述語や形容詞述語にあたるものとともに，状態

動詞を構成することになる．この点で活格言語は能格言語と対格言語の両方に対

して対立する言語の類型であるといえる．

　いま述べたことを表にすれば，おおよそ次のようになろう．

　　　　　対格言語　　　　　　能格言語　　　　　　　活格言語

　　　　　自動詞　　一　　絶対動詞　　〈 　　状態動詞

　　　　　　　　　　＼　　　＼

　　　　　他動詞　　ぐ一 　　能格動詞　　一　　行為動詞

　前にも少し触れたが，欧米並びに日本の類型学においては，活格言語類型を能

格言語類型と原理的に異なったものであるとは考えていないようにみえる．コム

リーの論文「能格性」の中には，ポリネシア諸語に属するサモアの言語の例が，

いわゆるsplit　ergativityの特殊な例として引用されている．すなわち，この言語

においては，「よりダイナミックな動詞」more　dynamic　verbsのばあし〉には能格構

文が用いられ，「より静的な動詞」more　static　verbsのばあいには主・対格構文が

用いられるというのである．たとえば，
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　，Ua　　sogi　e　　le　tama　φ　　le　ufL
　　Tense　cut　E思　the　boy　。4ゐ乱　the　yam
　”The　boy　cut　the　yam．”

に対して，

　，Ua　　alo血　φ　　　1e　tama　，i　　Ie　teine．
　　Tense　正ove　　／Vbηz。　the　boy　　∠46乱　the　girl
　”丁益e　boy　loves　the　girl．”164

　ここで絶対格と主格は同じく無徴であり，能格のeと区別されているという．

しかしこれは見方によれば活格言語であると考える方が，適当であるように思わ

れる．筆者にはこれについて判断する知識はもち合わせていないが，クリモフは

以下にみるように，インドネシアおよびメラネシアの諸語を，活格言語に数えて

いるのである．

　§59　クリモフによれば，現在この活格言語に属していると考えられている言

語には，たとえば次のようなものがあるという［KTA5－8］．

　第一には活格言語の初期の段階にあるとされる，北アメリカのナデネ語族に属

するとされる諸言語，すなわちハイダ，トゥリンギット，エヤクなどの言語，お

よびこの語族のアタパスカン語派に属するといわれるナヴァホ，アパッチ，チリカ

ファ，フパ，ナットレ，サルギ，チペブヤ，カリェル等の諸言語，スー語族に属

するダコタ，アシニボイン，ポンカ，トゥテロ，ヒダツァ，クロウ，オフォ，ア

イオワ，カタウバなどの諸言語，活格言語の後期の段階にあるとされる，ムスコ

ギ語族に属するムスコギ，クリーク，チョクタウ，ヒチティ，コアサティなどの

諸言語，並びにイロクォイ語族のモホーク，オネイダ，セネカ，オノンダガ，フ

ロン，チェロキーなどの諸言語がある．同じく北アメリカのユチの言語もこれに

属するとされている．

　第二には南アメリカのブラジル，パラグァイ，アルゼンチン，ボリビア，ペルー

に分布するトゥピ・グァラニ語族も，この活格言語に属する標準的な言語である

といわれる165．これは七つの語派に分かれるが，その第一はトゥピ語およびグァ

ラニ語のほか，カイワ，カマユラ，アウェティ，コカマ，オマグァ，ムンドゥル

ク，シリオノなどによって構成されるものであり，第二はユルナ，第三はアリケ

ム，第四はトゥパリ，第五はラマラマ，第六はモンデ，第七はパルボラの諸言語

のつくる語派である．

　アメリカ大陸以外には確実に活格言語に属していると考えられるものはないが，

たとえばインドネシアとメラネシアの諸語，フィリッピンのタガログ語，ミンダ

7．内容的類型学研究の進展　II，活格言語　　091



ナオ島のダバオの北に分布するディババウォンの言語なども，活格言語に属する

可能性があるといわれる。またオーストラリアのアボリジンの言語にも活格言語

の可能性をもったものがあり，たとえばアラワ語などでは生物を指すもののほか，

舟，自動車，飛行機のように運動する物体を指す語も，活格に立つことができる

という［KTA5－8］．古代の言語では印欧祖語のほか，ウラルト語，エラム語なども，

少なくともその主要な特徴に関しては活格言語の可能性があるといわれる［G＆II

267－3191166．

　これらの活格言語は，その内部でさらに三つの類型に分かれるという．その一

つは行為と非行為（状態）の対立を基本軸にしているもので，典型的な活格言語で

ある．第二はこの行為と非行為の対立が活動体（人・動物）と不活動体（それ以外のも

の）の対立に影響されているものであり，もう一っは主語と目的語の対立によって

行為と非行為の対立が修正を受けているタイプである．最後のものはこれまで述

べてきたことから，能格言語または対格言語に移る過程にあるものと考えられ，

したがって活格言語の後期の段階を示しているとみられる．そうすれば第二のも

のは，活格言語以前の状態をまだ残しており，したがって活格言語の初期のタイ

プに属するものである可能性が生じる．もちろん，いわゆる活動体と不活動体の

区別は，この区別を知っているロシア語においては，比較的後代に発達したもの

であり167，それ以前には男性，女性，中性の三性を区別するのみであったことを

みても明らかなように，少なくとも理論的には生物・非生物のカテゴリーが，活

動体・不活動体の区別より前に存在する可能性も十分にあると考えられる．

　クリモフはこの点に関連して，諸家の所説を紹介しているが，その中に典型的

なものとしてネミロフスキー（HeMHπ。BcK雌，MHxaH∬∬K・BπeB四1883－1965）の説の次

のような引用がある．

　　事実は，名詞の類別の発達は，多分類体系から二・三の文法的性の，あるいは完

　全な性の消滅の方向に進むことを，示している．．．．＿言語が具体的なものから抽象

　的なものへ，一般的なものへと発展する傾向をもつことが，もう一度裏づけられる．

　言語に多くの名詞のクラスがあればあるほど・これらのクラスはより具体的であり・

　客観世界の対象の類別をより明確にまた完全に反映するのである．＿．．．逆に，名詞

　のクラスの数の減少とその融合は，かつての形式と内容の統一を破壊にみちびく．

　はっきりいえば，その分類はどんどん事物の現実性を失っていき．＿，．純粋に文法的

　で，抽象的形式的な名詞の分類に転化する．この分類をとおして色あせ，大部分混

　乱した形で，そのより古い分類が透けてみえるのである［KTA268］168．

　このような考え方に基づいて，クリモフはさまざまな研究者の報告しているとこ

092　第1部類型学の概念



ろの，「透けてみえる古い分類」を引用している．たとえば，ロドリゲス（R・d・rigues，

Ary・nDall・IgnaR，）の報告しているところによれば，トゥピ・グァラニ諸語の古トゥ

ピ語には，所有変化の三人称に，t一によって特徴づけられる人を表すクラスと，s一

によって特徴づけられる動物を表すクラスがあるという．たとえば，esa「目」に

対してt・esa「それ（人）の目」，s－esa「それ（動物）の目」となるという．

　　　a－t－es妥kut低　　　　　「私・三人称人間・目・傷つけた」

　　　　　　　　　　　　　＝「私は彼の目を傷っけた」

　　　a－s－esゑ一ku樋k　aiuru　　「私・三人称動物・目・傷つけた＋オオム」

　　　　　　　　　　　　　＝「私はオオムの目を傷つけた」［KTA276］169

　あるいはまた，エビング（Ebbing，J．E．）の報告するところによれば，アイマラ語

においては，「運ぶ」，「置く」，「取る」という動詞が，意味上の目的語となる対

象の性質によって，異なった形をとるという．たとえば，

「運ぶ」

irpafia

i己ufia

aja五a

irafia

asa五a

apana
itafia

iqafla

「取る」

irptafia

iるtafia

司tafia

irtafia

astafia

apta血a

ittafia

iqtafia

「置く」

irpxata五a

iるxata五a

ajxata五a

irxata五a

asxata五a
apxatana

itxata五a

iqxata五a

活動体

細かいもの

長いもの

丸いもの

平たいもの

不規則な形をもっもの

重いもの

柔らかいもの［KTA280］170

　§60　このような見方によれば，活動体・不活動体の対立と，生物・無生物の対

立は，植物がどちらに組み込まれるかの相違であるということになる．もしそう

であるとすれば，そのためには植物が一つの類を構成している状態が必要となろ

う．たとえば典型的な多分類言語であるバントゥー語族が，人と動物，植物など

を細かく分類しているような場合が想定される．上述のアイマラ語などをみれば，

一概にはいえないにしても，活動体・不活動体の類別をとるか，生物・無生物の

類別になるかは，バントゥー諸語のように，細分化している名詞の類別が，どの

ように集まってより大きな分類に変化したかによると思われる．したがって活動

体・不活動体の類別，生物・無生物の類別は，たとえ一旦成立したとしても，相

互に容易に変わりうるもののようにも，思われてくる［KTA7g－80］171．しかし理論

的にはその逆のばあいも考えられる．そのいずれが先であるかは，にわかには定

めがたい．両方とも可能なのではないか，というのが，現在の感想である．
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　ソヴァは（C。Ba，πm6・Bb3HH。BbeBHa），『バントゥー諸語の文法構造の発達』172の

序文において，例としてズールー語の名詞の分類の意味的基礎を論じ，「分類の基

礎にあるのは二つの空問的・時問的連続体，すなわち人間の脳の外にある時間と

空間，および脳の内部にある時間と空間の連続体の固定化と名づけることのでき

る，客観的現実の反映の原理である．この二つの空問的・時間的連続体は話者に

よって認知される所与であるが，これらの所与の各々が自らの特殊性をもってお

り，人間によってその感じ方が異なるために，言語手段によって固定の仕方が異

なるのである」173とする．ソヴァによれば，バントゥー祖語には24のクラスが措

定されるが，これは言語によってさまざまに継承され，コモ語のように，まった

く類別を失ったものから，アンバ語のように二つのクラスのみを区別するものも

あるといい，「このようなプロセスの結果，二分類あるいは三分類の体系が発生

する可能性があり・それを一つのクラスのカテゴリーから，別のクラスのカテゴ

リー，すなわち文法性genre，活動体・不活動体，社会的に能動的なもの・社会的

に受動的なものなど，に転化したと解釈することができる」としている隅．

　印欧語についてはのちに述べることになるが，これに関連してデスニツカヤは，

「名詞の分類と印欧語の名詞変化の問題」という論文において［DS57－70］，キュニー

（Cuny，Albe耐870－1947）の所説を引用しながら】75，たとえば0語幹，U語幹，1語

幹のような印欧語の名詞の語幹の多様性について，「（ロシア語，ドイツ語などの）現

代の印欧諸語に未だ根絶されずにある，名詞変化のタイプのこの多様性は，歴史

以前の状態に遡る．語幹形成接尾辞の相違は，名詞変化の体系の形成，およびお

そらくは動詞変化の体系にも＿。，．先立つ時期における印欧諸語を特徴づけていた

古代の名詞の類別の反映である」とし，同時に「…．．、格体系の発達に先立つ時期に

遡る，語幹のタイプによる名詞の類別は，明らかにすでに以前から生きたカテゴ

リーとは感じられなくなっているから，その研究はきわめて困難である」として，

慎重な姿勢をみせながらも，たとえばU語幹の場合には，ギリシア語の7‘レ駕，

ゴート語のkimus「頬」，ギリシア語の76囲，ラテン語のgenu，ゴート語のkniu

「膝」，ゴート語のhandus「手」，ラテン語のmanus，ゴート語のfotus「足」等の

ように，対偶をなす身体の部分，ギリシア語のβραδ喉「遅い」と7αx次「早い」

のように対をなす概念等を表すことが多いことも確かであるとしている［DS58－62］．

　さらに彼女は＊一rの構成にかかる名詞についていくらか立ち入った考察をしてい

る．この構成にかかるものには，よく知られているように，δω切ρのような生産的

な行為者名詞を除けば，ギリシァ語πατ加「父」，μかηρ「母」，δ効ρ「夫の兄弟」，

θ切dτηρ「娘」，κ6λωρ「息子（詩語）」，サンスクリットnaptar「甥」，ラテン語soror
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「姉妹」のように親族関係を表す語がある．一方これに対応するものとして中性

で人あるいは動物の身体の部分を表すものがある．たとえば，ギリシア語加αρ

（ラテン語iec皿「肝臓」），・佃αρ「動物の乳房j，σ丁6αρ，πταρ「脂」，カτ・ρ，爾ρ「心

臓」，ラテン語cruor「血」などである．この構成にかかるものの中のあるものは，

のちに一砥によって代えられたとされるが176，この後者の構成をもつものにも，や

はり身体の部分を表すものがある．たとえばκ‘ρα⊆「角」，κρ6砥「肉」，δ印α⊆「身

体」，δ印αg「皮膚，毛皮」，κω砥「毛皮」などである．

　デスニツカヤはレヴィー・ブリュール（L6vy－BruH，Lucien1857－1939）がオーストラ

リアのアボリジンのいけにえの儀式における「血」の重要性についての所説を引

用しながら177，ホメーロスのいけにえの描写においても血および内臓が重要な役

割を果たしているとしている．ここから彼女は，＊一rおよび＊一翻の構成をもっそ

の他の名詞も，宗教的な儀式にかかわるものであると推定している．たとえば，

猷∈ゆαρ「脂」，aλ砥「塩」および＊一asに遡ると考えられる乙xゆ「神の血管に流れ

ている血にあたる物質」，雇λωρ「怪物」，翫αρ「うつつ，現実」，加αρ「夢」，加αρ

「日」，τ印砥「しるし，奇跡」，K加「死の女神」，訪αρ「食べ物」，聞ωρ「水」，どαρ

「春」，〃6解αρ「ネクタル，聖酒」，葡ρ「火」などである．

　これらの語と上述の親族関係を表す語との関係にっいて，デスニツカヤは宗教的

儀式の遂行の基本的単位は氏族であった点に求められると考えている［DS61－62］178．

　クリモフは，同じレニングラード学派の一人として，これらの研究について承

知していたであろうと思われるのである．

　§61すでに述べたように，活格言語は動詞を行為動詞と状態動詞に区別するこ

とを基本にしているから，対象も行為の意味上の主語になれるものと，そうでな

いものとに分けることになる．したがってこれらの言語では名詞の「活性」animate

と「不活性」inanimateの区別も，包含事象であるということになる．たとえばハイ

ダの言語では，活性に属しているのは，djada「女」，’auga「母」，gaxa「子ども」，

￥a「犬」，琴at「鹿」，専cu「赤杉」のようなもの，また不活性に属するのは，たとえ

ばgwai「島」，gayu「海」，g6γa「崖」，tagun「皮」，na「家」，kun「鼻」のような

名詞である［KTA83］．これらの例から，活性名詞には一般に人，動物のほか，樹

木などの植物も含まれていることがわかる．さきに挙げたような，活動体，不活

動体の区別に近い対立をもつといわれるものは，植物が活性名詞から除外される

ばあいである．これらのばあいに行為動詞は，常に活性名詞と結びついている．

　逆にいえば，行為動詞は，活性名詞によって表される行為を示しており，それ
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が意味上の自動詞であるか，または意味上の他動詞であるかにはかかわりがない，

ということになる．たとえば「産む」，「産まれる」，「死ぬ」，「育つ」，「育てる」，

「行く」，「走る」，「跳ぶ」，「倒れる」，「横たわっている」，「食べる」，「飲む」，「話

す」，「泣く」，「切る」，「捕まえる」，「壊す」，「持っている」，「与える」，「焼く」，

「雷がなる」，「稲妻が光る」，「雨が降る」などのような意味をもった動詞がこれで

ある．

　具体的な例としては，トゥピ・グァラニ語族79のカマユラ語では，m肛akゑ「歌

う」，ha「行く」，m乱n6「死ぬ」，jan「走る」，juk6「殺す」，nu瀕「打つ」，kut丘k「刺

す」，’ata「歩き回る」，wew丘」「泳ぐ」，wew6「飛ぶ」，ap6「焼く」，kwah6p「知って

いる，できる」，me’6η「与える」，m・m6t「投げる」，pej丘「風が吹く」，p・tat「欲す

る」，p∂h6k「持っている」，’u「食べる」，u｝丘「咬む」，’丘「（水を）飲む」，p∂t6t「（乳を）

飲む」などが，行為動詞に属しているという［KTA85］．

　このように活格言語では自動詞と他動詞が文法的に関与的でないとすれば，た

とえば「死ぬ」と「殺す」，「燃える」と「焼く」，「乾く」と「乾かす」，「横たわっ

ている」と「置く」，「目覚める」と「起こす」，「倒れる」と「倒す」，「行く」と

「運ぶ」，「走る」と「追う」，「這う」と「引きずる」のようなものは，同じ語に

よって表されることになる．これらは能格言語類型においては可変動詞であった

［KTA89－90］。

　たとえば，コーカサスのナフ・ダゲスタン諸語に属するレズギ語では，q，in「殺

す，死ぬ」，xun「壊す，壊れる」および「生む，生まれる」，6urun「焼く，焼け

る」，kXun「焼く，燃える」，q’urun「乾かす，乾く」，rugun「沸かす，沸く」およ

び「煮る，煮える」，a伽n「ちぎる，ちぎれる」などが，これに属するという［KO

148］．

　したがって能格言語のばあいには随伴事象であったこれらの動詞も，活格言語

では包含事象になる．またたとえばグァラニ語のnemb・？6「立っている」や五en6

「横になっている」またはkwa6「知っている」のように，意味的には状態動詞であ

るはずのものが行為動詞として扱われているのは，これらが活性の名詞と用いら

れるためであると考えられる．このほかたとえばカマユラ語のpej丘「（風が）吹く」，

グァラニ語のsu面「（雷が）鳴る」，wer訂（稲妻が）光る」，k…「（雨が）降る」のような

自然現象が同じように行為動詞として用いられているのは［KTA85－87］，これらの

民族の世界の観方に関係しているのかもしれない．このような不随意的な行為や

状態を表す「周縁的な」語彙は，言語によって少しちがった扱いを受けるばあい

がある．たとえば「横たわっている」，「倒れる」，「死ぬ」のような動詞は，すで
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にみたようにグァラニ語では行為動詞に分類されているが，ダコタの言語では状

態動詞として用いられるという［KTA88］．

　状態動詞に属するものは，たとえばグァラニ語では次のような動詞であるとい

う．arer訂「震える」，as6「病気である」，6ra「という名である」，司win6「悪臭がす

る」，kar6「びっこをひく」，kurus丘「ちぢんでいる」，i？ai「汗をかく」，opew6「ま

どろむ」，p丘「音がする」，w・t∂yerゑ「花が咲く」，has訂泣く」，mandu？a「覚えてい

る」，tesar6y「忘れる」，uh6y「喉が乾く」，ware’氏「空腹である」のほか，apu電「丸

い」，gwas丘「大きい」，m翫ret6「強い」，puk丘「高い，長い」，tuyゑ「年老いている」

などである［KTA87］．

　行為動詞はきわめて多くのばあい活性名詞と結びつき，また状態動詞は不活性

名詞と結びつくことが多いといわれるが［KTA95］，これはその意味から当然であ

ると思われる．また活格言語のばあいには他動詞と自動詞という区別はなかった

とされるから，同じ語が自動詞としても，また他動詞としても用いられるという

ことが可能になる．可変動詞である．このような動詞は能格言語のばあいにもみ

られることが多かったが・能格言語の原理からは説明することができず，随伴事

象であった．これに対して活格言語の原理からは直接説明することができるから，

これは活格言語の包含事象であるといえる．このことから逆に，自動詞と他動詞

という区別も，論理的には別にして，決して普遍的なものではなく，対格言語の

包含事象であることがわかる。

　§62　いま述べたような行為動詞と状態動詞という区別に対応して，活格言語

でも活格と不活格の二つの系列の人称接辞が区別されることになる．前の節で述

べたように，行為動詞の意味上の主語になるのは活性の名詞が主であるから，こ

れが活格の系列の接辞に対応し，また多く状態動詞の意味上の主語になる不活性

名詞が不活格系列の接辞に対応するのは，当然である．しかし逆に行為動詞の意

味上の目的語あるいは補語になるのが，不活性名詞だけとはかぎらないことも，

また明らかである．しかしこのばあいには活性名詞も不活格の接辞に対応しなけ

ればならない．また活性名詞の状態を表すばあいにも，行為の意味上の主語では

ないから，不活格の接辞に対応する．

　このような対応の仕方は，結果においては能格言語の人称接辞のばあいと同じ

ことになるが，原理の面からみれば能格言語のばあいとは違った，活格言語自身

の原理によっているのである．包含事象と随伴事象とについて述べたときに，随

伴事象は以前の言語類型の包含事象であったものか，または将来の言語類型の包
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含事象であるといったが，この対応の仕方は，能格言語の包含事象でもあり，ま

た活格言語の包含事象でもある，ということになる．こういうことが起こるのは，

活格言語のもっていた構文の意味を能格言語の立場から解釈しなおしたためであ

ると思われる．述語とこれに関係する名詞との関係のあり方が言語の類型をきめ

る中心的なものだからである．逆にいえば，このような再解釈が言語類型の中心

の部分で起こったために，言語類型そのものが変化したのであると，いうことが

できよう．

人称接辞の系列は，たとえば次のようになるという［KTA　l33．134］．

　　a）グァラニ語180

数 人　称　　活　格　　不活格

単数
閣
■

一

a
m
o

se胴

ロ　ド

i一，φ

形
形

含
外

包
排
2
3

｛1　
数

　
複

一
　
一
　
一

胆
m
熈
研

yane－

ore－

pene－
i一，一φ

b）ダコタ語捌

数 人　称　　活　格　　不活格

単数
a

禰

咽
胆
砕

一）（
閑m
n

　
一
，
φ

，
。
－

㍗
n

m

複数1｛顯形
　　　　　号

n
u－

wa－

ya層

φ

　un－
ma一，m（i）一

　n（i）一

　φ一

C）トゥリンギット語182

数 人　称　　活　格　　不活格

単数
x（a）一　　　　　　xAt－

i－　　　　　　i一
φ一　　　　a一，du一，AC一

複数
蝕
一
陛
み

ha．

￥1『

a一

たとえばグァラニ語では次のように変化する［KTA　l37］．
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　　活格動詞

　　　　　　　　意味的他動詞　　　　　　　意味的自動詞

　　　　　　みme？6　「私は与える」　　　a－wewe　「私は飛ぶ」

　　　　　　re－me循　「おまえは与える」　re－wewe「おまえは飛ぶ」

　　　　　　αme？6　「彼は与える」　　　・一wewe　「彼は飛ぶ」

　　　　　　　　営e－pet6　　「（彼は）私を打つ」

　　　　　　　　ne－pet6　　「（彼は）おまえを打っ」

　　　　　　　　飴ne－pet6「（彼は）おまえを含めて我々を打つ」

　　絶対動詞

　　　　　　　　　　　蓉e．mi煮　「私は控えめだ」

　　　　　　　　　　　nde．mirf　「おまえは控えめだ」

　　　　　　　　　　　i－mirf　　「彼は控えめだ」

　グァラニ語では，いくつかの例外を除いて意味上の主語または目的語のどれか

一つだけを接辞として表すのを原則にしているが，スー語族の言語では接辞の

つけ加え方にこのような制限はなく，意味上の主語と目的語の両方の接辞をとる

ことも，またどちらか一方をとることもできるという．たとえばダコタ語では，

wa一㎏6ka「私は縛る」，ya一㎏6ka「おまえは縛る」に対して，ma－ya－ka善ka「私をおま

えは縛る」．m盆a忌血＜ma砂k丞㎏「私を（彼が）縛る」のような形もある［KTA　B7］。

　§63　ところで不随意的な行為を表す動詞や，活性名詞とかかわりの深い状態

を表す動詞は，典型的な行為動詞と状態動詞からみれば，それらの中間にある動

詞であるということができる．したがってこれらの動詞は，言語によって行為動

詞に属したり，あるいは状態動詞に属したりしている．たとえばスー語族のアシ

ニボインの言語，イロクォイ語族のセネカの言語のように，三っの系列の接辞を

もち，そのひとつの系列を不随意行為を表す動詞の接辞として利用している言語

が報告されているが，これもいま述べたような不随意行為を表す動詞のもってい

る中間的な性格のためであろう．たとえばアシニボイン語では，この接辞の系列

は次のようになっているという183．

　たとえばmn－uh益一きi「一人称単数・「ある」・否定」＝「私のところにない」，n－uha

「二人称単数・ある」＝「おまえのところにある」，yuha「彼のところにある」（y一は

語が母音uで始まるために前綴されたもの）のようなばあいである［KTAl36］．

　この系列の接辞をとる動詞には，たとえば，wayaka「見える」，iy丘kca「思われ

る」，awゑyaka「目覚めている」，yuksa「とぎれる」，yus6ta「疲れる」，yuw6ga「こ

7．内容的類型学研究の進展　II．活格言語　　099



われる」などがあるという［KTA97］．

　この系列の動詞は，不随意行為や状態を表しているから，能格言語の随伴事象

であった「情緒動詞」と語彙が重なることが多い．能格言語では意味上の自動詞

を絶対動詞に分類しているから，これらの自動詞の中からかっての活格と結びつ

いていたものだけを解釈しなおしたのが，情緒動詞であると思われる．もしそう

であるならば，能格言語の情緒動詞も，もとは活格言語の包含事象であったとい

うことになろう．

　§64　活格言語は，名詞を活性と不活性に分けている．植物は生物ではあるが

行為に積極的に参与するわけではないから，不活性に属すると考えられる．しか

し活性にはかつて生物すべて，すなわち動物と植物が属していたことを示すと思

われる，多くの現象がみられる．このことから，いくつかのことが活格言語の包

含事象として説明できる．

　まず第一に植物と動物に共通の語彙がみられることである．たとえば「血」と

「樹液」，「角」と「枝」，「耳」と「葉」，「皮」と「樹皮」，「身体」と「幹」，「肉」

と「果肉」，「頭」と「樹冠」などがしばしば同じ語によって表された．また「殺す」

と「伐倒す」，「泣く」と「樹液が滲出する」のような動詞も，また動物と植物に

共通であった［KTA112－113］184．このような現象は現在でも，活格言語の初期の発

展段階にあるとみられるナデネ語族によくみられるといわれるが，このような分

類の基礎には，名詞が示している対象が言語の使用者にとって重要であるかどう

かという，言語集団のものの観方があるように思われる．多くの言語に，本来な

らば不活性に属しているはずのものが，社会生活を営む上で重要と思われるばあ

いに，活性名詞として扱われている例がみられるからである．たとえばアルゴン

キン語族のオジブワ語では，人，霊魂，超自然の存在であるマニトゥ，動物，植

物のほか，とうもろこし，タバコ，こけももなどが，活性名詞になっている．ま

たこの言語に近い関係にあるメノーミニ語でも，パン，小麦，とうもろこし，タ

バコ，えぞいちご，太陽，星，月などのほか，鍋や車，汽車のようなものも，活

性名詞と考えられているという［KO125－126］．

　ロシア語の場合でも・論理的には明らかに不活動体であるはずのpokojnik「故

人」，mertvec「死人」などのほか，kukla「人形」，korol’「（チェス，トランプなどの）

キング」のようなものが，活動体の名詞と考えられている．またあとで述べるよう

に，ロシア語の活動体と不活動体という文法カテゴリーの発生は，歴史的にみれ

ば，対象に与えられる価値，すなわち個別性の高さ，に基づいて行われたもので
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あると考えてもよいように思われる．逆の場合，たとえば中世ロシア語ではplen廿

「戦争捕虜」，ra樋「奴隷」は，決して活動体の語尾をとることがなかった．社会

的な地位が低かったからである185．

　このような活性と不活性の区別は，活格言語の発達の後期になると崩れてくる．

たとえばユート・アステック語族のタオス語では，不活性のカテゴリーが二つに

分かれて，三つのクラスになった．これは論理的には不活性であるが，社会的に

重要なものを表す名詞と，それ以外の不活性名詞とを区別する必要によって生ま

れたものと思われる．これに対してチヌークの言語では，男性，女性，中性にあ

たる三っの性の区別を発達させた．これはタオス語のばあいとは違って，活性の

カテゴリーの下位区分を基礎にしたものと思われるが，指示代名詞，数詞，複数

の形などに活性と不活性の対立の痕跡があるという［KO126］．

　§65　活格言語は対象を活性と不活性に分類することを基本的な原理としてお

り，また活性のクラスの名詞の方が社会的に重要な役割をもつ対象を表している

から，活性のクラスに属する対象の勢力範囲，あるいはこの対象の所属を示す必

要が大きいのはよく理解できる．したがって活性のクラスの対象の所属の表示は，

活格言語の包含事象の一つであるということができる．このような所属の表現は，

非分離所有organic　possessiveと分離所有inorganic　possessiveとをこ分けられる．非

分離所有というのは，名詞がいつも所属の表示とともに用いられ，単独で用いら

れることのないものである．これに対し，分離所有はばあいによって所属の表示

をともなうこともあり，またともなわないこともあるものである．

　この非分離所有をもつ名詞は，三つに分けられる．一つは人，動物，植物の一

部分であるもの，第二は名前や親族関係を表すもの，第三は人や動物と密接に関

係する事物を表すものである．第一のグループに属するものは，たとえば「頭」，

「手」，「足」，「目」，「耳」，「心臓」，「膝」，「角」，「尻尾」，「木の葉」，「根」など

があり，第二のグループにはたとえば「父」，「母」，「祖父」，「兄弟」，「姉妹j，

「息子」，「娘」などが属しているという，また最後のグループに属するものとし

ては，たとえば「影」，「足跡」，「夢」，「矢」，「きせる」，「家」，「獲物」，「巣穴」，

「巣」などがあるという［KO　l36－137，KTA4g］．

　分離所有と非分離所有というカテゴリーが活性の対象に特有のものであること

はさきに述べたとおりであるが，非分離所有の人称接辞が，多くの言語で不活格

の系列の動詞の人称接辞と同じであることは，興味深い．たとえばダコタの言語

では，mi－tantCan「私の身体」，ni－Siha「おまえの足」のように，一人称m（i）一，二
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人称n（i）一，三人称φ一という，活格の系列に対立する不活格の系列の接辞が用いら

れている．クリモフは，この系列が状態または性質を対象から分離しにくいこと

を示すためである，と考えている［KTAI4g］．

　これに対して分離所有は，たとえばダコタ語のmi－ta－koda「私の友人」，ni－ta－

cunke「おまえの馬」，あるいはアタパスカン語族のチリカファ語の非分離所有の

bi－tsii「彼（自身）の頭」に対する分離所有bi一’i－tsii「彼の（もっている，あるいは食用に

する，など）頭」のように，不活格の接辞と非分離を表す接辞とを組み合わせたも

のか，あるいはムスコギ語族の諸言語のように，情緒動詞の系列の接辞によって

示されるという［KTA149－150］．

　コーカサスのアドィゲ語においても，同様に，非分離所有s－n∂（c－H9）「私の鼻」，

s一｝∂（c一恥∂）「私の足の裏」，s－pXw（c－Hx』y）「私の娘」，s－k憾（c－Kb・皿）「私の兄弟」，

s－c’a（c－UI∂）「私の名前」に対して，分離所有はs－i一頭c－H一皿b・）「私の馬」，s－i－m∂li（c一

皿一M孤b・）「私の羊」，s－i－w主n∂（c－M－yb・且g）「私の家」，s－i－t屈（c－H－TxbML）「私の本」の

ようになるという［KOl37］．

　ジュリンスカヤ（鼠yPHHCE朋，M．A．）は，メラネシア諸語の分離所有と非分離所有

について考察している．たとえばバンクス島のモトゥ語では，非分離所有は名詞

に直接人称接辞をつける形で表されるが，分離所有は特別な範疇語に人称接辞を

つける形で示されるという．この範疇語は，名詞の意義に従っていくつか存在し，

その区分および種類は言語によって必ずしも一致しないようであるが，メラネシ

ア諸語には広く認められるという．

　たとえば，na　pane－k「冠詞＋手・一人称単数」＝「私の手」に対してno－ko　pane

「範疇語・一人称単数＋冠詞＋手」＝「私の（分離できる）手」＝「私の腕輪」のような

場合がこれであるという．同じようにしてna　tama－k「私の父」，no－k　o　parapara

「私の斧」などがつくられる．ここで興味のあるのは，のちに動詞との関連でみる

ように，これらの言語における名詞の分類の仕方が，分離所有の内部でみえてく

ることである．

　ジュリンスカヤによれば，モトゥ語では範疇語は次のようになっているという．

　　　　no　一般の事物　　no－k　o　veta1　　　　「私のバナナ」

　
　
a

a
a
撮

γ
m
P

mWO

食物

所有物，飲物

豚，財産

行為と関係
する事物

7a－k　o　vetal

ma－kopei

pula－k　o　kpwoe

mWo－k　oγaγapala7

「私の（食用の）バナナ」

「私の（飲用の）水」

「私の豚j

「私の仕事」186
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　所有の表現がこのようなものであるから，これらの言語には所有代名詞が必要

ないことになる．一方活格言語では他動詞と自動詞という区別がなく，したがっ

て「持っ」という所有動詞verba　habendiと「ある」という存在動詞の区別もな

かった．このことのために，所有の表現には存在動詞が用いられるのが普通であっ

た．そのばあい，たとえばナヴァホの言語のn－tcij　x616「おまえの薪がある＝おま

えは薪を持っている」のように，所有の接辞をともなった名詞と存在動詞を組み

合わせて所有を表現することもあった．また言語によってはたとえばトゥピ語の

h丘一ik丘「存在する」に随伴を示す要素一r一をつけた，h血一rik丘「共にある＝持ってい

る」のような表現をももつものも多いといわれる［KTA101－102］．

　§66活格言語の特徴として，活格動詞の内部にしばしば遠心相と求心相との対

立extrovert－introvertcontrastがあることが，挙げられている．求心相というのは，

行為が行為主体の内部にとどまるものであり，また遠心相というのは行為が主体

の外に向かうものである．たとえば「焼く」と「燃える」，「導く」と「行く」，「咬

む」と「咬まれる」，「乾かす」と「乾く」のようなばあいである．これは他動詞

と自動詞の対立であるようにみえるが，活格言語では，前にも述べたように，他

動詞と自動詞は文法的なカテゴリーではないから，これはそれとは別のものでな

ければならない．クリモフの引用しているように，ホイジャーは，ナヴァホの言

語で相の一つを表すφ一クラス（すなわち接辞ゼロ）の動詞2000のうちの，70％が自動

詞で，30％が他動詞であり，一方これと相の上で対立する｝一クラスの動詞llOOの

うちの，73％が他動詞で，27％が自動詞である，というように，相の対立と自動，

他動の対立とが重なり合わないことを述べている［KTA　I40］（78頁参照）187．

　これは動詞語幹の直前に位置する接辞であり，ホイジャーはこれをclassi且erと

名づけているが，クリモフによれば，これらの関係は，次のようであるという．

すなわち，最も基本的なものは，いうまでもなく無徴的な接辞ゼロのクラスであ

る．この言語は活格言語として自動詞，他動詞の類別は文法的なカテゴリーでは

ないから，ここに含まれる動詞にも，当然のことながら，意味上の自動詞と意味

上の他動詞がある．

　接辞一1一をもつクラスには，接辞ゼロのクラスの意味上の自動詞からつくられ

る，意味上の他動詞が属するという．そうとすれば，これは元の動詞の遠心相を

表すことになろう．Pクラスというのは，形態素＊一d一の存在が推定されるもので

あり，この接辞に隣接する音素に従って，さまざまな形をとるために，大文字を

用いているようであるが，これは接辞ゼロのクラスの意味上の他動詞からつくら
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れ，意味的には印欧語の受動相あるいは中動相に対応するという．そうとすれば，

これは逆に求心相を表すものであるといえよう．

　接辞↓をもつ，第四のクラスは，いったん接辞一1一をもつ第二のクラスの動詞

からつくられ，基本的にはやはり印欧語の受動相および中動相に相当する動詞が

属するという．そうとすれば，これもやはり求心相を表すものとすべきであろう．

たとえば，

　ゼロクラス

　　　　　　植一φ一b6萌「三人称未完了・それ・沸く」

　　　　　　＝「それが沸いている」

　一Lクラス

　　　　　　y玉一φホb662「それ・未完了・彼・接辞・沸く」

　　　　　　＝「彼がそれを沸かす」

　一Lクラス

　　　　　　yi一の一1－b6砿「未完了・それ・接辞・沸く」

　　　　　　＝「それが沸かされている」188

　あるいは

　　　　　　y玉一φ一？誌耳三人称未完了・彼・噛む」

　　　　　　＝「彼は噛んでいる」

　に対する

　　　　　　yit’謝＜yi一φ一d一袖a拝三人称未完了・それ・接辞・噛む」

　　　　　　＝「それは　噛まれている」189

のようになるという．

　この相の対立は，形の上では求心相が有徴的な項として特徴づけられるのが，

ふつうである．たとえばカマユラ語では，・一juk益「彼は（彼を）殺した」に対する

・一je－juka「彼は自殺した」，ere－k∂tsi「おまえは（彼を）切った」に対するere－je－k∂tsi

「おまえは自分を切った」のように，求心相が要素一je一によって特徴づけられてい

るという［KTA141－142］190．相の対立がこのように活格動詞に限られている点，お

よび活格動詞の示す行為の，行為の主体に対する関係を示すという点で，これは

活格言語の包含事象であるということができる．

　§67　印欧祖語は，その古い時代に受動相をもっておらず，能動相と中動相だけ

を区別していたといわれているが，類型学のこのような結果に立ってみれば，能

動相と中動相というのは，実は遠心相（非求心相）と求心相という対立であった可
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能性が強いことになる．実際比較的最近，印欧祖語が活格言語であったという考

えが一般的になってきているように思われる［KTA207＆seq．］191．

　遠心相と求心相の対立は，意味上の自動詞と他動詞の区別が文法的にも，また

語彙的にも，存在していないことを前提としているから，活格言語の包含事象で

あり，しかも行為動詞のカテゴリーにのみ現れるのが，普通である．しかし能格

言語では，行為動詞の中の意味上の自動詞の大部分が状態動詞とともに新しい絶

対動詞を形成し，残された意味上の他動詞と，ある種の意味上の自動詞とによっ

て能格動詞が形成されることになり，かつての行為動詞と状態動詞という文法的

対立は解消する．したがって対格言語の観点からは他動詞に属するとされる，不

随意な行為を表していた動詞がいわゆる情緒動詞として別のカテゴリーを構成す

る場合を除いて，意味上の他動詞は能格動詞に属することになり，他方では意味

上の主語は行為者でなければならないという制約があったために，遠心相と求心

相の対立は，その存在の理論的根拠を失うことになる．したがってこのような遠

心相と求心相の対立は随伴事象でしかなく，やがて消滅の運命を辿ることになる．

これを補うために，能格言語では同じく随伴事象である，非分離所有と分離所有

のカテゴリーは，長く失われなかった．

　これに対して活格言語から能格言語を経ないで直接対格言語に移行したばあい

には，他動詞によって表される行為は，必ずしも主語を離れて他に向かう必要は

なく，主語の内部で完成することもできるから，求心相と遠心相は，中動相と能

動相という形で受け継がれることができた．したがってこのばあいには，非分離

所有は動詞によって表すことができるようになり，消滅した．たとえばヒダツァ語

のwac60ki－aara－ikac－c「人が　求心相・手・見る」＝「人が自分の手を見る」［KTA

lg7］192のように，求心相が実際上非分離所有を示す言語があるが，これは非分離

所有が消滅する過程にあるものであると，考えられている．ここでkiは非遠心相

の接辞である［KTA202－203］．

　§68メシチャニーノフが報告しているところによれば，ギリヤークの言語では，

述語を示す接辞として一d’という要素がある［MG35］．これはたとえばpil一（1）adyfur－

d’「大きい・家　よい・述語」＝「大きい家はよい」，ur－ladyfpi1－d’「よい・家大き

い・述語」＝「よい家は大きい」のように，形容詞的な要素ur「よい」やpil「大き

い」につけ加えられて述語になったり，n’i　xum一♂ur一♂「私は　生きる・述語　よ

い・述語」＝「私はよく暮らしている」のxumぜにみられるように，動詞的なも

のにも附加される．
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　もし．dノがメシチャニーノフの報告のような機能をもっているとすれば，この

ような形は，最も古い言語段階に近い状態のものであると思われる．実際このよ

うな言語のばあいには，名詞と動詞がまだ分かれていないと考えられるものも多

い193。

　したがってこのような言語では，名詞と動詞が形の上できわめて近い関係にあ

ると，思われる．たとえばアレウト語にはula－n’「私の家」，ula－n「おまえの家」

に対して，siku－n’「私はする」，siku－n「おまえはする」のような形がある．これが

さらに発展すれば，述語の位置にあるものはすべて変化することになるであろう．

たとえばネネツの言語では，hasaβa「男」，ngaruka「大きい」，nu「立つ」という

語について，次のような文が成り立つ．

　　　　hasaβa－m　「私は男だ」　　　　ng鉦ka－m　「私は大きい」

　　　　hasaβa－n　「おまえは男だ」　　ng紅ka－n　「おまえは大きい」

　　　　hasaβa　　「彼は男だ」　　　　ngarka　　「彼は大きい」

　　　　　　　　　　　　nu－m　「私は立っ」

　　　　　　　　　　　　nu－n　「おまえは立っ」

　　　　　　　　　　　　nu　　「彼は立つ」

　時称もまた，すべての述語で示される．たとえば過去の指標である一s’は人称の

接辞と結合して，次のようになる．

　　sjurbi－mz’「私は走った」　　　　ngark紐mzノ「私は大きかった」

　　sjurbi－nasノ「おまえは走った」　　ngarka－nas’「おまえは大きかった」

　　sjurbi－s〆　「彼は走った」　　　　ngarka－sノ　「彼は大きかった」

　名詞のばあいにも同じように，たとえばt。h。danna－s’「彼は生徒だった」，t。．

h。lkodana－s1「おまえは教師だった」のように用いられる［MG45－46］．逆に動詞は

述語の位置に立たず，したがってすべての指標をもたないときには，動詞以外の

ものとして働くことになるであろう．たとえばギリヤーク語のty－n’ivxryu－d’「こ

の・人が　教える」に対するryu－n’ivx「教える人＝教師」のようなばあいである

［MG35］．

　§69活格言語はこのような状態に近い言語段階にあるのではないかと思われる．

これらの言語で形容詞的なものが動詞として表されるのは，このことと関係があ

ると考えられるからである．一般的にいって活格言語に形容詞が欠けていること

は，なかなか気づかれなかった．最近になって活格言語の研究が進んでくるなか

で，品詞としての形容詞が欠けていることが，主張されるようになってきた．た
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とえばホイジャーは，アタパスカン語族に，名詞，動詞，小詞だけを品詞として

認めた［KTA104－105］194．またファイアストーン（F血est・ne，H．L．）のように，トゥピ・

グァラニ語族には品詞としての形容詞がないとする研究も現れた［KTA105］195．こ

れらの言語を通じて，形容詞的なものがまだ形態的な要素をともなわないで裸の

ままであること，それが修飾する名詞の後ろに置かれることが多い（すなわち動詞

の位置をとっていた）こと，などからみて，これらの活格言語では形容詞はまだ生成

の途中であったとみることができる．

　形容詞が欠けていることと関連して，名詞によって修飾するという表現の形が

一般的であったことが，挙げられている［KTAlO7，108－109］．たとえばトゥリンギッ

トの言語では，d蹴は「雪」を意味しているが，修飾語としては「白い」の意味

である．同じように破「氷」は「堅い」を，ta「石」は「石の」を表していた．

　トゥピ語でもaba「インディアン」は同時に「インディアンの」を意味し［KTA

107，108－10g］196，itaは「石」と「石の」の両方を意味していだ97．

　このほか，指小辞，指大辞，その他の接辞の発達も，形容詞が欠けていること

と関係があったと思われる．たとえばアシニボイン語のh・k菖f「子ども」とh・kき≦一na

「子ども・指小」＝「小さい子ども」，waxp6－pe「茶の葉」とwaxp6－pe－na「茶の葉・

たくさん・指小」＝「小さい多くの茶の葉j（ここで一pe一は数の多いことを示すための，

印欧語の完了形にみられるような不完全な語根の重複）のようなばあいである．指小辞，

指大辞はインド・ヨーロッパの言語に広くみられ，ロシア語ではとくによく発達

しているものである．もちろんこれは形容詞が欠けているのを補うものではあっ

ても，形容詞に代わるものではない．

　形容詞と名詞の関係については，これまでは名詞の意味が抽象化することによっ

て形容詞が発生してきたという考えが一般的であったように思われる．しかし，

対格言語では明らかに形容詞である語が状態動詞を構成している活格言語の事実

からみれば，名詞が形容詞をつくる一つの有力な手段であったとしても，形容詞

はむしろ動詞からつくられるというのが，一般的な道筋であるように思われてく

る．クリモフもそう考えているようである［KTAlO9］．印欧語のばあいにも，たと

えばロシア語のbelyj「白い」は＊bh61一「輝く」という語根からつくられ（・ブ梵bhati

「輝く」），動詞からつくられたものであることが明らかである．

　このように形容詞が品詞として独立しておらず，状態動詞として述語の位置に

立つし，またネネツ語のkhasava－m「私は男だ」のように，名詞も述語の位置に立

つときには，人称や時称の変化をするというような場合があることを考えれば，

活格言語に連辞「～である」にあたる言葉がないのも，当然であると考えられよ

7．内容的類型学研究の進展　II。活格言語　　107



う．このことから逆に，連辞が欠けているということは，述語の名詞または形容

詞の部分の「述語性」が高いことを示していると考えることができる．ロシア語の

ばあい，現在形では連辞が「省略」されるのが普通であるが，これも第2部でみ

るように，活格言語で連辞が欠けていることと，何か関係があるのかもしれない．

　§70　活格言語は，論理的には動詞が文法的な形態の主な担い手であるような

動詞型から，名詞も動詞と並んで文法的な形態を担う混合型を経て，やがて名詞

が主な形態の担い手になる名詞型に移る，という発展の経過を辿るといわれるが

（§55参照），実際には，活格言語では概して名詞の文法的な形態の発達が弱く，大

部分の言語が動詞型の段階にとどまっているといわれる［KTA58－61］．このことか

らこれらの言語では対象の複数性が名詞ではなく，動詞によって表されることが

説明される．またこのカテゴリーは主に活格動詞に現れるが，これも活格言語で

活格が最も重要なカテゴリーであることから，当然であると考えられる．このよ

うな活格動詞には，「行く」，「走る」，「飛ぶ」，「死ぬ」，「すわる」，「立つ」，「横

たわる」，「泳ぐ」，「漕ぐ」，「運ぶ」，「留まる」，「跳ぶ」，「倒れる」，「取る」のよ

うな意味をもっ動詞が多いといわれる［KTA99］．

　たとえばムスコギの言語では，おis「彼は（単数のものを）取る」に対してtoawis

「彼は（複数のものを）取る」があり，ilidjis「彼は（単数のものを）殺す」に対しては

pa，cadis「彼は（複数のものを）殺す」が，またlftkis「彼は走る」に対してはbi餓kis

「彼らは走る」があるという［KTA100］（§54参照）．

　同じような例を挙げれば，たとえばナヴァホの言語では動詞の語根は次のよう

になるという［KTA100r98．

　　　　　　　意味　　　単数　　複数
「行　く」

「すわる」

「走　る」

「死　ぬ」

一gal

－dal

－1γo｝

一tsa｝

一kah
．tゑ

虚ah

－n6｝　［cブG＆II306－308］199

　オストホーフ（Osth・EHermam　l847－1909）はかつて，印欧祖語についてこれと同じ

ような語彙の対立があったと主張したといわれるが，彼はこのような現象を，こ

れらの動詞が人間に身近な行為を表しているために，より細かに特徴づけたいと

いう，人間の心理的な特徴のためであるとしているという［KTA99］200．周知のよ

うに，ロシア語ではこれらの動詞のうちの移動を表すものが，定動詞と不定動詞

という対立をもっている．定動詞というのは，行為が具体的に生起することを示
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すものであり，したがって一定の方向性をもつ．たとえば・n　idるt　v勇k61u「彼は学

校にいくところだ」．これに対して不定動詞は行為を一定時間観察して抽象化した

ものと考えられる．したがってこれは行為の反復，不定方向の行為（たとえばr歩

き回る」のように），能力などを表す．たとえば・nkh6dit幅k61u「彼は学校に通って

いる」，・na　kh6dit　p・丘licam「彼女はいろいろな通りを歩き回っている」，reb6n・k

u26kh6dit「子どもはもう歩ける」などがこれである201．

　念のためにこれを図示すれば，次のようになろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立定動詞

be26t，

6khat，

gnat，

idtf

lezt，

let6t，

nestf

plyt，

polztf

vestf

veztf

不定動詞

b6gat7

6zdit，

gonj氏t’

khodft，

16zit，

Ietat，

nosft，

plavat，

P61zat，

vodft，

VOZ｛t，

　、思　味
「走る」

「（乗り物で）行く」

「追う」

「（歩いて）行く」

「よじ登る」

「飛ぶ」

「（歩いて）運ぶ」

「泳ぐ」

「這う」

「導く」

「（乗り物で）運ぶ」

これは偶然の一致であろうか．

　§71　このほか活格言語の包含事象であろうと思われるものに，一人称複数の包

含形と排外形とがある．前に述べたように，包含形は聞き手を含めるものであり，

排外形は含めないものである．たとえばグァラニ語の包含形yane一「おまえを含め

た我々」に対して排外形は・re一「おまえを含まない我々」である．またチョクタウ

の言語では，これはそれぞれhapi勇nuとpi営nuであるという［KTA109］．このような

区別がどうして生じてきたのかについては，いろいろな説があるという．たとえば

シュミット（Schmidt，W韮he㎞1868－lg54）は，これが社会的な上下関係にある二つの婚

姻のクラスをもつ，母権性社会に生まれたものであるとし，アルゼンチンのケウェ

ド（Queved・，L．）は，支配階級と被支配階級が存在していたためであるとしている

という［KTAl101202．これに対してガムクレリゼ（raMKpeπ凹3e，TaMa3BaπepHaH・B四

1929⇒はこれを「人」と「もの」の対立であると考えているという［KTA　lIl］203．

　このようにいろいろな説が生まれるのは，これが活格言語の包含事象であると

考えられるのに，その意味上の関連性がもうひとつはっきりしないという，事情
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によると思われる．これが活格言語の包含事象であるというのは，活格言語の初

期の段階にあると思われているナデネ語族で，包含形と排外形の対立がみられな

いこと，前に述べたように，能格言語にはこれがみられること，の二つのことか

ら，このカテゴリーが，活格言語の段階で生まれたと考えなければならないから

である．クリモフは，このカテゴリーをもつ言語では，ふつう包含形には活格と

不活格のカテゴリーが密接に関連していると推定している［KTA　lll］．その理由と

しては，私見であるが，おそらく次のようなことになるであろう．すなわち，こ

れまでみてきたように，活格言語のばあいには，行為動詞の中の意味上の他動詞

のばあいには，生物は目的語に立つとき状態動詞の意味上の主語と同じ形，すな

わち絶対格をとることになっていた．したがって，たとえ生物を示す名詞であっ

ても，絶対格の形をもっているならば，行為に参与しないことを意味していたと，

考えられる．この場合，もしも「我々」というとき，「我々」を構成する二人ない

しそれ以上の生物が，等しく行為に参与するかそうでないかは，活格言語類型の

構成原理にかかわることになる．またこのことは，活格のばあいにも，絶対格の

ばあいにも，等しくいえることである．

　さらにこのことは，純理論的には二人称の複数にも，三人称の複数にもいえる

ことであるが，これが一人称の複数に限られているのは，おそらく具体的な発話

の状況とかかわっているのであろう．このとき「おれ」と「おまえ」の関係が，

もっとも重要なものと思われるからである．

　§72　これと関連して，活格言語の特徴として挙げられるものに，動詞のアス

ペクト（より正確に言えばアクチオンス・アルトといわれる，行為の様態）がある。これは

言語の間にかなり著しい共通性があり，その主なものは，完了pe晩ctiva，未完了

imperfectiva，継続progressiva，始発ingressiva，反復iterativa，強調intensiva，願望

desiderativa，希求・ptativaなどであるという［KTA145］．

　クリモフは，これらの言語において，アクチオンス・アルトが時制よりも優位に

立っている理由として，従来アクチオンス・アルトが原則として客観的な内容をもっ

ているのに対して，時制はむしろ主観的な志向subjectiveorientationをもっている

という点に注意が向けられたとしている．たとえばヴント（Wundt，WUhelm1832－1920）

はアクチオンス・アルトが「客観的」であるのに対して，法modusは「主観的」で

あり，また時制のカテゴリーは「相対的」であるといっており［KTA145－146］204，

またグフマンは「動詞の時制の主観性に対するアクチオンス・アルトの客観性は

すべての研究者によって強調されている」と述べているという［KTA145］205．
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　さらにクリモフは一般的にアクチオンス・アルトが時制より古いものである理

由として，前者は主として語彙的なものであり，また後者は主として文法的なも

のであるが，一般的にいって語彙的なものの方が文法的なものよりも古いという

点を挙げている［KTA146］．わが国においてもこの点については，以前から指摘さ

れていた．たとえば泉井久之助は，「表現せられんとする或る過程を，先づ我々の

有する時の観念的な段階に分類して，この分類に従って表現の形式を定めるのが

時称の用法である．目前の或る過程の完成か不完成かを直ちに問ふのがアスペク

トである。時称は問接的である，アスペクトは直接的である．時称は概念的であ

り理知的である，アスペクトは感性的であり感情的である．時称は抽象的であり，

アスペクトは具体的である．アスペクトは量であり，時称は数である」206と述べ

ている．

　しかしアクチオンス・アルトが客観的で時制が主観的なものであるというのは，

直観的にはそのとおりであろうと思われるが，それだけでは，なぜアクチオンス・

アルトが活格言語に特徴的な現象であるのか，はっきりしない．クリモフはこれ

を活格言語の包含事象に数えているが［KTA144］，なぜそうなのか明確な説明がな

いように思われる．活格動詞が多くのアクチオンス・アルトを区別するのに対し

て，絶対動詞は通常ただ一つの形しかもたないことが述べられているだけである

［KTA144］．もしアクチオンス・アルトというカテゴリーが活格言語の包含事象であ

るならば，それは活格言語の類型的原理から説明されなければならないであろう．

　この点に関連して時制が主観的志向をもっている，というクリモフの言葉が示

唆的であるように思われる．時制が主観的な志向をもっているとすれば，これと

対立する概念であるアクチオンス・アルトは，F客観的志向」，言い換えれば意味

上の目的語の立場から，行為をみようとする点にあると思われるからである．意

味上の目的語からすれば，行為が及びつつあるか，及んでしまっているか，及ぼ

うとしているかなどの区別は，行為の起こる相対的な時間よりも，はるかに重大

であると思われる．もしそうとすれば活格構文では意味上の目的語と述語動詞が

緊密なシンタグマをつくっているのであるから，述語動詞がアクチオンス・アル

トを表現しようとするのは，活格言語の包含事象であるということになる．この

ように考えれば，同じように名詞と緊密なシンタグマをつくっている絶対格構文

においては，意味上の目的語は存在しないから，絶対動詞にアクチオンス・アル

トの区別が発達しなかったこともよく説明できるであろう．

　再びもしそうとすれば，このシンタグマの関係については活格言語と同じであ

る能格言語の場合にも，アクチオンス・アルトは包含事象と考えなければならない
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であろう．クリモフはこれについては直接には述べず，能格言語におけるアクチ

オンス・アルトと時制の関係については未だ充分に研究されていないが，これは

言語によって一様でないとして，種々の言語の例を挙げるにとどまっている［KO

134－136］．

　これまで述べてきたことが正しいとすれば，活格言語も能格言語も，意味上の

主語と述語との関係が緊密になるにしたがって，時制を発達させていくと予想さ

れる．クリモフの記述している，能格言語におけるアクチオンス・アルトと時制

の関係は，この過程を反映したものかもしれない．

多分類言語

　§73クリモフは，アイマラ語の例についてすでにみたように（§60参照），動詞

が意味上の目的語となる対象の類別によって語彙的に異なっている例などから，活

格言語の前の段階として，たとえばバントゥー諸語にみられるような，多分類言

語の類型を考えているが，これは未だ多分に思弁的な仮説にとどまっている．『活

格言語の類型学』において，彼はこの線に沿って諸家の所説を紹介している．た

とえば彼はネミロフスキーの次のような箇所を引用する207．

　　事実の語るところによれば，名詞の類別の発達は，多分類体系から2，3個の性の

　体系へ，あるいは完全な性の消滅へと進んでいる＿、．．あらためて言語発生の一般的

　過程における具体的なものから抽象的，一般的なものへの言語の発展が裏づけられ

　る．言語における名詞のクラスが多ければ，それは，人々の社会的存在に基づいて，

　人々の思惟の中に思惟そのものとして形成されるところの客観世界の事物の分類を，

　より完全に言語に反映しているのであるから＿，．．［KTA268］．

　印欧語の名詞についてのデスニツカヤの所説はすでに紹介したが，クリモフはこ

のほかに，セム語においては，一bに終わる名詞が有害な動物のクラスを表すとす

るヂヤコノフ（丑b且K・H・B，Hr・p　MHxa謎∬・B四1gl5一）の所説を引用している［KTA271］．

たとえばkalb一「犬」，＊旦i’b．「狼」，＊エa’lab一「狐」，dubb一「熊」，amab一「兎」，‘a翠rab一

「蝋」などがこれに属するという208．

　一方多分類言語の側にも，伝統的なさまざまな分類が，生物と無生物の分類に

統合されていく経過が認められるという．たとえばバントゥー語族に所属するス

ワヒリ語のばあい，分類として「活動体」（人と動物を合わせたもの，生物にはこれに
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植物が加わる）に属するのは第一類と第二類であるが，それ以外の類に属する活動

体名詞も存在している．クリモフは，これら第一類および第二類に属する活動体

名詞が，第一類の文法的一致をするという形で，従来の分類が破られつつあると

する，オホチナ（Ox・THHa，HaTa∬HHBeHHaMHH・Bal927一）の所説209，並びに他の分類に

属する活動体名詞が社会的あるいは経済的な面で能動的であるか否かに従って第

一類の文法的一致をする傾向のみえること，その際動物を表すものは本来の接頭

辞を失うことはまれであるが，文法的にはやはり第一類の一致をする傾向がある

こと，しかもこれは動物が物語，フォークロアなどで積極的な役割を果たしてい

るとき，ないしは新聞の記事においてこれらが経済的に重要と考えられるときに

多いという，ストロガーノヴァ（CTp・raH・Ba，H．∬。）の観察210を引用している［KTA

282－285］．いまこれをまとめると次のようになるであろう．

　念のためまずはじめにスワヒリ語の名詞の類別と動詞との文法的一致について

述べておくと，名詞はll個の類に分たれる．主として抽象名詞を表すとされる第

11類を除くと，他の10類は単数と複数に対応する．したがってこれらは5類と第

11類の6類にまとめられる．

　　　　　　　　　　名詞のクラスと動詞の一致　　＊印は別表

単 数 複 数

名　　詞 動詞 名　　詞 動詞 ク　ラス

類　　接頭辞 接辞 類　　接頭辞 接辞 意　　味

1　m（u）一，mw－

　m（u）一，mw－

　j（i）一，銑

　　　　ki－

　n（y）一，匪

1　　　　u一

＊
u
－
l
i
－
k
i
－
i
－
u
一

2　　　wa－

　　　　mi－

　　　ma－

　　　　vi－

0　n（y）一，匪

＊
i
－
y
a
’
樋
一
z
i
一
一

　人
植物

いもの
物
　
動
物
抽
象
名
詞

別表＝一類と二類の名詞の動詞との一致2n

類 、
王

証
口
口 目 的

証
口
口

一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称

1
　
2

ni－

u一

　u－
（w）一

a－

a一

一ni一

tu一

一ku一

wa囎

一m一

wa一

　クラスの崩れの第一は，人，あるいは動物が，それが所属する名詞の類の接頭

辞はとるが，動詞の一致は第一類，または複数のばあいには第二類に従うという

ものである．たとえば，
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　　α．Ki→anam－refUW－aNigeriaa－li－S・ma……

　　　＝a－youth　lcL－tan　lcL－of　Nigeria　he－past－read＿＿

　　　＝ナイジェリアの背の高い若者が読んだ＿

ここでk拠naは第7類（k晦副y）に属している．これは原則として物のクラスであ

るが，他のクラスの名詞がこのクラスの接頭辞をとると指小辞になる．したがっ

て形式的にはこれは＊K⑫na　kirefu　cha　Nigeria　k丑isoma＿、．，のようにならなければ

ならないはずである．しかしスワヒリ語の現在の文法では，いわゆる所有形容詞

とそれに準じる若干の語を除いて，このような一致はすでに存在しない．次の例

も同様である．

　　わ．Ma→emadari　w－a　ma→eshi　wa・li，toa　amri＿＿

　　　＝6cl．一〇伍cer2c1，一〇f6c1．・army3pL－past－give　command＿＿

　　　＝軍の士官たちが命令を与えた＿．．．

　　c，Ndegem－dogoa－me－ruka，
　　　＝（9cl．一）bird玉cl．一little3sg、一per£ect－jump，

　　　＝小さな鳥が飛び立った．

　第二の崩れ方は，本来のクラス接頭辞はつけたままで，その前に第一類または

第二類の接頭辞を重ねるやり方である．たとえば第9類（Nクラス）のnyama「獣」

に対して単数m－nyama，複数wa－nyamaのようになる．たとえば，

　　紘M－ndege　huyu　a－li－ruka　hewa－ni．＝1cL－b囮this3pl、一past－jump　air・10c．

　　　＝鳥（本来Nクラス）が空中に飛び上がった．

　第三の方法は，クラス接頭辞そのものを第一類に代えてしまうものである．た

とえばkiongozi「案内人」（k卜famUy）に対して，mw－ongozi／wa－ongoziのようにするば

あいである．

　§74クリモフは，『内容的類型学の諸原理』においても次のようにいっている

が，『活格言語の類型学』に較べて，多分類言語についての見解にさほどの進展が

あったようには思えない．

　　前に発表した論文の一つで・本論文の著者はいくつかの活格言語に多分類言語体

　系の残津である現象が存在するという見解を述べたが，これは，記述的な性格をもっ

　たもっと以前の研究論文においても，すでにはっきりとしない形ではあったが，前

　提とされていた．この点に関係する議論として，名詞の活性と不活性のクラスの不

　安定な対立が安定した活動体と不活動体の対立にある程度近似していること，活格

　言語に分類数詞の体系，三人称の所有変化にクラスによる段階的な変化の体系が存

　在することなどを挙げることができる212．この点に関連して注目に値するのは，現
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在基本的に能格または主格言語であるものの多くに，内容的に有契的な名詞分類の

残津が存在するという見解が，言語学の文献にみられることである．最後にここで

想起すべきは，かつては現在みられるよりも多くの多分類言語が存在していたとす

る，マインホフ（Meinh・£C訂11857－1944）の直感的な見解である213．これは歴史的・類

型学的な彼の展望をある程度反映している．

　逆に，現在活格あるいは能格言語として機能しているものが．．＿これに先立つ主

格言語の状態から導き出されたとするいかなる研究も，著者は知らない．

　言語の類型学的変化に特徴的な道程に関する特殊研究文献の資料を手短かに一般

化することに関連して，次の点も述べておくことが適当であろう．すなわち多少と

も研究されている多分類言語においては，明示的な名詞のクラスが暗示的なものに

変化し，それにともなってその数を減少させ，活格体系の枠内における語彙の形成

原理を想起させるところの，活動体と不活動体の二項対立をもつようになることで

ある．周知のようにすでに今世紀の30年代にこのプロセスはバントゥー諸語の資料

によって論証された．ヴィノグラードフは，バントゥー類諸言語の一つの特徴と関

連して，次のように書いている．「さまざまな言語における多分類体系が，一様に活

動体と不活動体の対立を発展させる方向に単純化する過程は，偶然的なものではあ

りえない．したがって明らかにバントゥーの名詞のクラスの体系には，暗示的に存

在している対立を明示化するようなこのカテゴリーの発展の可能性が包蔵されてい

る．活動体の意味的クラスの基礎をなす人（1）と動物（IX）との区別は，すでにある

程度バントゥー祖語に存在していた．すなわち数および文法的一致を示す接頭辞は

1とIXを除くすべてのクラスにおいて高い音調をもち，属格構造においては，結合

辞（c・mective）一aは，1とIXのクラスについては低い音調，その他のすべてのクラス

については高い音調をもつ一致的接頭辞をもつ…・．．」［KP185－187］．

　すなわち，クリモフの主張は二つの点からなっている．その第一は，現在のと

ころ，活格言語，能格言語あるいは対格言語の類型が，多分類言語類型に変化し

た例が存在しないこと，そして多分類言語の内部で生物・無生物あるいは活動体・

不活動体の二項対立に向かう過程の存在が観察されること，である．

　これは変化の方向という点ではそれなりの説得性のある考えであるが，他方ク

リモフの所説には，多分類言語類型における主語・述語・目的語の関係がどのよ

うなものであるかにっいての言及がないように思われる．言語の類型は，核をな

す主語・述語・目的語関係のタイプによって決定されるというのが，内容的類型

学の主張であるとすれば，多分類言語の場合においても，この関係がどのような

ものであり，またそれによって規定される包含事象はどのようなものであるかに

っいての説明が，必要とされよう．これに属するものとしては，わずかに「多分

類言語における名詞変化と他動詞・自動詞という二項対立の完全な欠如」［KP181］
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という説明がみられるにすぎない．

　筆者はバントゥー諸語についての知識はないので，専門家の意見を仰ぐしかな

いが，上述の別表にみえるように，人を表す第一類と第二類のばあいには人称の

別と並んで，主語の位置にくる形と，目的語の位置にくる形とが区別されている．

これが格の発生の萌芽的形態であるとすれば，スワヒリ語は多分類言語の後期に

属する言語であるといえるのかもしれない214．あるいはまた他動詞・自動詞が完

全に欠如しているとすれば，スワヒリ語にみられる「受動態」はどう解すべきな

のであろうか．たとえば，

　　M－toto　a－h－pig－wa　na　baba　y・ake，

　　＝1cL－boy　he－past－beat－passive　by　f哀ther3cL－his

　　子どもは彼の父親に叩かれた．

　　c五Baba　y－ake　a－1量一m－piga　m－toto。

　　＝毎ther3cL－his　he－past－him－beat　l　cl．一boy旨

　いずれにもせよ，内容的類型学の観点からの多分類言語の研究が必要とされ

よう。

いわゆる混合類型の諸問題

　§75　クリモフは混合類型について次のように述べている．

　　具体的な言語が一定の言語のクラスに属するという，通常存在する可能性は＿，．．

　明らかに異なるタイプの構造的特徴が結合している多くの言語が実際に存在してい

　ることが経験的によく知られているということと矛盾するものではない．このばあ

　い通常は二つの言語類型の特徴が共存している例が考えられるが，ばあいによって

　は第三の類型の特徴が存在していることが，かなりはっきりと感じられる例もある．

　たとえばナフ・ダゲスタン諸語のばあい，能格類型の要素が主となり，それに主格

　類型が従属しているが・活格類型の要素も個々に認められる．類型的要素の多様な

　可能な結合の中で，専門的な文献において最もよく記述されているのは，一方では

　主格類型，他方では能格類型あるいは活格類型の諸特徴が，同一言語に共存してい

　る例である［KP　l22－123］

　すなわち，いわゆるsplit　ergativityの問題が，ここでは単なる能格類型と対格類

型の問題だけではなく，一般的な類型の混合の問題として扱われているのであり，

split　ergativilyはその特殊な部分にすぎないことになる．
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　クリモフは混合類型をいくつかの型に分類している．その一つは時称に関する

ものである．このうち最もよくみられるものは，過去形あるいはアオリストが能

格型で，現在時称が対格型であるばあいである．ここに属するものとしては，ブ

ルシャスキ語，プシトゥー，ヒンディー，ラジャスター二など若干のインド・イラン

諸語，古典チベット語のような，チベット・ビルマ諸語の一部，サモア語，ユカ

テック（マヤ）語，未完了過去が対格類型に傾いているバスク語などがあるという．

　ナフ・ダゲスタン諸語のうち，継続体durativeが対格類型の特徴をもつもの．グ

ルジア語，スヴァン語のようなカルトヴェリ諸語もこれに属するという215．この

後者は現在時称は対格型で，アオリストでは活格型の特徴を示す．

　第二の型は人称代名詞，人名，人を表す普通名詞，生き物を表す普通名詞，も

のを表す普通名詞の順に対格類型から能格類型へと移行するタイプで，オースト

ラリアの諸言語にしばしばみられるという．たとえばオーストラリアのディルバ

ル語では通常はA，s，oの関係が能格類型に従っているが，一人称および二人称

の代名詞ではAとsは無標であるのに対して，oは有標で語尾一naをもつという．

ただしクリモフはこの語尾が通常いわれているように対格の指標であるかどうか

は，なお疑っているようである［KP1241．

　第三の型は，バスク語，オーストラリアのムリンパタ語，あるいはナフ・ダゲ

スタン語族のウディン語などにみられるもので，名詞は能格類型であるが，動詞

は対格類型に属するというものである．

　第四に最近いわれているものとして，統語のレヴェルは対格類型であるが，形

態のレヴェルには能格類型が現れるというように，言語のレヴェルによって類型

の相違が認められるというものがある216．

　クリモフはこの第四の型にっいて，「このような主張は全体として形態のレヴェ

ルと統語のレヴェルにおける言語の類型的分布を正しく反映している」［KP125］と

しながらも，「しかしながら忘れてならないのは，自己の体系的性質によって，言

語はそのいかなる発展段階においても，類型的に異なった成分の機械的な共存物

ではないということである」［KP126］としている．

　このような主張はこれまでみてきた内容的類型学の立場からは当然であるが，

時制によって類型が異なる場合のように，類型学的なヒエラルキーの頂点にある

統語のレ！ヴェルにおいて，異なる言語類型が認められるときには，どちらを優先

させるべきかという問題が生じるであろう．この点についてはクリモフもあまり

明確な理論的説明を行いえていないような印象を受ける．

　序でにいえば，クリモフは逆のばあい，すなわち統語のレヴェルでは能格的で
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あって，形態のレヴェルでは対格的であるようなばあいは，存在しないと考えて

いる［KPI28－131，174］．

　§76　言語類型間の関係については，すでに述べたように多分類言語，活格言

語，能格言語，対格言語の方向に発展してきたと考えられるが，この発展が逆に

なるばあい，すなわちいわば「先祖返り」が起こりうるかどうかという問題があ

る．クリモフはこれに対して明確に否定的である．たとえば，彼は次のように断

定している．

　　現在のところ歴史的に主格体系として特徴づけられた言語が能格言語化したとい

　う，いくらかでも信頼できる例は一つとして挙げることができない．一般に，主格

　的な状態から能格的な状態に言語の構造的変成が生じたとする，きわめて少数の解

　釈のすべては，それぞれの特殊研究が，能格の一般理論と接することが不十分であっ

　たために生じたという印象を受ける［KP191］．

　クリモフはこのような立場から，「その主格構造が能格化する過程を反映して

いるという幻想を類型学者に深く植えつけている」インド・イラン語派の言語に

ついて，これらの言語が対格言語であり，能格的なものは部分的であり，形態の

レヴェルにおけるものでしかないとしている［KP　lg1－193］．しかし同時にクリモフ

の「しかしながら，たとえばweezd丘一im「おまえは・私を・見た」，あるいは菖iv6n

hesp血t－in「羊飼いが・馬を・見た」のように，主語が斜格形で直接目的語が直格

であり，また動詞述語が本来対象と一致している，クルド語の構造がどうして明

らかな能格的形態であるのか，理解するのはむずかしい．直格と斜格の形態的対

立は決して常に絶対格と能格という機能的対立に還元できないことを強調する必

要がある」と述べていることには，疑問がある．これらの対格言語が類型として

能格あるいは活格に変化してはいないとしても，能格的な現象を二次的にもつこ

とは，たとえばロシア語についても認められると思われるからである．この点に

っいては今後理論的にも検討が必要とされよう（§79参照）．

ま　と　め

§77　これまで言語類型学というものがどのようなものかについて，主にクリ
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モフの説を中心にしてざっとながめてきた．言語のもついろいろな現象は，活格

言語，能格言語，対格言語といった，それぞれの言語類型のもっている基本的な

原理に従って構造化されていると考えられる．そのようなものを類型学では包含

事象といった．それと同時に，言語というものは歴史のなかで継続しながら発展

していくものであるから，前の段階の類型の包含事象のいくつかを消滅させない

で継承している．そのなかには，新しい段階の類型の原理による新しい解釈を受

けて包含事象となるものもあれば，そのような解釈を受けることができないで，

随伴事象になるものもある．逆に随伴事象の中には，このように前の段階の類型

の包含事象から生まれるものもあれば，次の段階の類型の萌芽として生まれてく

るものもあると，考えられる．

　活格言語は主述関係を，主体が生きものであるかどうかという観点から構造化

する．したがって動詞は，人や植物と動物を含む生きものの行為や状態を表すも

の（活格動詞）と，それ以外の「もの」の状態を表すもの（絶対動詞）とに大きく分か

れる．したがって行為が他動詞であるかそれとも自動詞であるかという区別は，

文法的にはあまり重要なものではないということになる．このために，意味上の

自動詞と他動詞は文の中で同じ資格をもって述語となるから，意味的他動詞の目

的語も，動詞述語の一部分にすぎないことになる．同じように名詞も生きもので

あるかどうかによって，活性と不活性とに分かれる．また動詞述語の一部になる

意味上の目的語の位置に立つばあいは，活性名詞でも格の指標をもたない無規定

の形（絶対格）をとる．不活性の名詞はふつう無規定であるから，結果として絶対動

詞の主語と，活格動詞のうちの意味上の他動詞の目的語の形とは同じことになる．

　能格言語のばあいには，主体以外のものに働きかける積極的なものであるかど

うかという観点から，主述関係がつくられる．したがって動詞はこの意味での積

極的なもの（能格動詞）と，消極的なもの（絶対動詞）とに分けられる217．活格言語の

活格動詞のうちの意味上の他動詞の大部分といくつかの意味上の自動詞が，能格

動詞に受け継がれたのである．残りの動詞と活格言語の絶対動詞はともに能格言

語の絶対動詞に属することになった218．

　名詞の格もこれにともなって分類替えが行われ，行為に積極的に参与すること

を表す能格と，そうでない絶対格に分かれる．能格動詞述語の意味上の主語にな

るのは，能格に立つ名詞ということになる．しかし同じ名詞でも，能格動詞のう

ちの意味上の他動詞の目的語になるときには，消極的なはたらきを表すものとし

て，無規定な絶対格に立つ．これはもともと消極的な行為を表す絶対動詞述語の

主語になるものと，同じ形である．したがって能格動詞の意味上の主語は能格に
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立つ名詞であるが，能格動詞の意味上の目的語と，絶対動詞の意味上の主語とは，

絶対格に立つ名詞ということになる．結果として能格言語の文は，見かけ上活格

言語の文と同じ構造をもつことになる．また文の中での述語の重要度は，活格言

語の場合と同じく相対的に高く，主語と絶対動詞，目的語と能格動詞が第一次の

シンタグマをつくり，能格動詞の場合にはこれが能格と結びついて第二次のシン

タグマをっくっていると考えられる．その結果，能格言語の場合にも，能動と受

動という意味での相は，まだありえなかった．このような文の構造によって，動

詞述語は絶対格に立つ名詞と文法的な一致を行うのが，原則であった．能格に立

っ名詞との文法的一致は二次的に生じたものと考えられている．この一致を行う

言語では，絶対格との文法的一致が主に接頭辞によって行われるのに対し，能格

との文法的一致は接尾辞によって行われるか，あるいは接頭辞によるときには，

絶対格の指標の前に置かれるのがつねである．

　もし動詞述語が意味上の目的語と文法的な一致を行うことをやめて意味上の主

語と一致を行うようになり，動詞と意味上の主語との関係が緊密になって，動詞

述語と意味上の主語とが第一次のシンタグマをつくるようになると，それまで無

徴的であった意味上の目的語が有徴になって，対格言語が生まれることになる．こ

のようなわけで，能格言語は活格言語と対格言語との中閲にある言語類型である

ということができる．一般的にいって能格言語が多くの随伴事象をもち，構造と

して不徹底であるのは，このためであるように思われる．

　しかし他方対格言語は必ず能格言語から発生したかといえば，必ずしもそうで

はなく，むしろ能格言語を経ることなく，直接に活格言語から生じることが多かっ

たと考えられている．印欧語族の諸言語もまたそうであったといわれている．
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活格言語

行為動詞・（不随意行為動詞）・状態動詞

名　詞　・代　名　詞

○生物（活動体）・無生物（不活動体） ○連辞の欠如 ○他動・自動
○活格・絶対格二系列の接辞または不 ○形容詞の欠如 の対立の欠如

随意行為動詞を加えた三系列の接辞

○一人称複数の包含形排外形の対立

○活格が行為動詞の意味上の主語
○絶対格が状態動詞の意味上の主語

○絶対格が行為動詞の意味上の目的語

○絶対格と動詞との関係が密接

○活格が被行為者になれない

○アクチオンス・アルトの発達と ○指小・指大等 ○受動相の欠如

時称の体系の発達の弱さ の接時の多用 ○求心相・遠心

○動詞が先に絶対格と文法的一致 相の存在
OS－0－Vの語順が一般的 ○所有動諏D欠如

○分離所有・非
　分離所有の対立

○身体部分の名，ある種の行為が

　動物・植物に共通
○生物と無生物で同じものを指す

　動詞が語彙的に区別される

○名詞のより小さい

　クラス分けの痕跡

（随伴事象）
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能格言語

能格動詞（他動詞＋若干の自動詞）・情緒動詞・

　　絶対動詞（自動詞＋状態動詞）

　　名詞・代名詞
○能格・絶対格二系列の接辞または情

　緒動詞の接辞を加えた三系列の接辞

○（能格・絶対格および斜格の発達）

○能格が能格動詞の意味上の主語

○絶対格が絶対動詞の意味上の主語

○絶対格が能格動詞の意味上の目的語

○与格が情緒動詞の意味上の主語

○能格が被行為者を表せない
○絶対格と動詞の関係が密接

○形容詞的な修飾語が

名詞に後置（かつて

　の状態動詞の位置）

○受動相が欠如

○動詞が先に絶対格と

文法的に一致
OS－0－Vの語順が
一　　般　　的

随

伴

在
致
物
別
立
立

存
難
区
錨

票
な
有
彫

の
の
生
所
排

動
窮
語
滝

変
欄
欝
織

轟
慰
鰭

○
○
○
　
　
○
○

事

象

○社会的重要性にしたがった，男性・

女性・中性の区別の出現
○「持つ」費意味する動詞の出現

○形容詞の出現
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対格言語

他動詞・自動詞

○主格・対格および斜格の発達

○主格が他動詞・自動詞の主語

○対格が他動詞の目的語
○主格が行為者でなくてもよい

○主語と述語との関係が密接

○名詞の性のクラスと自動・他

　動の区別と無関係

○動詞が主語と文法的に一致

OS－V－Oの語順が一般的

○大部分の状態動詞

　が形容詞に転化
○所有動詞の一般化

○能動相・受動相の対立

○時　称　の　発　達

○形式所相動詞の存在

○中動相の存在
○再帰動詞の存在など

（随伴事象）
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は　じ　め　に

　§78内容的言語類型学がどのようなもので，rまたどのようなところまで到達し

ているかは，これまで述べてきたとおりである．この類型学は，一つの統一した

体系としては，やっとその輪郭がはっきりしてきたところであって，まだ細かい

ところまで十分に研究されているとはいえない，と思われる．これまで述べてき

た活格言語，能格言語および対格言語という言語類型以外の類型がいくつあるの

か，またそれはどのようなものか，という総合的な意味づけも，まだ行われてい

ないというのが，実情である．とくにたとえばバントゥー語族のような「多分類

言語類型」の内部の理論的な体系性のようなものも，まだはっきりしていないよ

うに思われる．対格言語の特徴についても，活格言語や能格言語との比較によっ

て，やっとかなり明らかになってきたというのが，現状である．

　またこれまでみてきたように，活格言語と能格言語，活格言語と対格言語，ま

たは能格言語と対格言語のあいだには歴史的な関連があるというのが，類型学の

結論であるとすれば，たとえばイラン語派に属しているいくつかの言語のように，

もともと印欧語族に属していて，対格言語であってもいいはずのものが，能格言

語の性格を色濃くもっているというようなばあいは，どう説明したらいいのであ

ろうか．すでに述べたように，印欧語は，古い時代には活格言語の類型に属して

いたと考えられる，多くの特徴をもっているといわれる［G＆II265－31g］．これが現

在認められているように，対格言語に発展したとすると，イラン語派だけが独自

の発展をして，活格言語から能格言語になったという可能性も，理論的にはない

わけではない．しかしこれらの言語の能格言語的な性格は，その発生が比較的新

しく，不徹底であって，対格言語の特徴が基本的に存在していた時期に現れたと

思われるから，これらの言語の基本的な特徴は対格言語であるとして，そのよう

な可能性は否定されるのが，普通であるように思われる．

　たとえばグフマンによれば，インド・イラン語派にみられる能格構文は自動詞・

他動詞の区別より遅く生じた二次的なものであるが，イラン諸語の能格構文にっ

いてみれば，これは古イラン語の分詞による構文，たとえばima　tya　ma蝋k署tam

「それ・関係詞（対格）・私によって・なされた（対格）」＝「私がなしたこと」にっい

て，バンヴニストは，これを古ペルシア語の完了形に取って替わった形であるとし
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ている．ここで意味上の主語である「私」man6は具格に立ち，過去分詞のkぎtam

は意味上の目的語である関係詞と文法的一致をしているのである．またインド諸

語における能格構文も，その始まりはヴェーダの言語ではなくて，サンスクリッ

トにあるという［GI223］．

　このように考えれば，インド・イラン語派にみられる能格言語的な現象は，た

とえばほかの能格言語との接触，混交または基層言語の影響による，二次的なも

のであるということになろう［KO146］1．しかし言語というものが，何の必然性も

ないのに外のものの影響を取り入れ，しかもその取り入れたものに何の構造的な

意味も与えないで取り込んでしまうというのは，言語が一つの構造体であるとい

う，現代言語学の最も基本的な仮定に背くことになる．言語というものは，たと

えはじめは意味のないものであっても，構造の中に取り入れようとするときには，

一定の構造的な意味を与えようとすると思われる．もしそのような意味づけを与

えられないならば，そのような要素はやがて消滅してしまうに違いない．もしそ

うであるとすれば，インド・イラン語派のこれらの言語で，能格的な現象がどん

な意味づけをされたのかを知ることは，類型学の理論にとって大きな意味をもっ

ことになると思われる．しかしこれを明らかにすることは，専門家の研究を待つ

ほかはない．

　グフマンは，たとえば古高地ドイツ語のhabetaphigb・um　gip且anz6tan「持つ・一

人称・単＋木・単・対格＋植える（過去分詞）・単・男・対格」（1－haveaイreeplanted）＝

「私は木を植えた」のように，同様の例が印欧語に散在していることをあげ，次の

ようにいっている．

　　　．．文献においてこれが一定の外的な影響であるとする仮説が一再ならず表明さ

　れた．たとえば東部イランの諸語の非印欧語型の諸言語との地域的な近さは，印欧

　語の文法構造から逸脱したこの不規則な構文の，可能な説明の一つとして，挙げら

　れてきたが，この地域的な近さは構造の変成と，（本来の言語の統語法とは）構造を異

　にする一連の統語法の出現の，強力なファクターとなった可能性がある．一定の意

　義をもつ動詞に関して，十分に安定し，生産性をもっているところの，これと同じ

　構造をもつ構文が存在していたことも，少なからずこのことを促したに違いない．

　それにもかかわらず，インド・イラン語圏における，二次的な能格性の問題は，印

　欧語学の明らかでない問題の一つで，あり続けている［GI226－227］．

　§79　ロシア語が，私たちの知っている英語やドイツ語，フランス語といった

ヨーロッパの言語に較べて，いろいろ変わった特徴をもっていることは，昔から
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よく知られている．しかしそれらの特徴がどうしてロシア語にあるのかについて

は，説明する手段をもっていなかった．これらの特徴は一つひとつ取り上げれば

単なる偶然にすぎないようにみえるが，まとめて全体として考えると，内容的類

型学で取り上げられ，説明されたものと，いろいろな共通点をもっていることが

わかってくる．そういう意味で内容的類型学というのは，私たちに，これまでと

は少し違った視点からものをみることを教えてくれるものである，ということが

できる．この立場に立つと，いままでみえなかったことが，みえてくるように思

われるのである．

　このようなわけで，ロシア語についての類型学的な立場からの考察も，まずこ

の立場からみて，興味があると思われる現象があるかどうかという，事実を確認

すること，そしてそれらの現象が，スラヴ諸語の全体に共通のものであるか，そ

れとも主にロシア語にみられるものであるかを，はっきりさせることから始める

ことが必要であろう．そしてその次には，これらの現象の間には何らかの内的な

関係があるのかどうか，もしあるとすればそれはどのようなものであるかを，考

えることになる．このような研究の仕方は，最終的にはロシア語がもっている構

造的な原理がどのようなものであるかを明らかにするという方向に進まなければ

ならないと思われるが，現在のところロシア語については，内容的類型学の立場

からみて興味のある現象があるかないかということも，まだ意識的に研究されて

はいないことから，ここで述べることもロシア語の類型学的な研究そのものとい

うよりも，むしろそのための準備段階のものになるよりほかはない2．

活動体と不活動体

　§80活格言語のばあいによく似たものとしてまず目を引くのは，活動体と不

活動体の区別である．これはロシア語にかぎらずスラヴ諸語に広くみられるが，

ロシア語のばあいには植物は不活動体に属しているという点で，活性・不活性の

区別とは異なっている．活格言語のばあい，「太陽」，「月」，「星」，「鍋」などの

ように不活性名詞に属するはずなのに，生活上の重要性のために活性名詞として

扱われるばあいがあるといわれる．したがって活格であるか不活格であるかとい

う区別の基礎には，その言語社会の人々が対象に与える，たとえば宗教などを含

む，個人あるいは社会にとってその対象がもっているところの重要性，ないしは
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価値の観念の違いがあると考えられる．ロシア語のばあいにも，たとえば意味上

不活動体であるはずのH・K嶺HHK「故人」やMePTB町「死人」は活動体として扱わ

れている．しかしその同じ対象をTp翼「死体」という語で表すときには，不活動

体として扱われる．その違いは「死人」や「故人」のばあいには，まだこれらの

言葉が指し示す対象に対する「はばかり」や「尊敬」の念があるのに対し，「死

体」のばあいには，単なる「もの」としてしかこれをみていない，というところ

にある．このことは，ロシア語の活動体と不活動体のカテゴリーの基底にも，対

象に与える価値の違いがあることを，示すものであるということができよう．逆

に意味の上では明らかに活動体に属すると思われるものでも，たとえばHap・A，

T・丑na「群衆」のように，集合としてとらえられるときには，不活動体として扱わ

れる．これはある対象が集合として認識されるばあい，その集合をつくっている

成員の一つひとつの個別性が弱くなることと，関連していると思われる．したがっ

て個性の強いものほど，集まっても集合として認識されにくい，ということが起

こる3．中問的なものとして，魚や両生類，貝類のように，複数をもってはいるが

個別性が比較的に弱いものは，生きているかどうかではなく，食品として考えら

れるときには不活動体として，そうでないときには活動体として扱われる．この

ことも上で述べた価値の感覚と関連するものと考えられる．たとえばH・KyHaTb

KH砧EH，oMapbI，皿poTb・，ycTp珊bI「いわし，いせえび，小いわし，かき（不活動

体）を買う」に対して，π・BuTb　E四eK，・Map・B，皿Hp・T，ycTp剛「いわし，いせえ

び，小いわし，かき（活動体）を採る」のようなばあいである．

　これに対してたとえば6・r「神」，即x「精霊」，AeM・H「悪魔」のような超自然の

観念に対して与えられる名前は，活動体として扱われる．興味のあるのは，Ky期a

「人形」のほか，BaπeT「（トランプの）ジャック」，Ty3「エース」，φep3b「（チェスの）女

王」のように，人をかたどったものが，活動体として扱われることである．いわ

ゆるanthropomorphismである．これらの名詞が活動体に分類されるのも，対象の

個性の強さに支えられているためであると考えられる．

　ダシコ（五a皿K。，M．A．）の報告するところによれば，ドラーヴィダ語族に属する

マラヤラム語では，意味上の他動詞の目的語になるものは，対格の外に目的格が

あり，目的格は主格と同じ形をしているという．そしてこのばあい，どちらを選

択するかは，目的語になる名詞が，活動体（人，動物，鳥，昆虫）を示すか，不活動

体を示すかに依存しているという．しかし動詞kurikkuga「示す」，p罎uga「触れ

る」から形成された後置詞kuriccuおよびpa迄迄i「ついて」のばあいにはこの区別は

なされず，つねに有徴的な対格が用いられること，この言語では複数を作る手続
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きが，1）人および神のばあいはmanushyan－manushyar「人」，acchan－acchanmar

「父」のように，一r，一mar，一karにより，2）それ以外の動物，鳥，あるいは不活動

体は，ana－anagal「象」，maram－marang母「木」のように，一kal（異形態・g4，一n副，

一k圃がある）が用いられるが，この手続きがいま述べた区別と対応していないこと，

また他のドラーヴィダ語がこの区別を知らないこと，などから，これが後に発達

したものであろうとしている4．

　このように，活動体名詞によって表される対象に比較的強い個性が与えられる

ことは，歴史的にも裏づけられる．活動体名詞の形態的な特徴は，不活動体名詞

が主格と同じ形の対格をもつ（主・対格形）のに対して，対格が生格と同じ形をもつ

（生・対格形）ことであるが，古スラヴ語で書かれたオストロミル福音書にすでに，

たとえば・y3bPもHc・yca　HA9耶「彼は見た・イエスを・行きつつあるのを」＝「彼

はイエスが行くのを見た」のように，対格が生格と同じ形をしている例がみられ

る．古ロシア語の文献を調べてみれば・このような生・対格形は・はじめe／・語

幹で人を表す，男性の固有名詞の単数に現れたと考えられる．たとえば13世紀に

成立したと考えられているノヴゴロド第一年代記の宗務院本によれば，すでにこ

の時期には，このような名詞に生・対格形が一般化する過程はほとんど終わって

いたとみることができる．筆者の調べたかぎりでは，394例のうちの386例（98％）

が生・対格形になっているのである5．

　一方e／・語幹で人を表す男性普通名詞の単数のばあい，総計317例のうち，生・

対格形をとるものは263例（83％），主・対格形をとるものが53例（17％）である．こ

のことから，生・対格をとるものは固有名詞ほどではないが，かなり一般化してい

ることがわかる．この文献の中で動物を表すe／・語幹名詞は単数で1例（・M・H　r蛇」），

複数で11例（6B・五b・r水牛」，Be島加yAb・rらくだ」，K・He　r馬」，Kypb・r雄鳥」，c・6・∬H　rて

ん」など）みられるが，これらはすべて主・対格をもっており，これらの名詞には，

まだ活動体・不活動体の区別は及んでいなかったといえる．

　§81人を表す普通名詞で生・対格をとるものについて，意味内容を観察すれ

ば，まず第一に教会関係の職名，僧侶を指すもの，またはこれと密接に関係してい

るものの名が挙げられる．たとえばapxHeHHcK・跳「大主教」，apxHMaHApnT』「大

僧院長」，HepeH「司祭」，n・HHHL「教会の長老」，n・n・BnqL「僧侶の子」，MHTp・一

π。朋TL「総主教」，∬p・p。KL「予言者」，耶PHb恥「修道僧」，eHHCK。nL「主教」，

n・H』「僧」，HryMeHL「修道院長」などである．

　第二に宗教的な概念を表すものがある，たとえばHCH・Be双HHR』「迫害を受けた
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聖人」，H・6・PHHK』「擁護者」，H・cne皿HHKL「援護者」などである．さきに述べた

ように，厳密にいえば人ではないが，6・貼「神」，好x』「精霊」なども，ここに入

れることができる．

　第三に社会的に身分が高い人々を表すものがある．たとえば，r・CH・AHHL「主

人」，K・p・πeB四b「王子」，曲capb「皇帝」などである．・Tb恥「父」，cTpLH「父方

のおじ」などのように，親族関係の上位にあるものを示す語も，ここに入ると思

われる．なぜならば，皿ypHH』「妻の兄弟」，cb・H』「息子」，cbIH・Bb恥「兄弟の息

子」のように，親族関係で下位にあるものは，ほとんどすべて主・対格をもって

現れるからである．

　§82人を指すeん語幹の普通名詞の複数形に生・対格形が用いられた最も古

い例は，14世紀のモスクワ大公イヴァン・カリタ（HBaH　Ka∬HTa，在位1325－1340）の

書簡にみられる，H・温a五・Ba∬L　ecMb　c・K・肥HK・BL　neqepcKHx』「私はペチェルス

キーの鷹匠たち（生・対格）に贈与する」という文であるといわれるが6，ノヴゴロ

ド第一年代記宗務院本では総数249例について，生・対格形をとるものは，わず

かに27例（11％）にすぎない．残りの211例（89％）はまだ主・対格形をもっている

のである．

　女性名詞の複数にこのカテゴリーが一般化するのは男性名詞よりもさらに遅れ，

16世紀になってはじめて生・対格の例がみられたという．ドモストロイ（家訓）の

Mpa6b・HbHay畷TH「碑女をも教えるべきである」というのがこれである．しかし

この時代にはこのような形はまだ散発的にしかみられず，本格的に一般化するま

でには，さらに一世紀を必要とした．これが女性名詞の複数に一般化するのは，

17世紀になってからである7．

　動物を表す名詞の単数にこのカテゴリーが普及するのも，人を指すばあいと同

じように，男性名詞のばあいが早く8，その普及の過程は，1649年に成立したウ

ロジェーニエy五・騰HHeと呼ばれる法典において，一応完成しているのがみられ

る．動物を表す女性名詞の複数にこのカテゴリーが及ぶのは，17世紀以降のこと

である．

　中性名詞はもともと不活動体に属するものであるから，このカテゴリーとは関

係がないはずであるが，現代ロシア語では中性名詞が活動体に属する対象を表す

ことも，少しずつ増えてきた．このためにこれらの名詞は，複数で生・対格をも

つようになった．たとえばもともと「顔」を表していた五四・は，「人物」を表す

ときには複数対格が生格と同じπ瓢となる．またHaceK・M・e「昆虫」，凪HB・TH・e
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「動物」などのほか，CTpa皿H∬H皿e「お化け」，uy耶皿e，qyA・BH取e「怪物」のよう

な超自然の「生き物」も，複数で生・対格形をとる．したがって活動体と不活動

体というカテゴリーは，ロシア語では三つの性を通じてみられる，発展しつつあ

るカテゴリーであるということができる．

　これまでの文法家の説明では，対格が生格と同じ形をもつのは，第一にスラヴ

語のように自由な語順をもつ言語では，対格が主格と同じであると，どれが主語

かわからないことになるから，これを避けるためであり，第二に活動体の名詞に

生・対格が現れるのは，これらの名詞にとって主語であるか目的語であるかの区

別が，とくに重要だったからである9．この考えを推し進めれば，女性名詞が単数

で生・対格をとらないのは，女性名詞の単数は主格とは違う形の対格をもってい

るために，主格と間違われる心配がないからだということになる．しかし生・対

格の発生が主語と目的語の混同を避けるためだけであったならば，それはなにも

活動体の名詞に限ったことではない．また女性名詞でも，たとえばbを主格語尾

にもつ第三変化に属する名詞は，活動体名詞であっても，．単数対格で主格と同じ

語尾をもっているが，いま述べた説ではこのことをうまく説明できない．さらに

中性名詞が単数対格でこの区別をしないことも，まったく説明できないであろう．

　細かいことは抜きにしてこれまでみてきたことを少し手荒くまとめれば，生・

対格ははじめ身分の高い人を表す固有名詞の単数に現れ，次に普通名詞の単数に

及んだ．それからこれは男性名詞の複数に拡がり，やがて女性名詞の複数に一般

化した．動物を表す名詞はその後になって男性単数，男性複数，女性複数の順で

この区別をもつようになった．そして最後に中性名詞の複数がこの区別を知るよ

うになる．

　これをまとめれば，おおよそ次のようになるであろう．

　　　　1）人を指す名詞

　　　　　11）男性単数

　　　　　　　111）高位の人の固有名詞　　　　　　　　　B世紀以前

　　　　　　　112）教会の職名，高位の人の普通名詞　　　13世紀頃

　　　　　12）男性複数

　　　　　　　121）一般の人の名詞　　　　　　　　　　　15世紀頃

　　　　　12）女性複数

　　　　　　　122）一般の人の名詞　　　　　　　　17世紀頃
　　　　2）動物を指す名詞

　　　　　21）男性
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　　　　　　　211）男性単数　　　　　　　　　　　　　　17世紀中頃

　　　　　　　212）男性複数　　　　　　　　　　　　　　17世紀以降

　　　　　22）女性

　　　　　　　222）女性複数　　　　　　　　　　　　　　17世紀以降

　　　　3）中性複数で人，動物を表す名詞　　　　　　　　　　　　？

　チェルヌィフ（qepHHx，HaBeπHK。BπeB四18964970）は動物を表す名詞において，い

つ生格が対格の代わりに用いられるようになったかを，確定することはむずかし

いとしながらも，16世紀の前半のモスクワの俗語においては，人を表す名詞はま

だ動物を表す名詞とは対格の形がはっきり異なっていたと述べ，さらに先に述べ

たウロジェーニエの言語では，若干の例外を除けば，男性名詞の単数においてす

べての人名および動物名を表す名詞に，生・対格形が一般化していた，としてい

るlo．

　チェルヌィフのこのような見解と上述の表とを比べれば，122）と211）は実際に

はほとんど同時に起こった可能性がある．

　もし122）の人を表す女性名詞の複数形に生・対格形が一般化するのが，動物を

表す男性名詞よりも早いとすれぱ，明らかにここでは女性単数と中性単数を除い

て，「人」一「動物」，「単数」一「複数」，「男性」一「女性」の対立はこの順序を軸

にして，一つの階層的順序を構成していることになる．もし反対であったならば，

「男性」一「女性」の対立が，「人」一「動物」の対立よりも，階層的に上位の順序

をもつことになる．中性複数は最も遅く活動体・不活動体の区別に参与すると思

われるが，いつそうなったかにっいて，諸家は触れるところがない．

　このように考えれば，活動体と不活動体という区別は，対象の社会的な重要性

の順に拡がっていったのであって，その基底にはこのような価値の観念があった

とみなければならないであろう．その一般化の過程のなかで，A語幹の女性名詞

の単数では，主格と異なる対格形をもっていたために，生格形の一般化が阻まれ

たもの，と思われる．且語幹名詞は女性名詞の中で有力な語群をつくっていたか

ら，単数で生・対格をもたないということが，女性活動体名詞の特徴となり・この

特徴に男性活動体名詞に較べて社会的重要性が低いという価値が与えられたので

はないかと思われる．もしそうであれば，中性名詞は単数対格が主格と同じ形で

あるのに，中性活動体名詞が単数で生・対格をもたないことが，よく説明できる．

　§83　ほかのスラヴ諸語の場合も，このカテゴリーはロシア語とほぼ同じよう

な経過を辿って発展していったが，それぞれの言語でいろいろな特徴をもってい
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た．ポーランド語を例にとると，このカテゴリーは途中で発展が止まってしまっ

た．この言語では，このカテゴリーが人を表す男性名詞の単数と複数，動物を表

す男性名詞の単数に一般化したところで，発達が止まり，人を表す女性名詞の単

数，動物を表す男性名詞や女性名詞の複数，および中性名詞には及ばなかったの

である．このためにポーランド語では単数では活動体と不活動体という対立をも

つが，複数では「男人体」と「非男人体」という対立になる11．たとえば，

単数主格

dw6r　「邸」

kot　「猫」

20na　「妻」

ma2　「夫」

単数対格

　dw6r

　kota

　20ne
me2a

複数主格

dwory

　koty

　20ny
me20wie

複数対格

dwory

　koty

　20ny
mg26w

　ここでdw6rは人または動物以外の，不活動体に属している名詞であるから，単

数複数ともに主格形と対格形は同じである．k・tは動物であり，単数では活動体

に，また複数では「非男人体」に属しているから，単数では対格は生格（属格）に

等しいが，複数では主格と同じである．2。naは女性名詞であるから，単数の対格

は主格とも生格とも違う特別の形をもっているが，複数では「非男人体」に属し，

対格は主格に等しい．m争2は男性名詞で人を表しているから，男性では活動体，

複数では「男人体」に属し，したがって単数複数ともに対格は生格と同形である．

　このようなポーランド語の単数と複数でカテゴリーが異なる理由を，上に述べ

たように，究極的にはロシア語と同じく活動体と不活動体を目差していた発展の

過程が，その途中で打ち切られたためであるとし，またもしロシア語のばあい階

層的な順序の最下位にあるのが，「人」と「動物」の対立であるとすれば，ポーラ

ンド語ではこの過程が及ぶ順序がロシア語とは少し変わっていたと考えなければ

ならなくなる．動物を示す男性名詞の単数が，人を表す女性名詞の複数よりも前

に，このプロセスを蒙っていたとしなければ，ならないのである．すなわち，ポー

ランド語では階層化の順序がロシア語とは異なって，「男性」と「女性」，「人」と

「動物」，「単数」と「複数」の順序で構造化されているということになる．この理

由については現在のところ明らかでない．しかしポーランド語では「人」と「動

物」の区別よりも「男」と「女」の区別が，階層的に上位にあるという考えの根

拠となるかもしれないのは，あとで少し詳しくみるが，ポーランド語およびチェ

コ語の人を表す男性名詞の複数が，主格においてかつてのU語幹名詞から借用し

た語尾一・wieをもっという点で，複数対格の形を一般化させたそれ以外の名詞の

複数と，鋭いコントラストを示していることである．あとで述べるように，チェ
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コ語のばあいにも，対立の階層関係はポーランド語と同じであると考えられるか

ら，ロシア語のばあいにも，実際は「男性」と「女性」の対立が，階層的序列の

最上位にあったのではないかという，疑いが濃くなってくる．

　このようにみてくれば，たとえばさきに述べたノヴゴロド年代記の言語では，

正確にいえばまだ「活動体」と「不活動体」という対立はなく，あったのはむし

ろポーランド語に近いカテゴリーの対立であったことになる．

ロシア語P

〈
　
複
｛
動

男
く
桝

　
単
く
動

　
　
　
人

複

　
　
単

女
く
－

　　　　　　　　　〈　　　〈
　　　　　人動物人動物人動物単複単1複単複単複
　チェコ語のばあいにも，生・対格形は最も古い文献ですでに人を表す固有名詞

に普通にみられた．たとえばAdam「アダム（主格）」に対するAdama，Jakub「ヤコ

ブ（主格）」に対するJakubaのようなものである．人を表す男性の普通名詞の単数で

もこの過程は文献時代以前に始まっていたが，一般化が完成するのは少し遅れ，

14世紀（一部は15世紀の初め）であったといわれる．動物を表す男性名詞の単数に

生・対格が一般化するのはさらに遅れ，16世紀になっても，まだ古い主・対格の

方が多くみられたという．この過程は15世紀の中頃に始まり，17世紀の初め頃

に完成する12．

）
　
塑

培
女
く

駈
　
人
く

興
”
　
聖

斜
男
く
人
く

　§84　複数では活動体の男性名詞の主格が本来の複数主格形一iをもつのに対し

て，不活動体では対格形一yが主格に一般化する（対・主格形）．これは古チェコ語で

は比較的稀れであるとされるが，興味のあるのは，この過程が，生・対格形とは

まったく逆に，まず「もの」を表す男性名詞に現れたことである．この語尾が「不

活動体」を表す男性名詞の複数形に一般化したのは，現代チェコ語の時期の始ま

る16世紀以降のことであるB．

　したがってここでは対格に本来の生格形一uを用いることはなかったが，結果と

して，活動体と不活動体で形が異なることになった．したがってチェコ語のばあ

いには，このカテゴリーの内容は活動体と不活動体の対立であるといえるが，ロ

シア語と違って女性名詞や中性名詞には及ぶことがなかった．その結果，現代チェ

コ語ではこのカテゴリーはたとえば次のようになった．男性名詞では，
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　　　　単数主格　　　単数生格　　単数対格　　複数主格　　複数対格

　　　dub　「樫」　　dubu　　　dub　　　duby　　　duby
　　　had　「蛇」　　hada　　　hada　　　hadi　　　hady
　　　h・ch「男児j　　h・cha　　　h・cha　　　h・善i　　　h・chy

　したがってポーランド語について述べた仮説が仮に正しいとするならば，チェ

コ語のばあいにも，対格に生格形を用いるというプロセスにおいては，ポーラン

ド語と同じように，「男性」と「女性」の対立が，「人」と「動物」の対立よりも，

上位の階層的序列をもっていたということができる．しかしポーランド語と異な

る点は，このプロセスが単数名詞に及んだところで打ち切られた，というところ

にある．結果としてチェコ語では活動体と不活動体のカテゴリーは，形成の手続

が単数と複数で異なることになった．すなわち，両者の相違は，単数では生格形

が対格形を置き換えたかどうか，また複数では本来の対格形が主格形にとって代

わったかどうか，に存することになったのである．

　ただ複数の体系の中でみれば，チェコ語のばあいでも，人を表す男性名詞の複

数主格は，たとえばpr・£es・r「教授」に対するpr・fes・fiとならんでU語幹の語尾を

もつ形pr・fes・r・v6が存在している．一iと一・v6の語尾には，名詞によってどちらか

しかとらないばあい，あるいは両者が競合するばあいがあり，ポーランド語より

も弱い形ではあるが・人を表す名詞の男性形が・他のものに対して卓立される傾

向がある．

　南スラヴ語群の中では，格変化をもたないブルガリア語は別として，セルボ・

クロアチア語でも，生・対格形は男性単数名詞以外には拡がらなかった．

　これらのことから，ロシア語の活動体と不活動体のカテゴリーが，スラヴ語の

中でも，非常に特異な発展をしたことがわかる．

　ところで活格言語と能格言語のばあいには，意味上の目的語の位置にくるのは

無徴的な絶対格であり，したがって述語動詞は有徴的な格である活格または能格

をとるかどうかによって，区別された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活格動詞活格く主語＞ 糠呈轄≧島野

能格く主語＞ 嫌呈鞭講司）

（主格〈主語＞一動詞）一対格く目的語＞

（主格く主語＞一動詞）

絶対動詞

能格動詞

絶対動詞

他動詞

自動詞

§85　これに対して対格言語では，述語動詞は，意味上の自動詞でも他動詞で
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も，意味上の主語と文法的に一致してこれと一体になるから，有徴的な意味上の

目的語をとるかどうかによって，区別されることになる．

　このような対格言語の構文上の特徴を考えれば，活動体・不活動体のカテゴリー

が，主に他動詞の意味上の目的語の位置に立つ対格に現れたのは，この特徴のた

めであると思われる．すなわち対格言語では，本来対格は主格に対して有徴的で

あるはずであった．一方ロシア語では，印欧語の時代には有徴的であった男性名詞

の対格は，音韻変化の結果語尾を失い，無徴的になって，主格と同じ形になって

しまった（主格＊一・s＞L＞φ，対格＊一・m＞L＞φ）．なぜ生格の形を選んだかという議論

は別にしても・生・対格をとることによって・活動体の表現は・活格言語の活格，

あるいは能格言語の能格と同じように，失われた有徴性を回復することになった．

しかし活動体の表現が対格で示されるようになったことによって，活動体と不活

動体というカテゴリーは他動詞の中で生じたものにすぎなくなり，これによって

動詞述語そのものを，全体として分類することにはならなくなった．この点が活

格や能格とは，根本的に違っているところであるが，それにもかかわらず，結果

としてみれば，不活動体の目的語と主語とが形の上で同じになり，活動体と不活

動体の区別が再び文法化されたことによって，ロシア語が活格言語または能格言

語の状態に，再び一歩近づいたとみることもできる．

　しかしながら，それではなぜ，活動体対格に生格の形が援用されることになっ

たか，という問題は，依然として未解決のままに残されている．

　これについてメイエは，生格形を対格に援用したことを，単なる偶然に帰そう

としているようにみえるが14，チェルヌィフは，ロシア語において，他動詞が否

定されたときに一定の条件のもとで目的語の対格形が生格形に置き換えられる，

いわゆる否定生格という現象にみられるように，統語論的に生格が対格に近い働

きをもっているからである，としている15．

　しかしこれらの所説は，必ずしも直ちに承認しがたいものを含んでいるように

思われる。メイエのばあい，たとえ必要に迫られたにせよ，いかなる内的連関も

なく，生格が単なる偶然によって対格に転用されるというのは，信じるのがむず

かしいからであり，チェルヌィフのばあい，活動体，不活動体の区別なく用いら

れるはずの否定生格が，なぜもっぱら活動体のばあいにのみ，用いられるように

なったかが，説明できないからである．

　スプリンチャク（CHp班HqaK，∬K・B舶eKceeB四）は，チェルヌィフの説を一歩進め

て，「生格を選んだということは，おそらく，共通スラヴ語において，生格と対格

の機能が時にきわめて似通ったものであったということによって，説明されよう．
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しかしながら，目的語を表すばあい，これらの格はたがいに（機能が）異なってい

た．対格は動詞の行為が完全に及ぼされた対象を示すが，生格は，行為が不完全

にしか及ぼされない対象を示していた」と主張する16．いわゆる部分生格genitivus

partitivusの意義の重要性を強調したのである．これは疑いもなく正しい主張であ

るが，これだけではまだ，活動体のカテゴリーと生格のはたらきとの間の，内的

連関性を明確にすることはできないであろう．

　しかし，もし上で述べたように，活動体と不活動体の区別が，名詞の示す対象

の価値に依存しているとするならば，この関係は容易に説明できるであろう．す

なわち，活動体は，その価値，あるいは個性のゆえに，他者の行為が全面的にそ

の上に及ぼされることがむずかしいと思われるからである．

　この点に関連して興味のあるのは，スペイン語のばあいである．活動体と不活

動体の区別が，スラヴ語以外にスペイン語およびアルメニア語にみられることは，

つとにメイエの指摘するところであるが17，スペイン語のばあい，動詞の直接目的

語となる名詞が「まず人を表す名詞，次に動物名，および擬人化されたもの」で

あるばあい，ラテン語のad（英語のt・）に遡る前置詞aをとり，それ以外のものは

aなしで用いられるというのである18．ラテン語でadを名詞に附加したものは，

意義的に与格に近いということができよう．そうすれば，この事実は，発現の仕

方こそ違え，行為の対象への及び方が，問接的であるという点で，ロシア語の活

動体のばあいと共通しているように思われてくるのである19．

述語機能の強化一形容詞短語尾形述語の成立

　§86　活格言語や能格言語では，述語は述語動詞だけか，または述語動詞と絶

対格に立つ名詞の結合からできており，このため述語動詞は絶対格に立つ名詞と

文法的一致を行うことが多かった．述語動詞が意味上の他動詞であるときは，絶

対格に立っ名詞は意味上の目的語になったから，この動詞は意味上の主語とでは

なく，意味上の目的語と文法的に一致するのが本来の形であった．意味上の他動

詞の主語は，述語に依存しながら相対的に独立した，有徴的な活格あるいは能格

によって示されていたのである．これに対して対格言語のばあいには，主語と動

詞との結合が緊密である．対格言語の動詞が主格と文法的に一致することを原則

としているのは，このためであると考えられる．

3．述語機能の強化一形容詞短語尾形述語の成立　　13g



　しかしロシア語の場合，主語と動詞との結合を緩めて，述語を相対的に独立強

化しようとする傾向を示す，いろいろな兆候がみられるように，思われる．その

第一は，形容詞の短語尾形がつくられたことである．印欧語においては，形容詞

はもともと名詞と形の上ではほとんど同じであり，わずかに違うのは形容詞は同

じ語根が異なる幹母音または語尾をとって，異なる性にわたる変化をすることで

あった．男性の形も，女性の形も，また中性の形もとることができたのである．こ

れをラテン文法家はm・tioと呼んでいる．

　このような本来の形容詞の形はロシア語では名詞形と呼ばれ，現在の短語尾形

に連なるものである．これに対して長語尾形といわれるものは，名詞形に承前代名

詞anaph。riquesのjy，ja，jeを加えることによってつくられたものとされている。

たとえばdobr廿一ji（よい一男性単数主格）＞dobryj，dobra－jego（男・中性単数生格）＞

d・brago＞d・br・g・，dobru－jemu（男・中性単数与格）＞d・bruumu＞d・br・muのよう

なものである．

　このような長語尾形は，承前代名詞の「その」という指示の機能によって，対

象が特定のものである（定性）ことを示し，逆に短語尾形は不特定のもの（不定性）を

指す，とされている．筆者は以前にノヴゴロド第一年代記を用いてこれら二つの

形の用法を観察し20，これらの形の機能を次のように考えた．短語尾形は形容詞

が示す性質あるいは状態と，この形容詞が修飾する名詞が指し示す対象との関係

が，話手が発話する時点ではじめて設定される場合に用いられる，とする．

　たとえば，

　　B』To｝Ke∬孟》To　naAe　MeTbmb　rycTL　Ilo3eMπH　M　Ilo　BoAもH　Ho　xopoMoM』．＿．．

　　「同じ年，烈しい吹雪が地上にも，氷の上にも，家々の上にも降った．」

　　　．．M　Ty　TaKo濯e6blcTb迎K》TL　Ho泓apL，B皿xpoMb　Ha60P3並》，TpecKoMb、

　　　　　　　　　　　　　　か　　「そしてそこに同じく烈しい火事が起こり，すぐにつむじ風とパチパチという音が

　　それにともなった．」

　このばあい，ryC賜「濃い，濃密な，烈しい」，脚跳「烈しい」という形容詞短

語尾形のもつ意義と，「吹雪」あるいは「火事」という意義との関係は，発話以前

に当然のものとして設定されているものではない．烈しくない吹雪，烈しくない

火事というのも考えられるのである．したがってここで述べられている「吹雪」

あるいは「火事」が「烈しい」ものであるということは，発話の時点で話し手に

よってはじめて認識され，表現されたものであると考えられる．これに対してた

とえば長語尾形，

　　Toro　paAH　BceMHJlocT班BbM60r』xoTH　nory6KTn6e360照HbIH　cbIHbI
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H3MaHπOBbIKyMaHbI＿
「このためにいと慈悲深い神は，神を知らぬイシュマエルの子らクマン族を滅ぼそ

うとされて＿，。．」

OHH凪e　oRaHbHbIM　EpecTonpecTy∬H班πH，He八o凪八aBL皿le　cBもTaπ06Lro皿a．

「かの呪われた十字架に背くものたちは，夜明けを待たずに逃亡した．」

　これらのばあい，たとえば「神」6・rLが「いと慈悲深い」BceM瑚・CTHBb・nもの

であり，また「十字架に背くものたち」KpecT・HpecTyHH唄Hカ§「呪われた」・EaHb－

HbHbMものであるのは，発話以前にすでにはっきりしていることである．このよ

うな場合につねに長語尾形が用いられたのは，このように形容詞の示す意味と1

名詞の示す意味とが，発話より以前に定まったものと考えられていたためである

ということになる．

　§87形容詞の長語尾形と短語尾形の機能がこのようなものであるとすると，長

語尾形が定性を表すことも，またしばしば「決まり文句」（エピテトン）として用い

られることも，よく説明することができる．また長語尾形が述語としても，修飾

語としても用いられるのに対し，短語尾形は現代ロシア語にみられるように，や

がてもっぱら述語として用いられるようになったのも，よく理解できる．主語と

述語の関係は・述語によって示される性質あるいは状態と，主語によって表され

る対象とが，発話の時に関係づけられるものだからである．このことからまた，

短語尾形の場合には主語と述語との関係が，長語尾形の場合よりも，緩やかなも

のであることを示しているといえる．

　短語尾形は，このようにもっぱら述語として用いられるようになるが・それに

ともなって，主格以外の格は失われることになる．逆の言い方をすれば，形容詞

は述語として用いられるとき，格変化をもたない特殊な形をもつことになったの

である．これは形容詞が活格言語の状態動詞と非常によく似た機能をもつように

なったことを，意味している．いま仮に短語尾形の主語になる代名詞を人称接辞

とみなせば，次のような形になる．

H－AO6P／八06P－a，

Tb1一双06P／双06P－a．

OH－AO6P．

OHa－AO6P－a．

OHO－AO6p－o。

MbI一八Q6P－bI，

「私は善い（男性／女性）．」

「おまえは善い（男性／女性）．」

「彼は善い（男性）．」

「彼女は善い（女陸）．」

「それは善い（中性）．」

「我々は善い（複数）．」
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　　　　　　Bb、一八。6p－b、．　　　「おまえたちは善い（複数）．」

　　　　　　。HH吸。6p．b、．　　　「彼らは善い（複数）．」

これは動詞の過去形とほとんど同じ形であるといえる。たとえば，

月一覗Taπ／虹HTa∬一a．

Tb・一qnTaπ／服Ta五一a．

OH－HKTaJI．

OHa－qHTaJI－a．

OHO一蔓［HTaJI－0．

Mbl－qHTaJI－H．

Bbl－qHTaJlrH．

OHH－qHTaJ1－H．

「私は読んだ（男性／女性）．」

「おまえは読んだ（男性／女性）．」

「彼は読んだ（男性）．」

「彼女は読んだ（女性）．」

「それは読んだ（中性）．」

「我々は読んだ（複数）．」

「おまえたちは読んだ（複数），」

「彼らは読んだ（複数）．」

　ここでaは女性の接辞，・は中性の接辞，b・，Hは複数を示す接辞とみることが

できる．

　現在形のばあいには原則として人称による変化をもっており，このような形容

詞短語尾との形の上での一致はみられないが，重要なのは，まだ部分的で過去形

に限られているにしても，動詞述語と形容詞述語のあいだに，形の上での一致が

みられることである．このように，短語尾形述語の成立の意味は，類型学の立場

からすれば，形容詞が状態動詞化したという点にあると，思われる．

述語の相対的独立性の強化

　§88　これまで述べてきたことから，述語の主語からの相対的な独立性の強化

には，動詞の過去形で人称変化が失われたことが，密接に関連していると考えて

もよいように思われる．なぜならば，人称変化は，主語と述語の文法的な一致に

よって，両者の密接な関係を保障するものだからである．ロシア語の過去形は，も

ともと能動完了分詞第二形participium　praete甜activi　secundumといわれる，接尾

辞＊一1・一によって構成される分詞が連辞を失って，独立の動詞と考えられるように

なったものである．この分詞は，もともと，ちょうど英語，ドイツ語，フランス

語などの過去分詞と同じように，英語のbe動詞あるいはhave動詞と結んで，さ

まざまな完了系諸時称をっくるのに用いられたものである．ロシア語を含むスラ

ヴ諸語では，この分詞はbe動詞にあたる連辞と結合するのが，原則であった．し
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たがって連辞が失われることによって，それまで連辞の部分が受けもっていた人

称のカテゴリーが失われ，主語と述語の性あるいは数による文法的一致がまだ述

語部分に残ってはいるものの，新しい述語動詞と主語との結びつきはかなり弱ま

ることになった．形容詞の短語尾形は過去形で連辞6blπ，6bMa，6bl∬・，6b・五Hをと

るが，その連辞そのものも，すでにたとえばeCML6H逓のような能動完了分詞の

第二形が，現在形の連辞eCMbなどを失った形であるから，動詞の過去形の相対的

独立にともなって相対的な独立を得ることになった．もし現在時称でも動詞の人

称変化が失われることになれば，形容詞の短語尾形は，性，数の一致を除けば，

完全に状態動詞として確立する可能性がある．このように述語の主語からの相対

的な独立のためには，どうしても少なくとも人称変化がなくなる必要があり，そ

のためには連辞がなくなる必要があったということがいえる．ロシア語で連辞と

して用いられているのは6b・Tbであるが，これはもともと現在時称ではeCMb，eCH，

ecTb，ecMbl，ecTe，cyTbのように変化していた．これらの形はその後失われて現在

ではeCTbだけが現在形としてすべての人称に用いられているが，それもとくに強

調するときか，「存在する」という意味のほかはふつう用いられない．この動詞

はもともときわめて使用頻度の高い動詞であり，またたとえば英語のbe動詞にみ

られるように，一般に使用頻度の高い語彙は変化しにくく，古い形を保つのが通

例であることを考えれば，ロシア語の状態はきわめて異常なものであるといえる．

したがってロシア語で動詞の中でも最も保守的なはずの6HTbの現在形が失われ

たのは，いま述べたように，述語の主語からの相対的な独立性の獲得の前提とし

て，人称変化の衰退が必要であったためである，と考えなければ，説明はむずか

しいと思われる．

　§89チェコ語またはポーランド語のばあい，連辞の人称変化はまだ保たれて

いるが，それと同時に，これらの言語では，短語尾形を長語尾形に置き換える強

い傾向がみられる．たとえばチェコ語では，短語尾形が用いられるのは，比較的

数の少ない性質形容詞に限られている．またそのばあい，長語尾形に較べると短

語尾形は一時的なニュアンスが強いといわれる。たとえば，

　　　　　　　Jsemきt’asten．　「私は（いま）幸福だ（短）．」

　　　　　　　Jsem菖t・ast醇．　「私は（一般的に）幸福だ（長）．」

　　　　　　　Jsi　vese1．　　　「君は（いま）陽気だ（短）．」

　　　　　　　Jsi　vese》．　　　「君は陽気な人だ（長）．」21

　また形容詞が補語をとるときには，主として短語尾形が用いられるという．たと
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えばjedalek「遠い」，blfzek「近い」，h・den「ふさわしい」，pln「満ちている」，pr。st

「欠けている」，2甜・stiv「どん欲な」などは生格の補語をとるときに，je　r・ven「等

しい」，blfzek「近い」などは与格の補語をとるときに使用される．これに対して

補語をとらないときには，長語尾形を使うのが一般的である22．たとえば，

　　　　　　　Jeho　k・necje　blfzk乎．　「彼の終わりは近い．」

　　　　　　　Sklenkaje　u2plna．　　「コップはすでに一杯だ．」

　補語をともなうときに短語尾形を使う傾向は，ロシア語の場合にもみられる．

たとえば与格の補語をとるBepeH「忠実である」，M四「好ましい」，np・THBeH「い

とわしい」などである23．これらをみれば，述語的な性格が強く，したがって動

詞に近い役割をもつときに，短語尾形が使われると考えてもよいであろう．

　さらに興味のあるのは，チェコ語のばあい，人に関わるときは短語尾形を，ま

た動物やものに関係するときには長語尾形を用いる傾向がみられることである．

たとえば，

OtecjestaL

Strom　je　star夕，

Ten610v6k　je　kliden．

Mofe　je　klidn6．

Nepfftel　je　mrtev，

M負j　drozd　je　mrtvゾ，

Jsem　mla（i．

K面je　mlad乎，

「父は老いている（短）．」24

「木は老いている（長）．」

「その人は物静かである（短）．」

「海は静かである（長）．」

「敵は死んでいる（短）．」

「私のつぐみは死んでいる（長）．」

「私は若い（短）．」

「馬は若い（長）．」

　これをどう解釈するかについては，いろいろな議論があると思われるが，主語

が「人」のクラスに属しているときは，述語の形容詞の表す性質あるいは状態は，

人以外のクラスに属する対象をさす主語の場合よりも可変性があり，したがって

「動詞的」であるということができよう．ただしこの可変性というのは動物の場合

にもみられるわけであるから，その底にはやはり「人」のクラスと「動物」およ

び「もの」のクラスの対立がある，と思われる．

　しかしチェコ語ではさきにも述べたように，短語尾形の代わりに長語尾形を使

おうとする，強い傾向がみられることを考えれば，チェコ語では過去のある時期

まではロシア語と同じように，述語の相対的な独立の方向を辿っていたが，やが

て一定の段階になってこの方向をとることを停止して，再び主語と述語との結合

を緊密にするようになったのではないかと考えられる25．チェコ語がロシア語と

違って過去形で人称変化を行う連辞を失わなかったのも，そのためではないかと
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思われるのである．結果としてチェコ語では，さきに挙げた例文にみられる形容

詞のばあいだけでなく，過去の諸時称においても，また接続法のばあいでも，た

とえばbych　byl（英語の接続法I　wereにあたる）のように，連辞＋能動過去分詞第二形

の形が残ったのである．このことからさらに，なぜロシア語の接続法の場合に，

かつての連辞のアオリスト形が人称変化を失い，三人称単数に遡る単なる小詞6b・

になってしまったかということも，よく説明できる．ロシア語のばあいには，主

語と述語の緊密な関係を弱めて，述語の相対的独立を獲得する方向に進むことを

やめなかったと思われるからである．

　§goポーランド語のばあいにも，連辞by6は人称変化を保っている．現在形で

はこれはjestem，jeste善，jest，jeste‘my，jeste菖cie，s争のようになる．

　明らかにこれらの形はs早を除いて古くからのby6の形を直接に受け継いだも

のではなく，三人称の形であるjestを語幹として二次的につくられたものである．

この語幹に附け加えられた同じ要素は，能動完了分詞第二形にも附け加えられて，

たとえば男性のばあいbylem，byle6，byl，byli6my，byli6cie，byli，女性のばあいには

by｝am，byla菖，byla，byly菖my，by｝y菖cie，by王yのようになった26．これは一度分析的にな

りかけた動詞の形に対して再び屈折語的な性格を強めようとするものであり，し

たがってチェコ語の場合よりもさらに強く，主語と述語との関係を緊密にしようと

するものである．ポーランド語ではたとえばzdr6w「健康である」，g・t6w「準備が

できている」，wes61「愉快である」，rad「喜ばしい」，ciekaw「興味がある」，pe柄en

「確信している」のような，ごく少数の形容詞だけが短語尾形をもち，しかもそれ

も男性単数に限られるのも，このようにして短語尾形の述語的性格が再び弱まっ

たためであると，考えられる．

　以上に述べたことから，形容詞の短語尾形の述語的性格の強さと，連辞がある

かどうか，あるいは人称変化が保たれているかどうかということとは，密接に関

連しているということができよう．この意昧でチェコ語あるいはポーランド語とロ

シア語とは，途中までは同じ方向をもっていたが，その後の発展はまったく違っ

た方向をもつようになったといえる．

　もしそうとすれば，ロシア語で連辞の現在形が脱落したのは，決して偶然では

なかったと思われるのである．さきに述べたように，活動体と不活動体の対立が

ポーランド語とチェコ語で不徹底のまま終わり・またポーランド語のばあいのほ

うがチェコ語のばあいよりも不徹底の度合が強かったのは，この対立の徹底化が，

チェコ語やポーランド語を能格言語類型に近づける方向性をもっていたために，
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これを避けようとしたためであると考えられる．同じように，もし述語の相対的

独立性を強化する方向が，意味上の他動詞を述語とする構文において，意味上の

主語と述語との関係が比較的希薄である，能格あるいは活格型の言語類型に言語

を近づけるものであるとすれば，チェコ語やポーランド語が再び主語と述語の関

係を強化したことも，一この方向に進むことを避けようとするものであった，とい

えよう．そうとすれば，一見何の関係もないかにみえる，これら二つの事柄の問

には，実は深い類型学的な関連が潜んでいると，考えられるのではあるまいか．

名詞類の述語性の強化

　§91以上に述べたことから，連辞をなしですますためには，述語に立っ語の

述語性の強化が前提となっていなくてはならないといえる．この意味で，名詞が

述語に立っばあいでも，その述語としての機能は連辞があるばあいよりも強いと

考えられる．もし人称代名詞を，人称を表すためのものにすぎないと考えれば，

人称代名詞を主語にし，名詞を述語とする文は，前に述べたネネツ語のkhasa田一m

「私は男だ」，kbasava－n「おまえは男だ」のような形とあまり変わらないのである．

たとえば、

51－CTy双e肌

TbトCTyAeHT，

OH－CTyAeHT，

Mbl－CTy八eHT－bL

BbトCTyAeHT－bI．

OHH－CTyAeHT－bI

「私は・学生．」

「君は・学生．」

「彼は・学生．」

「我々は・学生・複数．」

「君達は・学生・複数．」

「彼らは・学生・複数．」

　このような観方をしてみれば，たとえばKHHra　TaM．「本はあそこだ」という文

でも，ここに存在を表す6b・Tbの現在形eCTbがいつも省略されているという考え

方には問題があると思われる．たしかにこの考え方は・たとえばKH四a6bMaTaM．

「本は・．あった・あそこに」またはKHHra6yAeT　TaM．「本は・あるだろう・あそこ

に」のような，6L・Tb「ある」の過去あるいば未来の形をもっものとの間で体系性

を保つという点で魅力のある考え方である．しかし存在というような重要な意義

をもつ動詞がそうたやすく省略されてよいものかどうか，という疑問は，消える

ことがない．このような疑問とネネツ語の事実などとを考え合わせると，EHHra
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TaM．のような表現では，「存在」が述語になっているのではなく，むしろ述語に

なっているのはTaM「あそこ」ではないかと思われてくる．もしそうだということ

になれば，いま挙げた6b・Tbの未来形と過去形は，存在を表すのではなくて，単

に未来または過去という時称だけを表すということになるであろう．

　いま述べたKHMra6bMa　TaM．やKHHra6狐eT　TaM．を疑問文に変えるとすれば，

これはそれぞれBbua∬HTaMKHHra？とBy鵬丁πHTaMKHHra？，またはTaMπH

6bMa　KHHra？とTaMπH6MeT　KHHra？になると思われる．疑問となる語は疑問の

小詞汀Hの前にくるのが決まりであるから，はじめのものは存在そのものを訊ねる

形であって，「本はあそこにあったか」，「本はあそこにあるだろうか」という意味

である．後のばあいは疑問になっているのはTaM「あそこ」であって，「本があっ

たのはあそこか」，「本があるであろうというのはあそこか」というような意味に

なる．だから疑問に対する答えも，前のばあいならば五a，6b、∬a．「はい，ありま

した」，五a，6yAeL「はい，あるでしょう」またはHeT，He6bM・．「いいえ，ありま

せんでした」，HeT，Re6yAeT．「いいえ，ないでしょう」のようになる．もし後の

ばあいならば答えは丑a，TaM．「はい，あそこです」またはHeT，He　TaM．「いいえ，

あそこではありません」になるであろう．KHHraTaM．のばあいも，もしeCTbが

省略されているならば，疑問文はECTbπ瓢TaM　KHMra？となるはずであるが，実

際にはこれとならんでTaM五HKH四a？が用いられることが多い．

　このことからKHHFa　TaM．という文は，存在を表わす述語のeCTbが省略された

「本はあそこにある」という意味と，TaMが述語となっている「本はあそこだ」と

いう意味との二つをもっていると考えなくてはならないように，思われる．この

後の意味の場合には，これに対応するKHHra6b・服TaM．とKH班ra6狐eT　TaM．の

6bMaおよび6yAeTは，単に時称を示すものにすぎないことになる．そうであれ

ばH－CT狐eHT．も，それだけで述語になって文をつくっているとみてもよいことに

なろう．

　以上のことからロシア語の二肢文は名詞類が強い述語性をもっているというこ

とができる．これに対してチェコ語やポーランド語では，bgt，by6が省略される

ことはなく，これと結合する名詞類の述語性はロシア語の場合のように高いもの

ではないと思われる．

　§92　対格言語では述語動詞は主語と緊密に結びつき，また目的語をとるかど

うかによって，自動詞と他動詞を区別している．またこのタイプの言語の主語に

は，活格言語の活格や能格言語の能格に立つ名詞だけではなく，不活格や絶対格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5・名詞類の醗の強化1147



に立つ名詞も用いられることから明らかなように，行為を行う人や動物でなくて

も，主語になることができる．このために，このタイプの言語では，述語動詞に

適当な標識をつければ，対格に立つ名詞を主格に変換することができる．たとえ

ば，

　　　　　　　巫｝蝉acc－N㎞m｛画
　これに論理的な解釈を加えれば，受動形ということになる．したがって受動と

能動というのは，対格言語の包含事象なのである．このばあいNinsもは，行為者

だけではなく，手段，道具などを表すこともできるから，主語をこれに変換する

ことは論理的にも可能である．これに対して能格言語のばあいには動詞述語は絶

対格と緊密に結合しており，能格をとるかどうかにしたがって絶対動詞と能格動

詞を区別している．しかし能格に立つ名詞は行為者でなくてはならないから，こ

れを行為者でないことによって特徴づけられる絶対格に変えることはできない．し

たがって受動形をつくることはできないのである．活格言語のばあいにも，活格

に立つ名詞は生物であってかっ行為を行うものでなければならないから，そうで

ないことによって特徴づけられる絶対格に変換することはできない．

　しかし対格言語の受動構文は，形だけからみれば能格構文によく似ている．す

でに述べたように，能格構文を受動構文として解釈しようという試みがあったの

はこのためであるが，これに対応する能動構文がこのタイプの言語にみられない

ことから，これを受動構文と考えるのには無理がある．受動の意味は能動の意味

がなければ存在できないからである．

　スラヴ諸語では受動は6b・Tbに＊一n・一，＊一t・一を接尾辞とする被動形動詞過去の形

を加えることによってつくられる．たとえば，而LHa3eMπHno双KoHbITbIKocTbMH

6bMa　n・cもHHa「黒い・大地は・下に・蹄・骨によって・過去・種蒔された」＝「蹄

の下の黒い大地に，骨が種蒔きのようにまき散らされた」（イーゴリ軍記）あるいは

A兆e6y八eTbcB。6・朋bM馴魚b・y6nT』「もし・未来・自由な・人間が・殺された」

＝「もし，自由人が殺されたならば」（ルシ法典）のようなぱあいである．この被動

形動詞過去が本来受動の意味をもっていたかどうかについては疑いがあるが27，古

教会スラヴ語，古代ロシア語を通じて，現在までこの形が用いられている．ロシ

ア語では，これまで述べてきたようなこの言語の一般的な傾向に従って，連辞の

部分は脱落し，また被動形動詞過去の部分は，述語的な性格の強い短語尾形の形

で，単独に使用されるようになった．このように受動の表現でも，形容詞述語の

ばあいと同じように，述語は人称変化を失い，性と数だけで主語と文法的な一致
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を行うようになった．たとえば，

　　　　∬yHec6H／一ceH－a．　　　Mb・一yHeceH－bl．

　　　　「私は運びさられた．」　　　「我々は運びさられた．」

　　　　Tbl－yHec6H／一ceH－a．　　　　　BbI－yHeceH－LI．

　　　　「おまえは運びさられた．」　　「おまえたちは運びさられた．」

　　　　OH－yHecるH．

　　　　「彼は運びさられた．」

　　　　OHa－yHeceH－a．　　　　　OHH－yHeceE－bI．

　　　　「彼女は運びさられた．」　　「彼らは運びさられた．」

　　　　OHO－yHece且一〇。

　　　　「それは運びさられた．」

　これらはみな状態を表しているから，形容詞短語尾形の述語のばあいと，本質

的に異なってはいない．

　　　　　　　　主語と述語との関係の弱化1．非人称形

　§93　これまで述べてきたように，動詞の人称変化の衰退の傾向は，主語と動

詞述語との関係を弱め，述語動詞の独立性を高める方向に働いてきたと考えられ

る．この方向をさらに強く推し進めるのは非人称形であると思われる．非人称形

が主語と関係をもたず，独立した述語として用いられるからである．とくにすで

に述語としての性格を強くもっている形容詞短語尾形は非人称の形をとり，述語

として広く用いられている．これらの述語はしばしば与格の補語をとるが，いま

人称代名詞の与格の形を主格形とは違う系列の人称接辞と考えれば，これらの述

語は，この人称接辞によって文法的一致を行っているとみることもできる．たと

えばMHe－x・肥殖・は「私は寒い」となる．これを表にすれば次のようになる．

　　MHe－x・π・AH・．　「私は・寒い．」　　HaM－xoπ・AH・，　「我々は・寒い．」

　　Te6e－x・πo胆・．　「君は・寒い．」　　BaM－x・汀oπH・．　「君達は・寒い．」

　　EMy－x・丑・AH・．　「彼は・寒い．」　　HM－x・∬oAH・．　「彼らは・寒い．」

　　E避一x・π・胆・．　「彼女は・寒い．」

　このばあいにも，6bM・，6y八eTを時称の接辞と考えれば，時称変化を行うこと

もできる。たとえば，

　　　　　　MHe－6bl∬o－xoπo八Ho．
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　　　　　　　「私は・過去・寒い」＝「私は寒かった．」

　　　　　　　Te6e－6y八eT－xoπo八Ho，

　　　　　　　「おまえは・未来・寒い」＝「おまえは寒いだろう．」

などのようなものである．前に述べたスー語族のアシニボイン語や，イロクォイ

語族のセネカ語などでは，不随意的な行為を表すときには特別な系列の接辞を用

いるが，ロシア語のこのようなものは，これに平行する現象であるとみることも

できる．実際ロシア語においても，このような表現は不随意の行為を表している

のである．また情緒動詞にあたるBnAH・「みえる」，Cπb皿H・「聞こえる」，6・恥H・

「痛い」などのばあいには，たとえば，

　　MHe　B瓢Ho　zOPμ

　　「私には山を見える＝山が見える．」

　　HaM　C∬LI皿HOπec冗”．

　　「私たちには歌を聞こえる＝歌が聞こえる．」

　　MHe60刀bHO％02μ
　　「私には足を痛む＝足が痛い．」

のように，対格に立つ目的語をとることができる．また否定の場合にはたとえば，

　　He　BH八HO20PbL．

　　「山が（生格）見えない．」

　　He　CJlbI皿HOπec呪u．

　　「歌が（生格）聞こえない．」

のように，他動詞と同じように否定生格をとることができる28．

　このことから，このような述語が動詞に近い述語的性格をもっている，というこ

とができる．これらはヴィノグラードフが「状態カテゴリー」EaTer・pHH　c・cT・HHHH

といっている「話法の副詞」であるが29，このような述語がロシア語で広く用い

られていることは，述語の主語からの独立が，この言語の強い底流になっている

ことを物語っている．

　これと関連して，ロシア語では名詞も非人称述語として用いられることがある．

たとえば，

　　MHe　y滝eηOP側πTH．

　　「私にはもう行くべき時だ．」

　　＝「私はもう行かなくてはならない．」

のH・pa「時」，

　　HaMmyT四bHeθpe漏品
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　　「我々には冗談を言っているひまはない．」

のBpeMH「時間」などがこれである．名詞以外の品詞でも，たとえば

　　MHe％ε2∂εCH八eTb．「私にはすわるところがない．」

のHerAe「どこも～ない」や，HeKy八a「どこへも～ない」，HeK・班a「～する時間が

ない」などのほか，たとえばHa双。「ねばならない」，Ee恥3月「できない，いけな

い」，Re　HaAO「いけない」，M・凪H・「してもよい，できる」，Hy㎜o「必要だ」など

のように様態を表すものも，ここに属している．これらも，意味上の主語を示す

とされる与格をとって，不随意的な状態を表している。

　§94被動形動詞過去の短語尾形も，非人称の形をとって独立の述語になるが，

このばあいにも述語性が高く，与格に立っ対象にとって不随意的な状態を表す．た

とえば，

　　π・P騨e％・臨謁Oe量cueTb・BeCTM．

　　「彼女に清算が任された．」

　　吻脚∂e％OHaMpa3πyHHTbCH．

　　「我々は別れるように運命づけられている．」

　このような述語は非人称であるために，主語との関連がなく，したがって受動

の意義が薄れ，ほとんど動詞述語に近い述語性をもつことがある．たとえば、

　　CK」laAHQ　cκα3α冗o，oTeu　Bap汀aaM．（Hy皿K．）

　　「うまく言われた二うまく言ったもんだ，ヴァルラーム神父よ．」

　　Hy八Ho解皿poe冠oHaHa皿eMCBeTe！

　　「世の中はうまく作られている＝できているもんだ．」

　このように述語性が高いために，とくに口語において対格に立つ目的語をとる

こともある．たとえば，

　y　pe6HT％α謁oθ謁ε冗O　PLI6bl．

　　「子どもたちには，たくさんの魚をとられた

　　＝魚がとれた．」

　yx・3崩陥％αz・m・θ舵％・yr・砥eH四．

　　「かみさんのところでは，ご馳走をたくさん準備された

　　＝たくさんのご馳走の準備ができた．」

　このように対格に立つ目的語をとる構文はまだ口語的なものに限られているが，

このことは，この構文がやがて一般化する可能性があることを示唆している．し
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かもこの構文は，述語と目的語が緊密に結びっいているという点で，活格言語や

能格言語のばあいにきわめて近いということができる．ただこの構文は対格をとも

ない，したがって対格とは文法的な一致を行わないという点で，違いがある．こ

の点でこの構文は対格言語の枠内にとどまっている．

　§95動詞による非人称構文はいくつかのグループに分かれるが，動詞が独立の

述語となっている点で，上で述べたものと異なってはいない．第一のグループは，

天候などの自然現象に関するものである．たとえばBeeT「風が吹く」，cBeTπeeT「明

るくなる」，TeMHeeT「暗くなる」，皿yMeeT「ざわめく」，M・p・cHT「小雨が降る」，

CHe凪照「雪が降る」などである．これらは人為の及ばない現象を指すという意味

で，不随意的な行為である．

　第二のグループとしては，人の心理的あるいは生理的な状態を示すものがある．

これもまた，人の意志によらない不随意の行為である．ただこのばあいには，人

物は与格ではなく，「y＋生格」によって示されるのが，普通である．たとえば，

　　By皿axgzoc瓢3aTpe皿la」lo．

　　「お客の耳の中でパチパチと音がした．」

　　BI・．πa3ax〃湿e期nOTeMHe∬o．

　　「私の目の中は真っ暗になった．」

　第三のグループは「吹く」，「匂う」のような，感覚にかかわるもので，造格に

立つ名詞をともなうのが普通である．この造格は本来は限定の造格であったと考

えられ，行為者や行為の手段を表すものではない．たとえば，

　　BOT　Obψoc肌b”zo謁o∂％o”．

　　CB・cT・Kan・Hecπ・．（五epM．）

　　「いま，冷たい湿気が／東から吹いてきた．」

　　H3－3a　Bo∬rM　c∬yroB％θe肌α照』HaxHeT，

　　「ヴォルガの向こうの草原から，花の匂いがする．」

　これは一方では自然現象であり，また他方では人の感覚にかかわるものである

という点で，第一と第二のグループの中問にあるということができる．

第四のグループに属するのは，非人称に用いられる他動詞であって，目的語を

ともなうものである．たとえば，

　Bo双HyMnHyTy∂opoβみ3aHec丑o．

　「一瞬のうちに道をふさいだ

　　＝道がふさがった．」
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　　3“％曲co冗pa3Hecπo．

　　「冬の夢をあとかたもなく散らした

　　＝冬の夢はあとかたもなく消えた．」

　　O八Hy　Hoqb．。．＿B30pBaJIo謁e∂Ha　peKe，

　　「ある夜，川の氷を割った

　　＝川の氷が割れた．」

　この構文では主語がないから，動詞述語は目的語とだけしか結びつかない．こ

の点でこれは前に述べたHa∬・6πeH・Pb・6b・．「魚がたくさんとれた」のような構文

と同じように，活格言語や能格言語の構文に近いということができる．しかも日

本語では目的語を主語とし，動詞述語を自動詞として訳すのが，最も自然である

ことからも明らかなように，これは能格言語の絶対格構文に近い．しかし3脳H励

c・H　pa3Hecπ・．「冬の夢はあとかたもなく消えた」の「冬の夢」を主語にし，「散ら

した」を自動詞の「消えた」にかえて3MMH癒c・H　KC砿e3．「冬の夢は消えた」と

しても，また「散らした」を受動形にして3HMH崩c・H　pa3HeceH．「冬の夢は散ら

された」としても，もとの構文がもっていた，自然現象またはそれに近い不随意

の行為というニュアンスは失われ，事実の単なる叙述になってしまう．このよう

なことが起こるのは』このような人称構文では主語と述語の結びっきが相対的に

強く，したがって動詞述語の述語としての性格が弱められるためであると思われ

る．非人称構文のもつ不随意的な性格は，たとえば，

　　E3・3H・6敢丁．　　　「彼を悪寒をさせる＝彼は悪寒がする．」

Mε究∬TOI皿HHT．

Ele　TPHceT．

ルfε冗∬JIHxopaAHT．

「私を吐き気をさせる＝私は吐き気がする．」

「彼女を震わす＝彼女は震えている．」

「私を悪寒をさせる＝私は悪寒がする．」

などによく現れている．

　§96　前節で述べた非人称動詞の構文は，さらに行為者，手段，道具などを表

す，造格に立つ名詞をともなうことがある．たとえば，

　　丑opory3aHecJlo　c究εzo錫．

　　「道を・埋めた・雪で；道が雪で埋まった．」

　　Capa逝3徽PJlo況oノ粥賜e拡，

　　「納屋を・焼いた・雷によって＝納屋が雷でやけた．」

1980年版のアカデミー文法は，たとえばCap崩3蹴p船M。朋H崩．「納屋が雷に
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よって焼けた」という文におけるCap麟「納屋を」は，M・∬HH亘3跳r∬a　cap説．

「稲妻が・焼いた・納屋を」という構文の，行為を蒙った対象としての「納屋」と，

Cap説3ar。pe∬cH。T　M。朋nH．「納屋が・燃えていた・稲妻のために」という事態

の結果としての状態の担い手との両方を表しており，この意味で，両義的である，

といっている30．

　しかし受動構文を用いてCap崩3－eH　M・πHH崩．「納屋は・焼かれた・稲妻に

よって」としても，あるいはM・πHHH3融rπa　cap説．「稲妻が・焼いた・納屋を」

としても，人為を越えた自然現象であるというニュアンスが失われるのは，前節

で述べたばあいと同じである．

　ところでこの構文は次のような内部構造をもっていると考えられる．すなわち，

　　　　　　　　　　　刀lopory3aHecJlo　　cHeroM．

　　　　　　　　　　　「道を・埋めた一雪で」

　この構造はしたがって形式的にはこれまでみてきた能格構文の構造と同じであ

る．ここからこの構文を能格構文と考える研究者もあった3旦．

　この構造をとるかぎり，この構文が相の対立をもつことができないことは，こ

れまで能格構文についてみてきたとおりであるが，だからといってこれが能格構

文であるということにはならないと思われる．この構文のばあい，造格に立つ名

詞が表しているのは，能格構文のばあいとは違って，主体的積極的に行為に参与

する人あるいは動物を表すのではなく，自然現象，とくにその過程（すなわちこの

ばあいには雪が降るというr過程」）を表すものだからである．これが能格構文の，少

なくとも内容的な定義に反していることは明らかであろう．したがってこの構文

の特徴は，不随意的な行為を表すところにあると考えるのが妥当であると思われ

る．もちろんそういったからといって，このような構文の成立に能格言語の影響

がなかったと主張するものではない．

　§97　再帰動詞の非人称形も同じように不随意的な行為を表すが，これは普通

与格に立つ動詞をともなう．たとえば，

　　MHe　He　CHHTCH．

　　「私は眠れない．」

　　Pe6§HKy　He3AopoBHTcH．

　　「子供が具合が悪い．」

　　MHe　xOTeJIOCb　CπaTb．
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　　「私は眠たかった．」

　再帰動詞の非人称形を表すこのような不随意的な性格は，とくに次のような場

合に明らかである．たとえば，

　　KaE　BaM　cπy瓶Hπocb　y　BπacoBa？

　　「ヴラーソフのところでのお勤めはどうでしたか．」

　　KaK　pa60TaJlocb　B　noJIレ皿エHHx？

　　「警察でのお仕事はどうでしたか．」

　これを人称文にして、

　　KaK　BbI　cJlyンKHπH　y　B涯acoBa？

　　「貴方はヴラーソフのところでどのように勤務しましたか．」

あるいは，

　　KaE　BbI　pa60TaJIH　B　noJIH耳HHx？

　　「貴方は警察でどのように働きましたか．」

のようにすれば，元の文の不随意的な性格が失われてしまって，貴方という人物

の勤めぶり，あるいは働きぶりについての質問になってしまう．ここで問題にし

たいと思っているのは，勤務あるいは仕事がどう感じられたか，ということなの

である．

主語と述語との関係の弱化II．不定法文の発達

　§98　これまで述べてきたように，ロシア語は述語の述語性を強めると同時に，

主語との関係を弱めようとする方向に働いていると思われるが，ロシア語におい

て不定法文の広汎な発達がみられるのも，このような傾向と無関係ではないと思

われる．

　意味の上ではこれは当為（ねばならない），可能，不可能，必要，不必要，不可避，

予定（することになっている）など，さまざまな様態性を表現する．このうち不可避

性を表すばあいには，6bITb以外の動詞が用いられることがないという，語彙的な

制約があるが，その他のばあいには語彙的には自由である．

　この構文は意味上の主語として与格に立っ補語をとることが多いが，これは形

の上では活格言語などの情緒構文に近いということができる．たとえば，
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　　MHe－pa6・TaTb．「私は働かねばならない．」

　　Te6e－pa60TaTb．「君は働かねばならない．」

　これはまたたとえばMHe－6b・π・一pa6・TaTb．「私は働かねばならなかった」，Te6e－

6y八eT－pa6・TaTb．「君は働かねばならないだろう．」のように，時称を表すことも

でき，またEaM－6bM・一6b・一pa6・TaTb、「私たちは働かねばならなかったのだが．」の

ように，必然性，不可避性，可能，不可能，当為のような，様態性m・dalityを表

すこともできた．

　不可避性を表すばあいは，たとえば、

　　qToBo材He6b・Tb，BgToMCTenaHTe肛epbHecoMHeBa汀cH。

　　「戦争は必ず起る．このことをステパンは今となっては疑っていなかった．」

　　TpaAH耳M月M　HOBbIM6LITb！

　　「新しい伝統が必ず起る．」

　その他の例としては，たとえば、

　　CbIHa　He　cpaBHHTb　c　oT皿oM．

　　「息子と父と較べることはできない．」

　　H班KOMyHe八BHraTbCH！
　　「誰も動いてはいけない。」

　これらの例文から明らかなように，この構文の不定法によって示される行為は，

いずれも与格に立つ主体にとって随意的なものではない．様態性というのは，も

ともと主体の随意性，自発性を制限するものなのである．このようなことが起こ

るのは，述語（このばあいは不定法）と主語との結合が相対的に弱いからであると考

えることができる．

　§99　これに対して対格言語としての性格を弱めることがなく，したがって述

語と主語との関係を緊密に保とうとする言語のばあいには，不定法文はきわめて

限られた範囲でしか，使用されない．

　たとえばチェコ語では純粋な形の不定法文は，platit．「（私は）支払いたいのです

が」のようなばあい，あるいは命令の様態性をもつsedn・utl「座れ」，uhn・ut！「退

け」のようなばあいに用いられる．

　条件を示すばあいにはたとえば次のようなものがある．

　　Ja　mft　penfze，tak　tQ　koupfm、

　　「もし私が（主格）お金をもって（不定法）いたら，それを買うだろう。」

　このほか稀れな用法として「～するや否や」の意味をもつばあい，あるいは接
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続法の代わりに用いられるばあいなどがあるという．たとえば、

　　Tohle　sly蓉et　Anna，zapom61a　na　v菖echno。

　　「アンナは（主格）これを聞くや（不定法）否や，たちまちすべてのことを忘れてしまっ

　　た．」

　　Pes　jen　kousat（＝by　jen　k・usal（接続法））．

　　「その犬は（主格）咬むこと（不定法）ばかり考える．」32

　これらすべてのばあい，不定法に主格形の名詞または代名詞がともなわれてい

ることが，注意を引く．ふつう主格形は定動詞の主語としてしか用いられないか

ら，これは明らかに文法的な破格である．

　英語のばあいこれにあたるのはbet・の構文と呼ばれているものである．これは

連辞として用いられるbe動詞にt・不定法のついた形であり，ロシア語の不定法

文と同じように，当為，可能，不可能，予定など，さまざまな様態を表している．

たとえばI　am　t・go．「私は行かなければならない，行くことになっている，など」

のようなものである．

　英語のばあい，不定法をこのようにbe動詞に従属させることによって破格を修

正し，人称構文に組み込んでいるとすれば，チェコ語の例は，そのような人称構

文に至る中間的な位置を占めていると考えることができる．このような過程が生

じるのは，結局のところ述語と主語との関係を緊密なものとしようとしたためで

あると考えられ，この点不定法文を広く発達させたロシア語と，チェコ語とは発

達の方向を異にしているということができよう．

その他の特異な現象　1．所有の構文

　§100　すでに述べたように，活格言語および能格言語は一般に所有動詞をもっ

ていない．クリモフは対格言語にもこれを欠くものがあるとして・これを最も遅

い時期に発生した語彙であろうと推定している［KO　l53－154］．

　活格言語にこのような語が欠けていたのは，この型の言語では，他動詞と自動

詞の区別が文法的カテゴリーとしては存在しなかったために，存在の意義と所有

の意義とが区別できなかったためであると思われる．また能格言語のばあいには，

自動詞的な絶対動詞と，他動詞的な能格動詞の区別はすでに存在していたものの，

状態動詞はすべて絶対動詞に属していた．一方所有動詞は本質的には状態動詞で
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あるから，このような動詞の分類のもとでは，存在するのがむずかしかったと考

えられる．言い換えれば状態動詞でありながら，同時に他動詞でもあるという，

所有動詞の意義の特殊性が，これらの言語類型において，その存在の基盤をもた

なかった，ということができるように思われる．

　このような事情と並んで，活格言語では，活性のクラスが決定的な重要性をもっ

ていたために，活性のクラスに所属する対象の勢力範囲の表示，すなわち対象の

所属の表示が発達したと考えられる．分離所有と非分離所有の表現である（§65）．

　このようなところからたとえばナヴァホ語にみられるように，n－tcijx616「おま

えの薪がある」のように，所有接辞をともなった名詞と存在動詞の組み合わせに

よって所有が表現されたり，あるいはトゥピ・グァラニの言語にみられるように，

随伴を示す要素一r一を用いて，たとえばh丘一ik丘「存在する」からh丘一r－ik丘のような

構成をとって，所有を示すというような手法が用いられるようになった（§65参照）．

　スラヴ語のばあい，印欧共通語から受け継いだ語根＊em一「取る」の零階梯＊・m一

を状態を表す接尾辞＊吾によって延長した＊・m一←協＞j￥m6ti＞im6tiカ§所有動詞に

なっている．この動詞はロシア語にも受け継がれているが，現在では文語的な表

現のような，ごく狭い範囲にしか用いられていない．この点この動詞を広汎に使

用している他のスラヴ諸語に対して，ロシア語は著しい対照を示している．

　これに代わってロシア語で用いられているのは，周知のように存在動詞とy「～

のところに」とを組み合わせた構文である．前置詞yによる句は，勢力範囲を表

すことも多いことを考えれば，y　MeHH　KHHra．「私のところに本がある二私は本

を持っている」のような表現は，活格言語の場合にきわめてよく似ているといわ

なければならない．

　古教会スラヴ語のシナイ詩篇Psa丑亡erium　Sinaiticum，ゾグラフ福音書C・dex　Z・一

騨phensis，マリア福音書C・dexMarianusなどをみても，所有動詞の使用が一般的

であり，yを用いる構文は純粋に所有を表すものとしては，かえって稀れである．

ロシアの原初年代記などについても，事情は同じである．これがどうして現代ロ

シア語にみられるようになったのかについては，その経過を調べてみないとはっ

きりしないが，ロシア語において所有動詞の自由な使用が，時とともに制限され

て，yによる構文が一般化したことだけは，問違いがないように思われる．

　これは何かを所有しているという状態において，所有者とされる人物の自発駐

を考えれば，あまり自発的なものとは考えられないから，「所有している」という

状態が一般的に随意的なものとは考えられないためかもしれない．ロシア語がこ

のような構文をとるようになったのは，あるいはそのためかも知れないが，少な
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くともいまのところは，これについて確かなことは何もいえない．これは人称構

文であるが，ものを主語としていて，活格言語の情緒構文に近い．クリモフはア

シニボインの言語において，存在を示す動詞yuhaが不随意の「行為」を表す情緒

動詞に属していることを報告している［KTA97］．これはロシア語からみれば単な

る随伴事象にすぎないかもしれないが，やはり主語からの述語の相対的独立が底

流になっているように思われてならない．

　これと関連して興味があるのはクリモフが挙げている情緒動詞のリストであ

る．これはもちろん言語によっていろいろ出入りがあるが，基本的には「見える」，

「聞こえる」，「知る」，「欲する」，「愛する」，「好む」，「思われる」，「疲れる」，「寝

る」，「笑う」，「怖れる」などの動詞がこれに属しているようである［KO71］．

　ロシア語のばあい，人称的に使用され，CHをとらない形をもたない動詞reHexiva

tantumの一群が存在するが，これらがかなりの程度にクリモフのリストに一致する

のである．たとえば6・肛bcH「怖れる」，yπbl6aTbc且「微笑む」，cMeHTbcH「笑う」，

HpaBMTbCH「気に入る」などである．これらは古い言語段階の包含事象であった情

緒動詞の残余であるのかもしれない．

　§101スラヴ諸語の最も目立つ特徴として古くから指摘されているのは完了体・

不完了体という，アスペクトの存在することである．このアスペクトはアクチオ

ンス・アルトと密接に結びついており，アスペクトはアクチオンス・アルトを基

礎にして文法化されたものと考えられている．すでに活格言語の項で述べたよう

に（§72参照），もしアクチオンス・アルトが活格言語の包含事象であり，またその

発生が行為を意味上の目的語の立場からみることにあるとすれば，これまで述べ

てきたことから，他のスラヴ諸語よりも，ロシア語のばあいの方がその発達が著

しいのではないかという，予想が立てられる．ロシア語が主語と述語の相対的独

立性を強めていると考えられるからである．

　このような観点からスラヴ諸語を横断して体の問題を考えたものは，未だみら

れないように思われるが，チェコスロヴァキア科学アカデミーのロシア語文法が，

チェコ語とロシア語の対照を部分的に行っているので，以下少しこれによってこ

の問題を考えてみたい33．

　まず直説法現在形をみれば，ロシア語では時間に定位されない表現は不完了体

で表されるが，チェコ語では完了体の方が好まれる．たとえば，

　　Vyladfme　nejprve　E　a　pak　na　hmatnfku　vyhled6me　t6n　kterダpotiebujeme　pro　dal菖f

　　strunu．

8．その他の特異な現象　1．所有の構文　　159



　　「まずホを調律して（完），それからネックで次の弦に必要な音を探しましょう．」34

　しかし不完了体あるいは多回体も使用できるばあいも多い．たとえば次の例は

動詞に不完了体，完了体，多回体のいずれも使用できるばあいである．

　　To　je　dobr夕pfsa1，ten　pf善e／ps直va／napi菖e　loo　slσv　za　minutu．

　　「それはよいタイピストで，彼は一分間に百ワード打てる．」

　　船・jesiln郵u獣，tenk・u蚤f／k・uffv義／vyk・uffa240cigaretdenn6．

　　「これはヘビースモーカーで，彼は一日四十本煙草を吸う．」

　この場合完了体nap観，vyk・ufiを用いれば，どちらかといえば，能力に重点が

かかり，多回体ps6vゑ，k・uffv五あるいは不完了体pfきe，k・盛を用いれば習慣に重点

力雪かかるという35．

　§102いわゆる歴史的現在は，ロシア語ではふつうは不完了体が用いられ，完

了した行為の反復あるいは特殊な効果を必要とするときにだけ完了体が用いられ

る．これに対してチェコ語では話者の眼の前で展開するような行為についても，

歴史的現在で完了体も不完了体も用いられる36．たとえば，

　　．＿jdu，najednou　usly営fm，jak　kdosi　p蚤ede　mnou　kfi乙f＝zastavfm　se　a　poslouc磁m，

　　「．．＿．歩いて行くと（不完），突然誰かが私の前方で叫んだ（不完）のが聞こえた（完）．

　　立ち止まって（完），聞き耳を立てた（完），」37

　ロシア語では完了体動詞の現在形はかなり強い未来時のニュアンスを帯びるが，

チェコ語ではこのニュアンスはあまり強くない．過去形のばあいでもチェコ語は

ロシア語と異なって反復される行為を完了体によって表現することができる。た

とえば，

　　Z　chycen乎ch　medvfd，at　vybrali　v髪dycky　jednoho”rozumn6ho，㌧．＿田oho　odd61ili　od

　　ostatnfch．

　　「捕らまえた小熊の中からいつも一頭の賢いのを選び出して（完），＿，．．それを他の

　　から引き離す（完）のだった．」38

　この問題については，今後充分な研究がなされなければならないかと思われる

が，以上のようなごく簡単な概観からもチェコ語の体の対立がロシア語のものよ

りも緩やかであるという印象を受ける．

　§103　このほか，ロシア語の特殊な現象として，一人称代名詞の包含形にあた

るMb・C　T・6嶺の表現の存在が挙げられる．ロシア語ではよく知られているように

「僕と君」というとき，H　H　Tbl（Iandy・u）ということはほとんどなく，Mb・c　T・6磁
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（w。幡thy。u）というのである．しかしこれが活格言語の包含形と関係があるかどう

かは，わからない．

　またスラヴ諸語では移動の動詞verba　movendiにいわゆる定動詞と不定動詞の区

別がある．この移動の動詞は活格言語では多く活格動詞に属しており（§70参照），

これを受け継いだ能格言語でも随伴事象としてしばしば能格動詞に加えられてい

る，特異な語彙である．定動詞と不定動詞の対立は，結局のところアクチオンス・

アルトの対立であると考えられ，またアクチオンス・アルトは活格動詞において

発達したことを考えれば，移動の動詞にこの区別が生じたのは，理解できること

かもしれない．

　§104バスク語では，否定文になったとき，意味上の目的語が絶対格から部分

格に変化する．たとえば，

　　ni－k　gレon－a止usten　d－u－t，

　　「私（能）・男（定）・見る・三人称＋助動詞＋一人称」

　　ニ「私はその男を見る．」

に対し，

　　n1－k　ez｛1－u－t　ikusten　g萱zon－ik、

　　「私（能）・否定・三人称＋助動詞＋一人称・見る・男（部分）」

　　＝「私はどの男も見ない．j

　これに対して意味上の目的語が特定であるときには，このようなことが起ら

ない．

　　ni－k　ez　d－u－t　ikusten　gizon－a・

　　「私（能）・否定・三人称＋助動詞＋一人称・見る・男（定）」

　　ニ「私はその男を見ない．」39

　これは否定の場合には絶対格に立っべき意味上の目的語と述語動詞の緊密な関

係が破られるためであると考えられる．これに対して対象が特定であるときには，

能格言語の特徴である，述語と絶対格に立つ名詞によってつくられるシンタグマ

の全体が否定されるから，このシンタグマの内部構造には変化がないと考えられ

る．すなわち，一般的にいって否定のぱあいには，述語動詞とこれに密接に関連

する意味上の主語または目的語との関係に，二つのばあいがある，と考えられる．

述語が否定されることによって，意味上の主語または目的語の示す事物の存在自

体もまた否定されるばあいと，述語によって示されるものだけが否定されるばあ

いである．たとえば「Aが死ぬ」というときでも，「BがAを殺す」というときで
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も，Aという生物体があって，「死ぬ」という過程がその上に生じるという点には

かわりがない．しかし「BはAを殺さない」というときには，「殺さない」ことに

よって，具体的な対象としてのAが存在しなくなるばあいと，存在しているばあ

いがありうる．たとえば「彼は人を殺さなかった」と「彼は被害者を殺さなかっ

た」というようなばあいである．対象が特定しているばあいは，原則として後者

である．いいかえれば，後者は「Aが死ぬ」ということが「なかった」というこ

とであるのに対し，前者は意味的にはむしろ自動詞に近く，「Bが殺す」というこ

とは「しなかった」ということになり，Aは仮想のものでしかなくなる．シンタ

グマの関係が変化するのである．もしそうであるならば，この現象は，目的語と

述語動詞の緊密な関係を前提にしているから，能格言語の包含事象であるという

ことになる．

　ロシア語の場合にも，他動詞が否定されるとき，特定のものを指さない対格は

生格に変わることが多い．ロシア語は対格言語であるから，バスク語と同じよう

な説明はできないが・現象としてはこれと並行している．しかしもしそうとすれ

ば，たとえばポーランド語で否定生格の使用がよく保たれているのはなぜか，別

の説明を必要とするであろう．

　ついでにいえば・意味上の自動詞のときにも・もしこれが存在動詞であるなら

ば，よく似たことが生じる．たとえば「Aがいない」という文が，「Aという対象

が存在しない」を意味するときと，「Aが（ここには）いない」という限定的な意味

をもつばあいである．かつて筆者は後者のようなものを存在文の一種であると論

じたことがある40，たとえていえば「Aがいるのは，ここではない」という意味

である．ロシア語ではこのばあいには主格をとるが，前者のばあいには意味的な

主語は生格におかれる．おそらくこれも，Aという対象が仮想のものにすぎない

からではないかと思われる．

その他の特異な現象II．不定入称文

　§105主語と述語の関係の弱化と関係するものとして，いわゆる不定人称文が

現代ロシア語において，著しい発達を遂げている．周知のようにこれは三人称複

数形の動詞を述語とし，主語を用いない構文であり，たとえば英語のThey　sayの

ような，いわゆるGeneric　personといわれているものに相当するが，英語のばあ
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いとは異なる点は，第一にその使用がきわめて広範なことである．その使用の条

件となるのは，述語で表される行為が人であるということであり，かつ行為主体

が特定できないか，あるいは明示する必要がないばあい，もしくは明示すること

を避けようとするばあいである．たとえば，

　　砿　OAHa凪abI鷲2P飢u　B　KapTbl　y　KoHHorBap八e謎皿a　HapyMoBa．（Hy皿K．）

　　　「ある時，近衛騎兵ナルーモフのところでトランプのゲームがあった．」

　　hCe伽aceroπ興θε⑳mc田双a，
　　　「すぐに彼をここに連れてきますよ．」

　上述の使用条件から明らかなように，』行為主体が明らかに単数であっても，使

用が妨げられることはない．たとえば，

　　c．Pe66HEaπε編e甥”鵬H解謁α∂bLθα”mBHOCTe∬b。

　　　「子どもは被裸をしてもらって，ベッドに寝かされる．」

　この構文はまた必ずしも三人称である必要もない．たとえば，

　　砿　He　xoqy　H，zoθoP∬鵬Te6e！一Bo3pa3Hπa　HacTeHbKa．（HHceM，）

　　　「私は嫌や，あんたに言っているのよ（＝そう言っているのよ），とナーステンカ

　　　は答えた．」

　　ε，Bac児poc∬m，BaM20θoP万隅pyccKHM　H3bIKoM，

　　　「あなたに頼んでいるのですよ．ロシア語で言っているんですよ．」

　第二にこの構文は結果として受動態と同じ事態を表現するのに使われる．こ

れはたとえば英語においてThey　sayがms訟dと結果的に同義であるのと同じ

であるが，英語のばあいには受動態の使用がきわめて頻繁であるのに対して，ロ

シア語では明示的な受動態の使用を避けようとする傾向が一般に顕著である．不

定人称文が広範に使用されるのは，主としてこのことと関係があると思われる．

シャフマトフ（皿axMaTQB，AπeKc磁A汀e瓢肥即・B四1864－1920）は，たとえばnHTHaHe

・TMbIBa丑っTCH「しみが洗い落とせない」のような再帰動詞による受動表現につい

て，これが不活動体名詞を主語とするときであるとし，06BH瑚mCb「罪ありとされ

る」，皿Tpaφy恥Cb「科料に処せられる」，・6照qaRっCb「摘発される」，BbBHBaのCb

「召喚される」，H麗b・Ba珀Cb「呼ばれる」のような，少数の動詞は人を主語とするこ

とができるが，これらは行為者が不定の人物の集団であることを含意しているのが

普通であり，Tb・・6BHHHe皿bCH　M且崩「おまえは私によって非難される」という言

い方は可能であっても，これは比較的新しい言い回しであって，Te6H・勧HqamT，

Te6H。6BHHH田丁，Te6月BbBb、Ba萄丁などと同義であるとしている41．

　このような不定人称文と受動表現の関係については，少なくとも類型学的な観
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点からは，いまだ十分に研究されていないと思われるが，この構文の発達が，結

果として能動と受動の対立を弱めるものともなっていることだけは確かである．

ま　と　め

　§106　これまで述べてきたことからすれば，ロシア語は対格言語の原理となっ

ている，主語と述語との緊密な関係を弱め，述語の相対的独立性を強める方向に

発展してきたようにみえる．

　それは何よりも述語の人称変化を弱めるという形で現れている．連辞を失った

こと，動詞の過去形が連辞を失って独立してきたこともこの方向に沿ったもので

ある．また形容詞，被動形動詞も述語性を強め，形の上でも動詞に近い短語尾形

を発達させた．

　非人称文，不定法文さらには不定人称文の広汎な使用も述語の独立性を強める

ものであった．また述語の主語からの相対的独立性の強化は，相対的に目的語と

述語との距離を近づけることになったと思われる．活動体と不活動体の区別，否

定生格，アクチオンス・アルトの区別の発達など，目的語の比重の増加に関係す

ると思われる現象がみられるのは，このためであると考えられる．

　解明は今後の研究にまつほかはないが，このような述語の主語からの独立性は

ロシア語において最も著しく，他のスラヴ語は多少とも同じ現象をもっているが，

ロシア語に較べて，その現れ方が不徹底であるという印象を受ける．これが活格

あるいは能格言語の影響であるかどうかについても，いまのところ証明の手だて

はないが，おそらくは基層の言語の影響ではないかと，思われる．しかしそのば

あい，はじめはロシア語と同じように，基層の影響を同じように受けていたチェ

コ語やポーランド語が，おおよそ17世紀頃から，再び本来の対格言語の性格を強

めていくのは，何によってであるのかは，考えてみる必要がある．この時期にいっ

たい何が起こったのであろうか．それはおそらくは，宗教を含めた文化の性格の

変化に求めなければならないであろう．しかしそれは言語学に携わる者の守備範

囲を越えるものになると思われる．言語学者の任務というものがもしあるとすれ

ば，それはまず第一に，できるだけ客観的な資料に基づいて，言語の内的な論理

を考察し，それを周辺科学に提供することだと思われるからである．ここでみた

ような基層の影響がもしあったとしても，それはロシア語，あるいはその他のス
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ラヴ諸語自身の論理の中で選択され，取り入れられていったに違いない．

　少なくとも，ロシア語に散在する特異な諸現象を内容的類型学の立場からみれ

ば，それらは，ロシア語が能格あるいは活格の言語類型の論理を，自らの裡に取

り入れた結果であるように，思われてならないのである．

　以上，一つの考え方として問題を提起したいと思う．

購とめ



類型学序説一・シア・ゾヴエト言語研究の貢献

　　　　　　第3部

　　　　　形式的類型学



は　じ　め　に

　§107　これまでみてきたように，言語がさまざまな観念を表現する仕方にっい

ての類型から出発して，言語の構造を支配する原理そのものの類型を探ろうとす

る方向に，研究が進んできた．内容的類型学である．この内容的類型学の進展に

よって，言語の表現の技術あるいは形式を問題にする従来の形式的な類型学が，

まったく不用になったわけではなく・現在でも，類型学の研究とされているもの

の中に，このような形式的類型学のカテゴリーに属するものも，しばしばみられ

る．より正確にいえば，内容的類型学の進展によって，それ以前の類型学は，形

式的類型学へと精密化していったと，考えられるのである．

　すでに述べたように，類型学は言語を観念の表現の仕方について，膠着型の言

語，孤立型の言語，屈折型の言語というように，言語を分類することから始まっ

た．しかしこのような類型のどれかに純粋な形で属している言語はないことも，

明らかになっている．一つの言語の中に，さまざまな類型に属する要素が混ざり

合っていて，上に述べたような類型への分類も，どの類型に属する要素が優勢で

あるのか，という観点から行われる，相対的なものにすぎないことは，研究者の

共通の理解になっていると思われる．

　このようなわけで，言語の類型について論じようとすれば，たとえ実際には存

在しないとしても，理想的な類型Ide飢typusを想定しないわけにはいかない．これ

が明らかになっていなければ，一・つひとつの具体的な言語が，この理想型からど

れだけ偏っているかを，決定することができないからである．このようなモデル

の設定は，従来は経験的あるいは直観的に行われてきたように思われるが，近年

これを形式的になるべく厳密な形で行おうとする傾向が，著しくなってきた．こ

のような方向は，従来ともすれば曖昧であったいろいろな概念を明確にさせるこ

とに役立ってきた．これはなにも類型学に限ったことではなく，構造言語学の全

体についていえることではあるが，ここでは細かい議論に入ることは避けて，形

式的類型学に問題を絞り，そのおおまかな輪郭を述べるにとどめたいと思う．し

たがって使用する予備的な概念も，最小限にとどめている．この記述はレヴジン

（peB3HH，HcaaK　H・c帥・B四lg23－1974）によっているが，表記の方法は，なるべくわが

国で用いられている慣用に従っている．なお，集合についてはすでに周知のこと
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として，あらためて説明はしない．

予備概念

及射律，対称律，推移律

　§108　ある関係Rがあるとき，ある集合みの要素ggについてz翫が成り立っ

とき，この関係Rは「反射律を満たす」という．たとえば「等しい」という関係

はa。；Tであるから，反射律を満たしている．「家族である」という関係も，自分

は自分の家族であるから，反射律を満たしている．しかし「より大きい」という

関係は，自分が自分よりも大きいことはないから，反射律を満たさない．同じよ

うに，ある集合Aの要素丁，診があるとき，ある関係Rに関してz鞠が成り立っ

ならばΨ翫も成り立つとき，この関係Rは「対称律を満たす」という．たとえば

「等しい」という関係についていえば，z＝ッならば野＝偲であるから，これは対

称律を満たしている．「家族である」という関係も，偲力㌔の家族ならば写はのの

家族だから，対称律は成立する．しかし「より大きい」という関係は，明らかに

対称律を満たしてはいない．

　さらに，ある集合の要素田，蟹，墳こついて，」じ鞠とg翫が成り立つならば，・。翫

が成り立つとき，この関係Rは「推移律を満たす」という．たとえば「等しい」

という関係や「家族である」という関係は，たとえば灘＝ッ，∬＝zならば諮摺z

となるから，推移律を満たす．「より大きい」という関係も，餌く彩，穿＜zならば

必く乞であるから，明らかに推移律を満たしている．しかし「友人である」とい

う関係は，Tと膨とが友人であり，また宮とzとが友人であるとしても，aσとzと

が友人であるとはかぎらないから，推移律を満たしていない．

　これらの関係が集合Aの任意の要素について成り立つ場合，この集合は関係R

について，それぞれ反射律，対称律，推移律を満たす，という．

分割，同値類

　§lo9反射律，対称律および推移律を満たす関係は同値関係といわれ，これに

よって集合をたがいに交わらない部分集合に分割することができる．同値関係に

よって分割された部分集合は同値類といわれるが，これはまた細胞と呼ばれるこ

ともある．
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　分割の特別なものとして，ある集合の要素の一つひとつを細胞とする分割の仕

方がある．これを単位分割という．

　そのほか，たとえばある言語の単語の集合を，同じアルファベットの文字で分

けると，これはたがいに交わらないから，分割になる．この基礎になる関係は，

「同じ文字で始まる」という関係であると考えられる．実際これは反射律，対称

律，推移律のすべてを満たしている．「同じ文字で終わる」という関係の場合で

も，まったく同じである．レヴジンは前のものを「α分割」，後のものを「ω分割」

と名づけている［RM85］．

語と連綜

　§llO集合Vに属する要素の有限個の連なりを「連綜」という．連糸糸が空であ

る特別の場合が考えられるが，これは「空連糸糸」と呼び，記号くで表す．たとえ

ば集合Vの要素をアルファベットの文字と考えれば，連締は語に対応するであろ

う．yの要素を語と考えれば，連綜は文あるいは句ということになる．ここでは

Vの要素を語と考え，「句」という言葉で文と句の両方を指すことにする．

　Vに属している要素からなるすべての連練に空連練を加えた集合をVの星積と

いい，v＊で表す1．

句と言語，正しい連綜

　§111いま「正しい」連糸糸が与えられたとし，この正しい連緕の集合を言語L

と呼ぶことにする．そして一つの連綜が示されたとき，それが正しい連練である

かどうか，すなわちこの連締が言語Lに属するものであるかどうか，一義的に決

定できると仮定する2．このような正しい連緯がどのようにして作られるかとい

う，生成の問題についてはここでは触れない．そうするとLはy＊の部分集合に

なる．なぜならVに属する単語の連なりはすべてV＊に属しているが，そのすべ

てが正しい文とはかぎらないからである．

文脈，許客および置換

　§112いま連綜ノとgからなる順序対（ノ，g）を考え・これを「文脈」と呼ぶ．順

序対というのは，順序の定まった二つの要素からなるものである．したがって（∫，

g）と（g，ノ）とは同じものではない．ついでにいえば順序対を構成する要素が同じ

集合に属していなければならない，ということはない．たとえば∫が集合Aに属

し，gが集合Bに属している，というばあいもある．具体的な文脈とは，たとえ
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ば（1，fast）や（in，〈）などのようなものである．

　ある語zと文脈（∫，g）が存在し，連綜∫T9がLに属するとき，すなわちこれが

「正しい文」であるとき，「文脈（∫，g）は語zを許容する」という．たとえば英語に

おいて語rmは文脈（1，fast）に許容される（41mn　fast．）．しかしこの語は文脈（in，

〈）には許容されない（c≠＊inrun）．

　また語偲，馴が存在し，任意の文脈においてこれが3pを許容するならばyも許容

する，という関係にあるとき，「ッはzを置換する」または防は彩によって置換

される」といい，¢⇒〃と書く．たとえば同じ動詞の変化形に属する，すなわち

次節でいう同じr類に属する（すなわちc・mes∈r（c・me）である）語C・meとC・meSを

考えたとき，文脈（he，home），（1，加me）などはcomeを許容する．He　come　home

も，Icomehomeも，正しい文だからである．しかしcomesは文脈（he，home）には

許容されるが，文脈（1，home）には許容されない．He　comes　homeはありうるが，

＊I　c・mes　h・meは正しい英語の句ではないからである．したがってc・mes⇒come

は成り立っても，come⇒c・mesは成り立たない．

S同値とS類，r類

　§113　いま謬とgがあって，∬⇒gかっ穿⇒砂であるとき，餌とッとは「3同

値」または単に「同値」であるといい，詔＝宮で表す．z⇒”というのは，任意

の文脈において露が許容されるならばッも許容されることであった．したがって

詔⇒のであり，また詔⇒シ，穿⇒zならば明らかに岱⇒zである．また仮定1こよっ

てa・⇔穿ならば野⇒z．したがってこれは反射律，対称律，推移律を満たす同値

関係であり，一つの分割を与える．zとs同値である語の集合をzの「類」また

は「5類」といい，s（z）で表す、

　また同じ語の変化形に属している語の集合を1「類といい，施）で表す．これ

は「～の変化形である」という関係に基づくものである．この関係をγで表せば，

卿の．町Ψ，レ拶ならば町z．町yならば憲幌．したがってこれも同値類である．

写像，関数

　§114二つの集合且とBとに対して，Aの各々の要素αにβの要素6をただ一

つ対応させる規則が与えられたとき，この規則を「写像」と呼び，∫：A→βの

ように表す．これは「∫はAからβへの写像」であると読まれる．またAの任意

の要素αに対応するBの要素わを，αの「∫による像」と呼んで，∫（α）で表す．こ

のとき集合Aを関数∫の「定義域」または「始域」，Bを「双対定義域」あるいは
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「終域」などと呼ぶ。またAの要素吻に対応するのがBの部分集合瑠であるば

あいもある．このような∫は「AからBへの対応」といわれ，写像とは区別され

ている．しかしBの同値類による分割がなされており，ある同値類に属する任意

の要素を同一視すれば，βは同値類を要素とする集合と考えられる．このばあい，

∫がAからBへの対応であっても，∫の像が同値類であるときには，∫をAから，

同値類からなる集合Bへの写像と考えることができる3．

P写像，有標的なP写橡，完全なP写像

　§115いまある言語に属する語の集合の一つの分割Pが与えられたとする．この

とき，この言語に属する連練町ρ・2gr3．．．3gπに対してp（Z・）P（詔2）P（3p3）＿P（伍π）を対応

させることができる．これを餌1a・2T3．．．窺の「P写像」あるいは「P構造」という4．

たとえばa　very　g。。d　girl　sleepsという連練があったとすれば，α写像はAVσσ3，

ω写像は且ノγノDノ五ノsノのようになる．ただしここでA～wはそれぞれの文字で始

まる語の集合・Aノ～W’はそれぞれの文字で終わる語の集合を表している．

　§116いまあるP写像が与えられたとき，このP写像をもち，かつ言語Lに

属している連絡（すなわちr正しい」連緯）が一つでも存在しているならば，このP

写像は「有標的である」という．またもし，与えられたP写像をもつすべての連

締がLに属しているならば，このP写像は「完全である」という．上に述べたα

写像およびω写像は，明らかに有標的ではあるが，完全ではない．たとえばand

very　great　good　sleepという連綜もα写像はAVσGSであるが，この連締は正しい

連紐ではない．これに対して，E分割はすでに述べたように，各々の細胞がただ

一つの要素だけからなる分割であるから，E（A）E（g・・d）E（girl）E（sleeps）のように有

標的なE写像は，トリヴィアルな意味で完全である．

P文脈，P許容，P置換

　§117与えられた連練のP写像の任意の順序対（P（∫），P（σ））を「P文脈」という．

また集合疏が与えられたP文脈（P（∫），P（g））によって「P許容される」または単

に「許容される」というのは，P写像P（∫）腕P（g）が有標的なばあいである．たと

えばP写像P（a）P（very）P（g・・d）P（girl）は正しい連綜a　very　g。od　girlが存在するから

有標的であり，したがってP文脈（P（a），P（g・・d）P（girl））はP（very）をP許容する．

　島を許容するすべてのP文脈が名をも許容するとき，疏は鳥を「P置換する」

または単に「置換する」といい，瓦言島または単に疏⇒ろと表す．たとえば
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P文脈（P（a）P（very），P（五肛vest））はP（g・・d）を許容する．P写像P（a）P（very）P（g・・d）

P（harvest）が有標的だからである．同じようにしてこのP文脈はP（fuIl）も許容する．

任意の文脈にこのことがいえる（いま，意味の整合幽こっいては考えないことにする）か

ら，P（g・・d）言P（ful1）．しかしP文脈（P（a）P（cup），P（。f）P（water））を考えれば，こ

れはP（full）は許容するが，P（g・・d）は許容しない．したがってP（full）ヲP（9Q・d）は

成り立たない．

　もし島盆島でかつ名2鳥ならば，瑞と易は「P同値である」といい，劫努

瑞または単に疏～瑞と書く．

誘導された集合，誘導された分割，初期細胞

　§ll8集合P＊（」・）がP（偲冷P（ッ）となる集合のすべて，かつそれだけから成ると

き，集合P・（灘）を「誘導された集合」といい，分割P・を「誘導された分割」とい

う．明らかにすべての分割は単位分割Eから誘導された分割である．

　任意の分割Bとこの分割のある細胞B（の）が存在して，B（Ψ）≠B（ω）でかつB（”）⇒

B（皿）となるようなβ（g）が存在しないとき，β（偲）を「初期細胞」という．

　いまP（z）とP同値の集合P（z乞X1≦乞≦g）およびP（Ψ）とP同値の集合P（宮ゴ）

（1≦ゴ≦7）があったとする．そして任意のP文脈がP（認）を許容するとき，P（g）を

も許容するとする．P（切とP（偲）とは同値であるから，P（コg）を許容するP文脈は

P（卿を許容し・また逆も真である．P（ッ）とP（yゴ）についても同様である．仮定か

ら任意の文脈においてP（3・乞）言P（ッゴ）．したがってP＊（z）＝P（T）uP（3g乞）∪＿uP（偲q），

P＊（Ψ）＝P（ッ）u－P（ッ1）∪，．．uP（彩丁）とすればP＊（記）言P＊（ッ）となる．すなわちもし

P（z）貧P（y）ならばP・（劣）言P・（ッ）となる．s（ρr）・s（穿）はそれぞれzとΨの同値類

であるから，明らかにもしz言蟹ならばs（日・）ヲs（レ）である．もしP（飢）が初期細

胞ならば，定義によってP（¢）≠P（蟹）でかつP（Ψ）言P（」r）となるようなP（Ψ）は存在

しないから，P（y）言P（q・）となるP（穿）は必ずP（コg）努P（ダ）となる．このことはP（側）

とP同値になるすべての細胞についていうことができるから，P＊（」r）は初期細胞

である．すなわちもしP（z）が初期細胞ならばP翫）も初期細胞である．

初期類によって生成された系列，基礎文法カテゴリー

　§119P（詔），P（馴1），P（慰2）．．．P（馳）があって，任意の乞（1≦乞≦η）に対してP（の）⇒

P（腕）であり，かつP（餌）⇒P（z）となるzが存在するならばP（レゴ）＝P（z）となるゴ

が存在するとき，P（の）u　P（レ1）∪．．．u　P（yπ）を「P（側）によって生成された系列」と

いう．この最後の条件の意味は，P（z）が置換するすべてのP細胞が，P（卯）によっ
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て生成された系列に含まれるということである．

　またある初期類によって生成された系列を，「基礎文法カテゴリー」という．

　この基礎文法カテゴリーによって，たとえば文法的同音異義を次のように定義

することができる．

文法的同音異義

　§120語agは，これが二つの異なった基礎文法カテゴリーに属しているとき，

「文法的に同音異義である」という．

　これはさらに二つの種類に分けることができる．

　1）語ωはこれが文法的に同音異義であり，かつzが属する基礎文法カテゴリーを生

　成するすべての初期類の中にり1∈S1，喜2∈S2＿馳∈Sηであって，かつ同一のパ

　ラダイムに属するッ1，鎧2．．．阪が存在するとき，「第一種の文法的同音異義である」

　という．

たとえばロシア語の名詞tetrad’「ノート」は単数生格（属格）tetradi，与格tetradi，対

格tetrad・，造格tetrad・ju，前置格tetradiのように変化する．一方1ampa「電灯」は

lampy，1ampe，lampu，1ampoj，1ampeと変化する．そうすればたとえば文脈（ot，〈）

は・tが生格支配であるから，lampyを許容し，またtetradiをも許容する．しかし

文脈（k，〈）は与格を要求するから，tetradiは許容するが，1ampyは許容しない．し

たがってlampy⇒tetradiは成立するが逆は成り立たない．したがってまたS（lampy）

吟S（tetradi）である．逆に文脈（k，〈）はlampeとtetradiをともに許容するが，文脈

（ot，〈）はtetradiを許容しても，Iampeは許容しない．したがってlampe⇔tetradiは

成立するが逆は成り立たない．ここからS（lampe）⇒S（tetradi）となる．

　　　　　　　　S（1ampy）　　　　　　　　　　　　　S（lampe）

　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　S（tetradi）

　このようにtetradiという語は，二つの基礎文法カテゴリーに属しているから，

文法的に同音異義である．しかも1ampyとlampeは同じパラダイムに属している

から，これは第一種の文法的同音異義だということになる．このことから，第一

種の同音異義というのは一つの語の異なる変化形が同じ形をもっているときであ

ることがわかる．

§121第一種の同音異義に対して，

2）文法的に同音異義であって，第一種の同音異義でないものを「第二種の同音異義
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　である」という．

　レヴジンの例によれば［RM94］

　　　　　　　　　S（stere己’）　　　　　　　θ（plet’）
　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　S（pe己’）

　ここでstere6・というのは「護る」という動詞の不定法，またpe乙，は動詞として

は「焼く」の同じく不定法である．これに対してplet・は「鞭」という名詞の主・対

格形であり，peる’は名詞としては「暖炉」の主・対格形である．この例の置換関係

（すなわち矢印の方向）についてはレヴジンは何もいっていないが，このようなばあい

にはpeこ，は名詞のことも，また動詞のこともあるわけだから，5（plet・）⇒5（pe6・）

およびS（stereめ⇔S（peこ’）しかありえない．したがってpe6’は文法的同音異義で

あるが，stere乙’とplet’が異なる品詞であり，したがって同じパラダイムには属し

ていないから，これは第二種の文法的同音異義である．

　ロシア語をはじめとするスラヴ諸語では，第一種の文法的同音異義はきわめて

多く，これを体系から除外することはできないが，第二種の同音異義は散発的，

偶然的にみられるにすぎない．これに対して英語ではたとえば，

　　　　　　　　　　S（take）　　　　　　　　S（it）
　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　S（work）

などにみられるように，第二種の文法的同音異義が多用されている［RM95］．こ

れは英語の類型学的特徴の一つであるが，より一般的には孤立型言語の特徴であ

るといえる．

タィ　プ

　§122　Tとッとが同じタイプTに属するというのは，瓢を許容する任意の文

脈（z・z2．．晶，z跨＋1zκ＋2＿z冗）に対して，馴を許容し任意の乞（1≦¢≦η）に対してzl∈

T（のとなるような文脈（塵色＿論4＋孟＋2，、，z先）が存在すること，および逆にgを

許容する任意の文脈（町u2・・，uε，％‘＋1uε＋2…妬）に対して，のを許容し任意のゴ（1≦

ゴ≦m）に対して喝∈T（uゴ）となるような文脈（叫喝啄妬＋躍＋2＿u張）が存在するこ

とである［RM97］．ここで盈∈r（T）というのは，4が1「（偲）に「属している」とい

うことを表す．

　たとえば英語で文脈（〈，am　a　b・y）が存在するとき，これは1を許容しているが，

これに対してy。uを許容する文脈（〈，areab・y）が存在し，明らかにく∈T（〈），

are∈1「（am），ab・y∈T（ab・y）である．逆にy・uを許容する文脈（Wh・are，〈）に対
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して1を許容する文脈（Wh・am，〈）が存在して，かつwh・∈r（wh・），am∈r（are），

〈∈T（〈）である．したがって1とyouは同じタイプに属している．同じようにして

he，s五e，it，we，theyなども，同じタイプに属することになる．このことは1「（1）

を許容する任意の丁文脈において1「（1）～r（y。u）～1「（he）。．．であること，すなわち

これらが互いにr同値であることを意味しているから，結局丁（1）＝r＊（1）．すなわ

ちタイプT（1）は八1）から誘導された集合であることになる．

　これは品詞の一つのモデルである．しかしロシア語のばあい，たとえばr文脈

（r（〈），T（2iznラ）r（こelovek））（勇izn’は「生活」，乙el・vekはr人」）はr（dovol’nyj）（d・vQl’nyjは

r満足な」）を許容する．すなわちd・vol，nyj乞izn，ju6el・vek「生活に満足な人」は正しい

連糸糸である．しかしこの文脈はr（d・bryj）（d・bryj　lまr善良な」）を許容しない．d・bryj

が補語をとらないからである．したがってd・bryjとd・v・1’nyjは異なるタイプに属

することになる．ロシア語ではd・v・1’nyjもd・bryjもともに形容詞であるから，少

なくともロシア語ではタイプは品詞よりも狭い概念であるということになる．ロ

シア語の品詞のモデルをどのようにして構築するかについては，ここで立ち入る

ことをしないが，同じような概念やカテゴリーが，言語によって形式的にどのよ
う1

異なっているかは，各々についてこのようなモデルを構築することによって，

はじめて明らかにされるであろう．

TS連鎖，部

　§123二つの語のと穿とが「rs連鎖によって結ばれている」というのは，z1＝

z，砺＝ッとなる物個の語z、．．．賜が存在して，任意の乞（1≦乞≦π）に対してz乞∈r

（観1）または2乞∈5（z乞＋ユ）が成り立つときである［RM99］．

　「部」（razdel）Rα（」り）というのは，1「S連鎖によって結ばれているすべての語の集

合である．明らかにこれは反射律，対称律，推移律を満たすから，一つの分割を

与える．

言語の種類

無形態の言語

　§124　以上の予備的な概念を基に，言語の種類について考えてみることにしよ

う．いま「同じパラダイムに属する」という関係による分割をTとすれば，無形
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態の言語は，次のように定義される．まず，

　　語皿が「無形態である」というのは，ωに対し彩∈T（餌）となるような宮が存在す

　れば，Ψ霜のとなることである．したがって言語が「無形態である」というのは，

　その言語に属する任意の語斜こ対して上記が成り立つことである．

　1「（の）はのの変化形の集合であるから，亨∈1「（m）ならば彫＝飢ということは，こ

の集合がTただ一つからなっていること，言い換えれば，語形変化がないことを

意味している．すなわち，’ 意の語について，そのパラダイムが一語だけから成っ

ていることである．

　無形態な言語というのは，したがって孤立語型の言語の理想型である．中国語

がこの定義によくあてはまることは，この言語が理想的な孤立語であることを示

すものである．ロシア語は無形態な言語ではないが，部分的には無形態な語も存在

している．たとえば本来の副詞，問投詞，接続詞，前置詞などは，すべて無形態

な語である．このほかロシア語では，metr・「地下鉄」，kin・「映画，映画館」，viski

「ウィスキー」，k醜「コーヒー」などのような無形態な名詞が存在し，その数もと

くに近年急激に増加しっつある．Baku「市名」，Misisippi「川の名」のように，本

来ロシア語の名詞の語尾にはなかった語末をもつ名詞は，これまでも不変化であっ

たが，たとえばSmit「スミス」，Tetこer「サッチャー」などの外来の人名のように，

ロシア語の名詞変化が可能と思われる語でも，男性を指す場合には変化するが，

女性を指すときには変化をしない．日本人の姓も，以前にはたとえばKhamada，

Yamadaのようにaで終わる場合は，aに終わるロシア語の名詞と同じように変化

させていたが，最近では変化しないばあいが，次第に増えてきている．

　§125　しかしこれらの不変化名詞は，ロシア語では前に述べた文法的同音異義

であると考えられ，同じように無形態な語ではあっても，副詞，問投詞などとは

性格が異なっている．このことを考えて，次のような定義をおく．

　　無形態な語促は，阻∈r（野2），馳⇒コ臼，営2⇒3gとなるような，相異なる語阻，ッ2

　が存在しないとき，「本来的に無形態である」という．

　　また，本来的に無形態な語以外の無形態な語を，「非本来的に無形態な語である」

　という．

　たとえばロシア語のmetr・「地下鉄」に対して文脈（on　edet　na，〈）「彼は～に乗っ

ていく」および文脈（stancija，〈）「駅」を考えると，tramvae∈r（tram臓ja）（tramvajは

r市電」）で，かつtramvae⇒metr・である．なぜならOn　edet　na　tramvae．「彼は市電

に乗っていく」も，On　edet　na　metr・，「彼は地下鉄に乗っていく」も，ともに正し
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い連緕であるが，stanc⑫metr・「地下鉄の駅」は正しい連締であっても，＊stancija

tramvaeは正しい連糸糸ではないからである．同じようにstanc弓atramvaja「市電の駅」

もstancija　metro「地下鉄の駅」も正しい連糸糸であるが，＊On　edet　na　tramvajaは正

しい連糸糸ではないから，tramvaja⇒metr・となる。したがってmetr・は本来的に無

形態な語ではないことになり，定義によって非本来的に無形態な語である．

　いま述べたことから明らかなように，本来的に無形態な語の定義は，文法的な

同音異義を排除することを，目的としている．

　無形態な言語のばあいには，その言語に属する任意の語zについて，s（ag）＝

Rα（の）＝T（」r）となる．これはT（臼，）が謬だけから成っているから，TS連鎖はSだけ

から成り，したがってs（」9）＝R面）となること，および1・（謬）を許容する任意の文

脈（21Z2＿Zb毎＋1靴＋2，｝りZπ）とr（g）を許容する文脈（z耗＿輪4＋1縮＋2．騨．Z売）とは同

じものになり，また逆も真であるから，T（皿）～r（ッ），すなわちの＝gであり，し

たがってS（z）翻S（馴）となり，ここからS（詔）＝T（」り）となること，によっている．し

たがってこの言語は，非常に簡単な構造をもつことになる．

極端に文法化した言語

　§126無形態な言語の対極にあるものとして，「極端に文法化した言語」が考

えられる．これは次のように定義される．

　　語丁が「極端に文法化されている」というのは，3gに対しッ∈S（z）となるような

　冨が存在すれば，y＝・gとなることである．したがって言語が「極端に文法化され

　ている」というのは，その言語に属する任意の語zについて上記が成り立つことで

　ある．

　s（の）というのは，文脈によって語zと相互に置換可能な語からなる，同値類の

ことであった．したがってもし観∈θ（z）ならばy＝agであるということは，5（ω）が

ののみからなっているということを，意味している．言い換えれば，この言語に

属する語は決して同じS類に属することはないことになる．これも一つの理想型

ではあろうが，このような言語が現実に機能することはむずかしいであろう．な

ぜならすべての語について，たがいに置換可能な文脈が一つもないような言語は，

使用することがむずかしいからである．

　ロシア語やラテン語の人称代名詞は，極端に文法化されている．ラテン語のば

あい，たとえば文脈（ergo，sum）は，ergo　ego　sum「故に我あり」が正しい連練で

あるから，eg・「私」を許容するが，tu「おまえ」も，皿e「彼」も，n・s「我々」も，

v・s「おまえたち」も，許容することがない．逆に文脈（erg・，es）はtu以外のものを
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許容しない．しかしr（ego）を許容する文脈，たとえば（ergo，sum）に対してT（tu）

を許容する文脈（erg・，es）が存在し，erg・∈T（erg・），es∈T（sum）であるから，定義

によってeg・とtuとは同じタイプに属している．すなわちtu∈T（eg・）である．他

の人称代名詞も，同じようにしてT（eg・）に属することになる．

　§127　これに対して人工語のエスペラントでは，たとえば文脈（〈，estas　Esper－

antist・）「～はエスペランティスト（単数）である」は人称代名詞の単数をすべて相互

に置換できるから，同じS類に属している．同じように文脈（〈，estasEsperantistoj）

「～はエスペランティスト（複数）である」は人称代名詞の複数を相互に置換できる

から，同じS類に属する．またEsperantist。j∈F（Esperantist。）であるから，定義に

よってすべての人称代名詞が同じタイプに属することになるのは，ラテン語のば

あいと同じであるが，エスペラントのタイプは，二つのs類からなることになる．

　このことから人称代名詞がラテン語で極端に文法化する理由は，動詞が人称変

化をするためであることがわかる．ロシア語の場合，過去形に限れば，人称変化

はなく，かわりに性と数が区別されるが，このばあい，すべての文脈ではないが，

かなり多くの文脈において，一人称と二人称の単数が相互置換可能であり，一人

称と二人称の複数もまた相互置換可能である．これに対して三人称の代名詞は人

称代名詞そのものが性の区別をもち，文法的一致をするから，相互に置換可能で

はない．人称も性も数も区別しない日本語の場合には，人称代名詞はすべて同じ

S類に属する．英語のばあいには完全な人称変化をするのはbe動詞に限られるか

ら，仮にこれらを除外すれば，三人称単数を除く人称代名詞は同じs類に属する

ことになる．こようなことから形式類型学のばあいにも，具体的な言語が典型的

なものからどのように隔たっているかを，客観的に評価する手段を必要としてい

るのではないか，と思われるのである．

ST正規な言語，完全に正規な言語

　§128「ST正規な言語」というのは，次のように定義されるものである．

　　語zがST正規である，というのは，レ∈S（z）であるすべてのμについて観∈T（偲）

　となることである．すなわち，同じS類に属するすべての語が，同じタイプに属す

　ることである．したがって言語が「ST正規である」というのは，その言語に属する

　任意の語崩こ対して上記が成り立つことである。

　極端に文法化した言語の項で述べたことから，同じs類に属する語が同じタイ

プに属するのは自明なことであるようにみえる．しかし研究が進むにつれて，必ず
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しもそうはいえないことが明らかになってきた．たとえばブルガリア語では比較級

は名詞からつくられることもある．たとえばd・bLr「善良な」，p・一d・b』r「より善良

な」，naid。bLr「最も善良な」に対して，majst。r「匠，親方」，p。一majstor「もっと

匠，もっと親方」，nai－majst・r「最も匠，最も親方」のようなものがみられる．し

たがってこのばあい，一定の文脈において，名詞と形容詞という，異なったタイ

プに属する語が5同値になり，同じs類に属することになる．もちろんブルガリ

ア語の場合も・これが言語の全体に及ぶものでないことは明らかである．

　この定義から，majst。rやd・bLrはST正規な語ではないということになる．こ

のことから明らかなように，ST正規という概念は，同じ文脈に用いられる語は，

決して異なったタイプに属することがないということを，主張するものであると

いえる．

　これと関連してルーマニアの数理言語学者のマルクス（Marcus，S・1・m・n1925一）は，

5類という概念が同値関係，すなわち相互置換の関係に基づいているのに対して，

単なる置換の関係に基づいた，より強い「完全に正規な言語」を定義したといわ

れる［RM117］．

　　言語が「完全に正規である」というのは，偲⇒写あるいはg⇒謬を満たす記，彩

　に対して，それぞれの場合について，の∈T（レ），ッ∈T（a・）となることである．

　ロシア語のstudent「学生」のような男性活動体名詞は，対格と生格（属格）が同

じ形のstudentaであるのに対し，st・1「机」のような男性不活動体名詞は主格と対

格が同じ形である．逆にstolaは生格の意味しかもたないが，studentaは生格のほ

かに対格の意味ももっている．したがってstudentを許容する任意の文脈において

これはst・1によって置換できるが，逆は正しくない．したがってstudent⇒stdで

ある．同じようにst・1aを許容する任意の文脈はstudent＆を許容するが，逆は真で

ない．したがってstola⇒studenむaである．

　一方r（student）を含む任意の1「文脈において1「（student）とT（stol）とはr同値に

なるから，studentとst。1とは同じタイプに属している（§122参照）．

　これに対してすでに述べたように，stere6’⇒pe6’は文法的同音異義であった（第

二種の文法的同音異義）．これはstere6，が動詞であるのにpe6，には動詞のばあいと名

詞のばあいがあることによるものであった．このばあい，たとえば文脈（malen，㎏ja，

st。it）はmalen’kajape6｝st。it「小さい暖炉が立っている」が正しい文であるからpe6’

を許容するが，stere6’を許容してかつr写像1「（malen’ねja）1「（stere6’）r（st・it）が有標

的になることはない．したがってstere6’とpe6シとが同じタイプに属することは
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ない．

　序にいえば，たとえばロシア語のstudent「学生」とstudent㎏「女子学生」のよ

うに，性が異なるばあいには，この二つの語を同時に許容する文脈は限られたば

あい（たとえばstudentka　st。it「女子学生が立っている」／student　st。it「学生が立っているゴ）を

除けば，一般に存在しないから，置換関係は成り立たないが，同じタイプに属し

ている．たとえば（ma正e’廟，st・it）という文脈は，malen’kりstudent　st・it「小さな学生

が立っている」が正しい文であるからstudentを許容する．これに対してstudent㎏

を許容する文脈（m副en’kaja，st・it）が存在して（malen，kaja　studen曲st・it　r小さな女子学生

が立っている」は正しい文である），malen’kaja∈1「（malen’k麺），stoit∈1「（stoit）である．

また逆にstudent㎏を許容する文脈（prile2naja，pri菖la）（pri厩najastudeDtkapri漁r勤勉

な女子学生が来た」は正しい文）に対してstudentを許容する文脈（prile老nyj，p爵61）が

存在して，prile2nyj∈1「（prile加aja），pri醐∈T（priきla）である．したがって定義によ

りstudentka∈T（student）となる．

　上に述べたことから，第二種の文法的同音異義をもつ言語は完全に正規な言語

ではないことがわかる．ロシア語はこの種の文法的同音異義を除けば」じ⇒ッまた

はg⇒餌となるすべての語についてΨ∈T（偲）が成り立つから，完全に正規な言語

であるといえる．しかし英語の場合には，すでに述べたように第二種の文法的同

音異義は広くみられるから，これを取り除くことはできない．したがって英語は

一般に完全に正規な言語とはいえないことになる．

　このように「完全に正規」という概念は，二つの語について，その間に単なる

置換関係しか存在しないばあいでも，これらが同じタイプに属することを要求す

るものである．

単純な言語，自由変異

　§129　まず「単純な語」を定義すると，次のようになる．

　　語のが「単純である」というのは，語烈こ対して彩∈1「（詔）∩S（灘）となるような野

　が存在すれば，Ψ；」rとなることである．したがって言語が「単純である」という

　のは，その言語に属する任意の語餌こ対して上記が成り立つことである．

　たとえば英語のばあい，fbcus「焦点」の複数形にはf・ciとf・cusesとがあり，そ

のあいだに「ゆれ」がみられる．このばあいにはS（偲）＝｛foci，£ocuses｝であり，ま

た1「（詔）＝｛focus，foci，focuses｝であるから，S（ω）∩T（記）＝｛foci，focuses｝となって，

一義的には定まらない．このようないわゆる異形態aH・m・rphは自然言語には広く

認められ，ロシア語でもしばしばみられるものである．たとえばk・stjami／kost7血i
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「骨（複数造格）」，syn・v’ja／syny「息子（複数主格）」のようなばあいである．異形態の

まったくない言語としてはエスペラントのような人工語があるが，いまこのよう

な異形態を完全に取り除いた言語を考えて，これを「規範化された言語」という

ことにする．これを定義するに先立って，「自由変異」の定義を行う．

　　二っの語mとμとが「自由変異の関係にある」というのは，任意の連紐！とgと

　に対してμgおよび掬gの両方が意味をもたないか，あるいは同じ意味をもつとき

　である．

　ここで新しく「意味」というクリテリアが導入されることになるが，これにつ

いての詳しい議論には，ここでは立ち入らない．掴gと掬gという連糸糸が与えら

れたときに，これが同じ意味をもつか，あるいは全く意味をもたないかが，いわ

ばア・プリオリに判定できると仮定するのである．

規範化された言語，文法的変異体

　§130自由変異の定義を用いて，まず「文法的変異体」が次のように定義される．

　　二つの語灘とgとが互いに「文法的変異体である」というのは，それらが同じパ

　ラダイムに属し，かつ自由変異の関係にあるときである．

　さきにあげた例でいえば，fociと丑OCUSとは同じパラダイムに属しており，また

明らかに互いに自由変異の関係にあるから，文法的変異体である．

　これを用いて「規範化された言語」を次のように定義する．

　　「規範化された言語」とは，文法的変異体をもたない言語である．

　このことの意味は説明するまでもなく明らかであると思われるが，このような

規範化された言語がすべて単純な言語であるか，というのが，次に問題になる．

たとえばブルガリア語ではいわゆる後置定冠詞が用いられるが，ここではたとえ

ば次のような文がありうる．

　　Dnes　ne　s』m乙el　vestnik．

　　（今日　否定　一人称単数・助動詞　読む・完了分詞　新聞）

　　「今日私は新聞を読まなかった．」

　　Dnes　ne　s・bm乙el　vestnika，

　　（今日　否定　一人称単数・助動詞　読む・完了分詞　新聞・後置定冠詞）

　　「今日私はその新聞を読まなかった．」

　これは同じ文脈であるから，vestnikとvestnikaは同じS類に属している．また

これが同じパラダイムに属していることも，明らかである．それにもかかわらず，

vestnikを用いるかvestni㎏を用いるかによって，意味が異なるから，これは自由
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変異ではなく，したがって定義によって文法的変異体ではない．

　したがってこれは規範化された語である．それにもかかわらず，vesmi㎏∈T（vest－

nik）∩5（vestnik）でかっvesmika≠vestnikであるから，これは単純な語ではない［RM

ll8］．

　このような例の存在から，規範化された言語が，必ずしも単純な言語であると

はかぎらないことカ§わかる．

　ロシア語の場合には，一定の文脈に限るという条件をつければ，たとえば次の

ような例が考えられる．

　　Oblako　Plyv6t　nad　gor6j．

　　「雲が一っ山の上を流れている．」

　　Qblako　plyv◎t　nad　g6ru．

　　「雲が一つ山の上へ流れている．」

　ロシア語のばあいには，gor6」とg6ruは明らかに8同値ではないが，仮にこのよ

うな文脈に限れば，vesm肱とvestnikのばあいとまったく同じことがいえる．g・r6」

はg・ra「山」の単数造格（具格），g6mは単数対格であって，意味も異なり，異なっ

た文法的な形であるから，文法的変異体ではない．またロシア語で多くみられる

ものとして，たとえばuこfterの複数主格u乙ite単「教師，先生」とuるfteli「師．指導

者」のように，単数形がいくつかの意味をもつ同音多義語のばあいに，どの意義

を指すかによって，複数主格（場合によっては複数対格も）が二つまたはそれ以上の

形の中から一つを選択することがある。これもまた文法的変異体ではないことに

なる．このような規範化されてはいるが「単純でない」例をみれば，これらが一

種の「紛らわしさ」の原因になっていることがわかる．

完全に単純な言語，完全に単純な語

　§131以上のようなことを考え，単純な言語の定義を強めて，「完全に単純な

語」および「完全に単純な言語」を次のように定義する．

　　語丁が「完全に単純である」というのは，任意の駆≠詔）に対し，の⇒〃または

　g⇒のなら．ば扉1「（z）となることである．

　　「完全に単純な言語」とは，この言語に属するすべての語のに対して上記が成り立

　つことである．

　言い換えれば，これは偲力㌔を置換するか，影が卯を置換するという，S同値

よりも緩やかな条件においても，餌と野とが同じパラダイムに属することはない，

ということを主張しているのである．たとえば英語の文脈（God，you）はblessと
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blessesの両方を許容するが，文脈（1，y・u）はblessを許容しても，blessesを許容し

ない．したがってblesses⇒bless．しかしblesses∈1「（bless）であるから，これは完

全に単純な語ではないということになる．一方blesses∈S（bless）であるから，これ
　　　　　　　　　　　メ
は単純な語ではある．その理由はさきに述べた単純な語の定義が，の≠ッであるす

べての語轡に対して穿∈1「（・・）ならば毅S（の）である，と言い換えることができる

ことによる．

理想的に単純な言語，連結類

　§132　レヴジンはこの置換の関係を拡張して，さらに「理想的に単純な言語」を

定義している［RM　H8］．これによれば，まず置換の関係を，次のように拡張する．

　　二っの語詔と写とが同じ「連結類」，または「ムクラス」に属するというのは，

　z1＝偲，砺＝写となる列之1，z2＿z乞、，．砺が存在し，任意の乞（1≦乞≦η）に対してz乞と

　z臼との間に置換の関係2¢⇒β乞一1または2乞一ヱ⇒碗が成り立つときである．

　明らかにT∈△（」r）であり，また翌∈△（皿）ならばz∈△（ッ）である．さらにT∈

△（写）かっg∈△（z）ならばの∈△（z）である．したがってこの関係は反射律，対称律，

推移律のすべてを満たすから，一つの分割を与える．これに基づいて「理想的に

単純な語」および「理想的に単純な言語」を次のように定義する．

　　語詔が「理想的に単純である」というのは，任意の写（≠z）に対し，ッ∈△（田）な

　らば影φ1「（」P）となることである．

　　「理想的に単純な言語」とは，この言語に属するすべての語zに対し，上記が成り

　立つことである．

　たとえばロシア語で文脈（・n　pridetk，〈）「彼は～までに来るだろう」は2ime（冬，

与格）とn・6i（夜，生格・与格）を許容し，また文脈Ga2dal，prikh・d）「私は～到着を

待っていた」は2imy（冬，生格）とn・6i（夜，生格・与格）を許容するが，前の文脈が

2imyを許容することはなく，また後の文脈が2imeを許容することもない．した

がって茗imyおよびゑimeをn・己iによって置換することはできるが，逆は成り立た

ない．ここから2imy⇒n・6i，乞ime⇒n硫iとなる．したがって定義によって乞imy

と乞imeは同じムクラスに属することになる．一方2imyと2imeとは同じパラダイ

ムに属するから，定義によってこれは理想的に単純な語ではないことになる．し

たがってロシア語は理想的に単純な言語ではない．

　例から明らかなように，このようなことが起こるのは，n・dの形態的な同音異

義性を媒介にしているからである．このことから，形態的な同音異義が存在する

ときには，理想的に単純な言語にはならないことがわかる．一般に屈折型の言語
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は形態的な同音異義をもつから，理想的に単純な言語ではない．これに対して膠

着型の言語は形態的同音異義をもたないことが多いから，理想的に単純な言語に

近いといえる．孤立型の言語は，理想的には無形態であるから，トリヴィアルな

意味で，理想的に単純な言語になる．

完備した言語

　§133完備した言語というのは，次のようにして定義されるものである．

　　語¢が「完備している」というのは，の⇒Ψとなるすべての鋼こ対し，yを許容

　するすべての文脈が1「（qg）を許容することである．

　　したがって言語が「完備している」とは，この言語に属するすべての語ωに対し

　て上記が成り立つことである［RM119］．

　たとえばロシァ語では，。kn。「窓」⇒metr・「地下鉄」である．・kn・が普通の名

詞変化をするのに対して，metr・は不変化名詞であるから，・kn・が常にmetr・に

よって置き換えられるのに，逆の場合，たとえば・tmetr・「地下鉄から」は存在し

ても，oknaには＊ot　oknoという形1よない．しかし正しい連綜ot　okna「窓から」の

oknaはokna（生格形）∈1「（okno）であるから，このようなばあいに限定すれば，ロ

シア語は完備した言語であるといえよう．けれども一般にはそうはいえない．た

とえば・kn・⇒・vladenie「獲得」である．たとえば文脈（b・r’baza，zna両ami）「知識

の，のための闘争」はov互adenieは許容するが，oknoを許容することはない．それ

だけではなく，この文脈は八・kn・）に属するどのような語も許容しない．こうい

うわけでロシア語は一般的には完備した言語ではないことになる．

　さきに述べた・kn・とmetroの例から，ロシア語のkin・「映画」，k・免「コーヒー」

などのような不変化名詞が，不変化であっても格をもっているのは，このような

「局所的な」完備性のためであることがわかる．またあとの例にみられるような完

備性の欠如は，ロシア語の一nie，一tieに終わる行為名詞が，派生の原基となってい

る動詞が補語に要求する格を，そのまま継承しているために起こる，周縁的な現

象であるといえる．

形式的に等質な言語

§134また形式的に等質な言語を次のように定義する．

　言語がr形式的に等質である」というのは，その言語に属する任意の語詔にっい

て，1「（の）∩S（y）≠のであるすべての穿に対してT（彩）∩S（詔）≠のとなることである

［RM　120］．
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　言い換えれば，もし以」P）の中に野とs同値の〆が存在していれば，詔とs同値

となり，かっT（Ψ）に属する彩’が必ず存在する，というのが，この定義の趣旨であ

る．したがってこれは類推が完全な形で成り立つことを示している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　S
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　‘む　　　　　　　　　　　　　　　＆’

r T

　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　‘刀　　　　　　　　　　　　　　　2／

　　　　　　　　　　　　　　　　　S

　たとえばロシア語では，形容詞の比較級単一形は，少数の例を除いて不変化

の形しかもたないが，kh・r・菖ij「よい」，vys・k麺「高い」などは，lu6萌「よりよい」，

vys醐「より高い」などの，変化をもつ長語尾形をもっている．したがってT（lu醐）

∩S（krasivyj）≠の（krasivyjは「美しい」）であるが，r（krasivyj）∩S（luるきij）＝のである．

すなわち，khoro菖ij：luる萌＝krasivyj「美しい」＝aりとおいたとき，」rにあたるものは

存在しない．したがってロシア語は形式的に等質ではない．他のスラヴ語，たと

えばチェコ語では，一般に形容詞の比較級は変化する長語尾形をもつから，d・b呼

「よい」，lep営f「よりよい」，hes聴「美しい」，hes6f「より美しい」のあいだに，完全

に形式的等質性がみられる．レヴジンはこの形式的等質性の欠如が，ロシア語を

他のスラヴ諸語から区別する，一つの特徴であるといっている［RM120－1211．日

本語の「私は」＝「本は」＝「私を」：「本を」のように，膠着型の言語は形式的等質

性が高いと考えられる．エスペラントのような人工語も，形式的等質性をもって

いる．

　§135「形式的に等質な語」も，同じようにして定義される．すなわち，

　　語」rが「形式的に等質である」というのは，3g∈r（写）∩S（z）となるすべての語穿

　とバこ対して，切∈1「（z）∩S（μ）となる語切が存在することである．

　これについては，例えば次のようなことが考えられる．

　スラヴ語の動詞に一般にアスペクトの区別があるのは，周知のことである．ロ

シア語の場合，不完了体動詞のvidi善，「おまえは見る」と完了体動詞のuvidi菖・とが

対立しているが，これらは互いに置換可能であって，同じs類に属している．し

かし完了体の不定法は，一般に助動詞byt’の未来形budu，bude菖’，budet＿と結ん

で複合未来形を作ることはできないから，例えば文脈（ja　budu，〈）は不完了体不定

法videt’は許容するが，完了体不定法uvidet’を許容しない．したがってこれらは

5同値ではない．また完了体の一人称複数形はdavajと結んで勧奨（～しよう）の意
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味を表すが，不完了体の一人称複数形はdavajと結ぶことがない．この故にvidim

とuvidimも，S同値ではない．したがってロシア語の完了体動詞と，これに対応

する不完了体動詞とは，形式的な等質性をもたないことになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　vidi菖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uvidi…i

vidim

1「

r

1「

uvidim

T

　　　　　　　　videt，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uvidet，

　ロシア語学の研究者の問には，完了体と不完了体とを一つの動詞の変化形であ

るとする観方と，それぞれ異なった動詞であるとする立場があるが，レヴジンは，

もしこれらを一つの変化形であると考えれば，vidi菖とuvidiきのように，同一の変

化形の中にs同値のものが存在することになり，全体として形式的等質性が失わ

れることになるとして，異なる動詞であるとする立場のほうが，より適当である

としている［RM122－123，128］．

完全に等質な語，完全に等質な言語，パラダィムをもつもの

　§136無形態な語は，明らかに形式的に等質な語である．なぜなら無形態な語

偲は，の∈T（馴）ならばの＝穿となるから，T（の）∩S（y）≠のならば1「（の）∩S（彩）＝｛の｝．

したがって野∈S（z）．また八ッ）＝佃｝であるから八蟹）∩S（z）π佃｝≠のとなるから

である．したがって形式的に等質な言語から無形態な語を除外したものを考え，

それを「完全に等質な言語」であるという．すなわち，

　　すべての語が形式的に等質であって・かつパラダイムをもつものを，「完全に等質

　な言語」という．

　ここで「パラダイムをもつ」ということが，まだ無定義のままで用いられてい

るから，実は上の定義に先立って，この言葉の定義をする必要がある．

　　言語が「パラダイムをもつ」というのは，記⇒野となるようなすべてののとッに

　対して，ρp’∈5（のとなるようなTノ∈1「（必），g’∈八亨）が存在していることである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　S
　　　　　　　　　　　‘じ　　　　　　　　　　　　　　　色’

r

の 野

r

S
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　たとえばロシア語において，不変化名詞metr・，kinoなどを考えてみる．このと

き，すでに述べたようにokno⇒metroであるが，metroとS同値になる語はokno

の丁類の中にはない．したがってロシア語はパラダイムをもつ言語とはいえない．

これはみたところ，ロシア語の性質と矛盾するようにみえるが，これはいま述べ

たような，不変化名詞あるいは少数のbe計べ一ジュ色の」，khaki「カーキ色の」の

ような不変化形容詞が存在しているからである．これらおよび前に述べたような

無形態な語を除けば，ロシア語はパラダイムをもつ言語であるといえる．しかし

前にも述べたように，ロシア語では不変化の名詞が近年急速に増加している．こ

れに対して，チェコ語のばあいには外来語もチェコ語の変化体系に組み入れよう

とする傾向が著しく，たとえばB。rdeaux，Sanss。udのように，わずかな外来語だ

けが不変化である．形容詞のばあいにも，たとえばblond「ブロンドの」，ma「ラ

イラック色の」，fajn「すてきな」のような，口語的なものを除いては，不変化の

ものはない．スロヴェニア語やセルビア語のばあいには，原則として不変化のも

のはないという．このことからロシア語のスラヴ諸語における特殊な位置が浮か

び上がってくる．

　言語学的にみれば，膠着型の言語が，この完全に等質な言語に最も近いと考え

られる．

制限された等質性をもっ語および言語

　§137　いま述べたような完全に等質な言語は厳格すぎるから，条件を少し緩め

て「制限された等質性をもつ語」というものを考え，次のように定義する．

　　語のが「制限された等質性をもつ」というのは，任意の語yに対して，？〃∈双詔）

　であり，かつμと直接の置換関係にある語ωが存在すれば，z∈1「（観）であり，かつ

　3gと直接の置換関係にある語zも存在することである．

　　したがって「制限された等質性をもつ言語」とは，任意の語のとレに対して，上

　記が成り立つことである．

　　　　　　　　　　　の　　　　く＝／⇒　　　　z

r 1「

　　　　　　　　　　　ω　　　ぐ一／＝⇒　　　　ツ

　たとえばロシア語では，名詞は人または動物を示す活動体名詞と，それ以外の

ものを示す不活動体名詞とに分類され，活動体名詞は対格が生格と同じ形をもち，

不活動体名詞は対格が主格と同じ形をもつことによって，たがいに区別される．そ
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こで活動体名詞のstudent「学生（主格）」とstudenta「学生（生・対格）」およびst・1「机

（主・対格）」とst・1a「机（生格）」とを考えてみる．studentは主格にしか用いられな

いから常にst。1によって置き換えることが出来るが，st。1は主格のほかに対格にも

用いられるから，常にstudentによって置き換えられるとはかぎらない．したがっ

てstudent⇒stolである．逆にstudentaとst・1aのばあいは，st・1aが生格にしか用い

られないのに対してstudentaは生格のほか対格にも用いられる．したがってst・la

は常にstudentaによって置き換えられるが，studentaは必ずしもst・laによって置

き換えられるとはかぎらない．したがってstda⇒studentaとなる．これによって

studentもst・1も，制限された等質性をもつことになる．

　　　　　　　　　　βtudent　　　　　　　⇒　　　　　　　　stol

　　　　　　　　r　　I　　　　　　　　I　T
　　　　　　　　　studenta　　　　　　〈＝＝　　　　　　stola

　したがって第一種の同音異議をもつ屈折型の言語は，制限された等質性をもつ

言語になると考えられる．

整合的なパラダィム

　§138単純性および等質性という概念を用いてレヴジンは，パラダイムが「整

合的である」がどうかという評価の基準を定めている［RM1281．説明の前に，ま

ずこれを定義すれば，次のようになる．

　　言語においてパラダイムが「整合的である」というのは，パラダイムに任意の要

　素を附け加えると，単純でなく，また等質でない語の数が増加するときである．

　定義から明らかなように，これは数量的な評価の基準であって，これまでの定

義とは，性格が異なっている．

　レヴジンの挙げている例を引用すれば，たとえばロシア語では6el・vek「人」に

対してるel・ve6estv・「人類」という集合名詞がある．これが乙el・vekのパラダイムに

属するとする．そうすればたとえば6el・vekと同じS類に属するm・rjak「船乗り」

と同じr類に属して，かつ6el・ve乙estv・と3同値になる語すなわち＊m・rjaるestv・が

存在すれば，等質性が得られる．しかし現実にはそのような語は存在しないから，

等質性が損なわれることになる．したがってこのようなパラダイムは整合的なも

のではないことになる．ここから6el・ve6estv・を6el・vekのパラダイムから取り除

き，別の語と考えるのが適当である，ということになる．

　同じように，常時複数名詞のpereg・v・ry「交渉」はst・ly「机（複数主・対格）」とS

同値であるが，st・lyと同じ1「類に属するstol「机（単数主・対格）」と5同値になる
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語＊pereg・v・rは存在せず，等質性は保たれない．常時単数名詞のばあいも同じで

ある．したがって常時単数名詞および常時複数名詞は単数，複数を備えた名詞と

は，異なったパラダイムをもつと考えられる．ロシア語のばあい，名詞は常時単

数名詞および常時複数名詞を除けば，整合的なパラダイムをもつ，といえる．

　§139　このクリテリアは，類型学に次のように利用できる．いま主語として用

いられるばあいに限って，ムクラスとして，P1，ρ2，P3，p4を考え，それぞれ男

性活動体（指人）名詞，男性不活動体（非指人）名詞，女性名詞，中性名詞とする．

　レヴジンによれば，スラヴ諸語はこのとき，原則としてセルビア語型，チェコ

語型，ポーランド語型，ロシア語型のどれかに入るという［RM　l26－127］．

セルビア語型

チェコ語型

ポーランド語型

ロシア語型

凸
一
一
一
一
一
一
一
一

数
単
複
単
複
単
複
単
複

P2　　D3　　P4

　これらの言語では，単数では男性，女性，中性でそれぞれの形の修飾語がつく

が，複数ではセルビア語では・k・一・d「目」のような少数の例外を除けば，単数の

ばあいと同じように修飾語は性によって区別される．これに対してチェコ語では

男性不活動体名詞と女性名詞の修飾語が，同じ形になる．ロシア語では修飾語は

性の区別がなくなって，すべて同じ形になる．

　したがってセルビア語は，ごく少数の例外を除けば，制限された等質性をもつ

言語であるといえる．チェコ語の場合には，制限された等質性をもつためには，

男性不活動体名詞あるいは女性名詞のどちらかをすべて取り除くことが必要であ

る．ポーランド語型では，男性非指人名詞と女性名詞の両方を取り除かねばなら

ない．ロシア語では，男性名詞と女性名詞の両方，あるいは男性名詞と中性名詞

または女性名詞と中性名詞の両方を取り除く必要がある．

　このように考えれば，セルビア語，チェコ語，ポーランド語，ロシア語の順に

制限された等質性から遠ぎかっていることがわかる．中世のロシア語はセルビァ

語型に属し，制限された等質性を保っていたが，これが崩れたのは，ロシア語で，

屈折語的な性格が急速に失われてきつつあることと，関係があると思われる．単

3．言語の種類　　191



数においても，修飾語の性の区別がなくなれば，いったん失われた等質性は回復

されると思われるが，ロシア語がこの方向に向かっているとすれば，スラヴ諸語

の中で，ロシア語がこの点で最も急進的な言語であるといえよう．

T’関係

　§140　これまでは主として語のレヴェルから言語の類型を考えてきたが，連紐

あるいは句のレヴェルでも，類型を考えることができる．このためにまず「1「関

係」を定義する．

　　句∫；z1．．．蹴が句g；祖．．．伽と「丁関係にある」というのは，∫の中のすべての

　無形態でない語吻に対してgの中に陶∈1「（卿となるゴが存在し，gの中のすべて

　の無形態でない語陥に対して3gε∈八痴となる置が存在することである［RM129］．

　たとえばロシア語の連糸糸Doktor　ocen皿stat’ju「博士が（単数主格）・評価した・論文

を（単数対格）」とStat’ja・cenena　d・kt・r・m「論文は（単数主格）・評価された・博士に

よって（単数造格）」とを考えてみる．・cenHと・cenenaとは・cenit・「評価する」のパ

ラダイムに属しており，また明らかにd。ktorom∈r（d。kt。r），stat’ju∈1「（stat’ja）で

あるから・この二つの連練はr関係にあるといえる．

　次にまた別の連糸糸D・ktor　dal　knigu「博士が（単数主格）・与えた・本を（単数対格）」

とKniga　dana　d・kt・r・m「本が（単数主格）・与えられた・博士によって（単数造格）」の

ばあいにも，同じことがいえる．

　これら二つの例は，どちらも同じ事態の異なった表現であり，深層構造は同じ

であるといえる．またあとの例のばあい，連締Kniga　dana　d・kt・m「本が（単数主

格）・与えられた・博士に（単数与格）」も定義に合致するから，前の二つの連締と丁

関係にあることになる．しかしこのばあい，前の二つの連綜とは深層構造が同じ

ではない．

　このことから丁関係というのは，意味あるいは深層構造の同一性を保証するも

のではないことがわかる．

　それだけではない．はじめの例と関連して，たとえばocen㎏stat’i　d・kt・rom「評

価（単数主格）・論文の（単数生格）・博士による（単数造格）」という連練を考えてみる．

もしも名詞・cenkaを動詞・cenit’と同じパラダイムに属すると考えれば，この連締

は連練D・ktor・cenn　stat’juと1「関係にあることになる．またこのばあい深層構造

も同じである．このことから丁関係の規定には，パラダイムの範囲の決定が必要

であることもわかる．レヴジンは1「関係を扱うばあいには，パラダイムを語のレ

ヴェルよりも広く，語幹を同じくする語のすべてというように考えるべきである
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としている［RM　B1－1331．そうとすれば上に述べた最後の例も，1「関係であるとい

うことになる．

変形関係

　§141次に「変形関係」を以下のように定義する．すなわち，

　　句∫＝a・1＿窺が句9龍脚．．伽と「変形関係にある」というのは，それらがr

　関係にあってかつ砺∈S（説）および吻∈S（gゴ）となるような，内容の同じ実際の句

　ノ』u1．．．翫およびg’＝期＿ωmが存在することである［RM129］．

　前の節で述べたことから，定義の第二点が1「関係にある連綜の中から，深層構

造の異なったものを除外することを目的としていることは明らかである．

　たとえば連綜∫として前にあげたD・kt・r　dal　knigu「博士が・与えた・本を」お

よびこれと1「関係にある連練gとしてKniga　dana　d。kt。r。拠「本が・与えられた・

博士によって」のばあいを考えてみる．連綜∫の要素の各々と要素がs同値とな

る連綜∫’として，たとえばpr・量essor　s・dnil　stat・ju「教授が・著述した・論文を（単

数対格）」を考えてみる．このとき，これに対して連緕gと要素の各々がs同値で

ある連練4として，たとえばstatej㎏napisana　pr・fess・r・m「ちょっとした論文が・

書かれた・教授によって」は，連練∫’と「内容が同じ」と考えられる．したがっ

て連練∫と連糸糸gとは変形関係にあるといえる．

　一方連統ノ＝Doktor　dal　kniguと連練g＝Kniga　dana　doktoru「本が・与えられ

た・博士に」とは，明らかにr同値である．しかし連総∫のすべての要素と同じ

S類にある要素からなる，たとえば∫’＝Pr。βess。rs。6inilstat’ju「教授が・著述し

た・論文を」と，連練gと同じ関係にある連練g1＝stat’ja　s。dnena　pr。fess。ru「論

文が・著述された・教授（のため）に」とは，「内容が同じ」ではない．このことは

他のすべての場合にいえる．したがって連綜Kniga　dana　d・kt・ruは変形関係から

除外される．

　　　　　　　　　　　　　変形関係
　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　ノ’

　　　　　　　　　　　　　　　S
　　　　　　　　　　1「　　　　　　　　　i内容が同じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　　　S
　ところで連統D・kt・r　dal　p・druge　knigu「博士が（単数主格）・与えた・女友達に・本

を（単数対格）」とKniga　dana　d・ktor・m　p・druge「本が（単数主格）・与えられた・博士

によって（単数造格）・女友達に（単数与格）」とは明らかに1「関係にある．これに対
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して内容の同じ連練Pr・五essor　daldmgu　stat7ju「教授が（単数主格）・与えた・友達に

（単数与格）・論文を（単数対格）」とStat’ja　dana　drugu　professorom「論文が（単数主格）・

与えられた・友達に（単数与格）・教授によって（単数造格）」を考えてみると，dmgu

とpodmgeはS同値関係ではなくてdrugu⇒podrugeである．その理由はpodruge

には単数与格，単数前置格があって，第一種の文法的同音異義だからである．こ

こからレヴジンは定義の第二点のs同値関係を置換関係にした方がよいとしてい

る［RM130－131］．

　またさきに述べたDoktor　oce曲stat’juに対するocenka　doktorom　stat’i　lま，Pro一

£essor　prepodavamziku「教授が（単数主格）・教授した・物理学を（単数対格）」とpre－

podavan量e　pr・£ess・r・m且ziki「教授（単数主格）・教授による（単数造格）・物理学の（単数

生格）」が考えられるから，前に述べたように，パラダイムを広く考えれば，やは

り変形関係にあるといえる．

　§142　ところで変形関係の定義にみられる「内容の同じ」実際の句という表現

は，きわめて曖昧である．あとで述べる「完全な変形関係」の定義と照らし合わ

せてみると，単なる「変形関係」の定義では，連締∫’とg’との問には，必ずし

もr関係が成り立っていなくてもよいことがわかる．したがってたとえばすでに

述べたようにD・kt・rd記kniguに対してPr・£ess・rnapisalstat’juを考え，Knigadδna

d・kt・r・mに対してStatejkas・己nenapr・£ess・r・m「ちょっとした論文が（単数主格）・作

成された・教授によって」を考えても，変形関係は成り立つ．したがってどの範

囲を「内容が同じ」であると考えるか，また何と何について，「内容が同じ」であ

るのかについては問題が残るが，上の例をみれば，一応同意語は許されると考え

られる（パラメーターについては，あとで述べる）．

　しかし次に述べる「完全な変形関係」は，このような同意語も排除することに

なる。

　　句∫＝z1＿翫が「完全な変形関係をもつ」句であるというのは，勇∈ε（」P乞）とな

　る任意の句∫ノ＝叫＿ag先と，∫と変形関係にある句g＝ッ1＿ッ窩に対して，房∈S（ッ乞）

　となり，かつ！’と変形関係にある句gノ＝影i＿垢が存在して，窺∈1「（yゴ）ならば

　嘱∈T（〃5）となり・またその逆も成り立つときである［RMl31］。

　たとえば前に挙げたD。kt。rdalkniguとKnigadanad。kt。r。mのばあいを考えてみ

る．これに対して内容の同じ，たとえばPr・fess・r　napisal　stat’ju「教授が（単数主格）・

書いた・論文を（単数対格）」とStat’ja　napisam　pro£essorom「論文が（単数主格）・書かれ
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た・教授によって（単数造格）」という連緕が考えられ，pro£essor∈S（doktor），napisal

∈S（da玉），stat・ju∈5（knigu）カ】つstat，ja∈S（kniga），napisana∈S（dana），profもssorom

∈S（doktorom）である．

　明らかなように，「完全な変形関係」は連緕∫’とg・の間にも1・関係が成り立た

なければならないことを要求するものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　S　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　∫’

1「 1「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　　　　　　　5
　このようにすれば，「完全な変形関係」のばあいには，「内容が同じ」というク

リテリアが必要ではなくなるように思われる．しかしこのときには・次のような

ばあいが生じる．

　　∫二Dokt・r　dal　knigu「博士が・与えた・本を」

　　g＝Kniga　dana　dokt・ru「本が・与えられた・博士に」

　　ノ1＝Pr・五ess・r　napisal　stat’ju「教授が・書いた・論文を」

　　gノ＝Statンja　napisana　profess・ru「論文が・書かれた・教授（のため）に」

　このとき，∫とgの問には，「完全な変形関係」が成立する．すなわち，深層構

造が明らかに異なるものに対しても，「完全な変形関係」を認めなければならなく

なるのである．レヴジンはこれに関連してPlotn至kstr・itd・m「大工が・建てる・家

を」の場合，「パラディグマr（p1・tnik）の中のある種の語，たとえばpl・tnik・mは変

形された句であるが，他の語（p1・tniker前置格」，p1・t醜ur大工に，与格」）のばあいに

は，そのような句が存在しない（pl・mikustr・it　d・m　r大工に・彼が建てる・家を」は元の

句と1「関係にあるが，異なった意味をもっている）」としている．このことから，彼が

内容を完全に捨象しているわけではないことは，明らかである．もしそうとする

ならば，上述の「完全な変形関係」の定義は，不十分といわねばならない．

　このような留保をつけた上で，レ・ヴジンの定義に従えば，完全な変形関係にあ

る言語は，次のように定義される．

　　すべての句が完全な変形関係にある言語を「完全な変形関係をもつ言語」という．

変形条件を満たすパラダィムをもつ言語

　§143　レヴジンは，「変形条件を満たすパラダイム」を次のように定義してい

る［RM130］．
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　　パラダイム八3σ）が「変形条件を満たす」というのは，語灘を含む任意の連絵∫と，

　1「（の）に属する任意の語炉こ対して，yを含み，連綜∫と変形関係にある連練gが存

　在するときである．

　ロシア語を含むスラヴ語の名詞は，変形条件を満たすパラダイムをもっていな

い．たとえば連綜PI・mik　str・it　d・m「大工が（単数主格）・建てる・家を（単数対格）」

における語p1・tnikを考えてみる．このとき連綜D・mp・str・enapl・tnik・m「家は（単

数主格）・建てられた・大工によって（単数造格）」を考え，またp・str・ena∈（str・it）と

考えれば（連綜のレヴェルではパラダイムを広く考えることは，前に述べた），両者は変形

関係にある．しかし連練D・mp・str・enapl・tnike「家は（単数主格）・建てられた・大

工に（単数与格）」は，上でKniga　dana　doktoruについて述べたのとまったく同じ理

由で，変形関係にはない．これは変形条件を満たすパラダイムの定義に反する．

　これに対してレヴジンは，動詞の場合には変形条件を満たすパラダイムがある

として，ja6itaju「私は・読む」，ty砒ae勇丁おまえは・読む」，・n砒aet「彼は・読

む」．．、，jarisuju「私は・描く」，tyrisue菖’「おまえは・描く」，・nrisuet「彼は・描

く」．．．のような例を挙げている．レヴジンの考えているように，これが変形条件

を満たすパラダイムであるとすれば，ja，ty，。nなどが同じパラダイムに属して

いると考えなければならない．そうすれば，たとえばja6itajuと・“itaetは，・n

∈rGa），こitaet∈r（砒aju）であり，またja6itajuに対してjarisuju，・n砒aetに対

してon　risuetが存在して，ja∈Sqa），risuju∈S（6itaju），risuet∈S（こitae㌻）となる．

　またもしja砒aju∈r（ty6itaes7）．．．などを一つの語と考えれば，ja己itaju∈T（ty

乙itaes’）＿でja乙itaju∈SGa　risuju）＿となるから，問題は非常に単純になる．レヴ

ジンはこの取り扱いについて何もいっていないが，この少しあとで彼が「有意語」

と「補助語」のパラダイムヘの結合について述べていることからすれば［RM132］，

彼が考えていたのは後者のばあいであると思われる．

　これらのばあい，仮定のようにja砒ajuと・n砒aetが変形関係にあるためには，

ja　risujuと・n　risuetの「内容が同じ」であることが必要である．

　しかし両者は明らかに人称が違っている．このことからレヴジンは「内容が同

じ」ということが，連締∫と連練gとの間にある関係と同じ関係が，連緕∫’と連

綜g’との間にあることを意味していると，考えているように思われる．「内容が

同じ」ということをこのように考えれば，たとえば人称の違い，時称の違い，肯

定と否定の違いといった，パラメーターの違いがあっても，変形関係が成り立つ

ことになる．

　完全な変形関係をもち，パラダイムが変形条件を満たすとき，この言語は形式
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的に等質である．したがってこれは膠着型の言語に多くみられることになる．

文法カテゴリーのモデル化

予備概念，文脈の客量

　§144　以上にみてきたのは言語の形式的類型であった．今度はいくつかの文法

カテゴリーについて，その類型をみることにする．この場合にもまずこれらのカ

テゴリーのモデルをつくることから始めなければならないが，ぞの際，いくつか

の予備的な概念が・新たに必要になる．

　その第一は文脈の「容量」である．文脈（ノ2，g2）が文脈（∫1，g1）よりも容量が大

きいというのは，文脈（∫1，g、）によって許容されるすべての語が，文脈（∫2，g2）に

よって許容されるときである．文脈（∫2，g2）が文脈（∫、，g1）よりも容量が大きいこ

とを，（∫1，g1）⇒（∫2，g2）のように表す［RM90］．

　もし（∫1，g1）⇒（∫2，g2）でかつ（∫2，g2）⇒（∫1，gl）であるならば，文脈（∫1，g1）と文

脈（∫2，g2）とは容量が等しい，あるいは等容量であるといい，（∫1，g1）～（∫2，92）の

ように表す．

　等容量という関係は明らかに反射律，対称律，推移律を満たすから，一つの分

割を与える．すなわちすべての文脈からなる集合は，同じ容量の文脈の集合に分

割されて，交わることがない．この等容量のすべての文脈の集合を文脈類という

［RM　gl］．文脈類K2が文脈類K1よりも容量が大きいというのは，（∫1，g1）∈K1，

（∫2，g2）∈K2が存在して（∫1，g1）⇒（∫2，g2）となるときである．これをK1ウK2と

表す．

　逆の場合，すなわちもしK1⇒K2であれば，必ず（∫1，g1）∈K1，（∫2，g2）∈K2と

なる文脈（∫1，g1）と（f2，g2）との間に，（∫・，g1）⇒（f2，g2）が成り立つかどうかが，次

に問題になるであろう．

　これは次のようにして証明される．いま（∫1，∫2）∈K1，（∫2，g2）∈K2であるとす

る．そうすると上述の定義によって（∫3，g3）∈K1，（∫4，g4）∈κ2で（∫3，g3）⇒（∫4，g4）

となるような文脈（ノ3，g3），（毒，g4）が存在する．もし（ノ1，g1）と（∫3，g3）とが同じ文

脈類に属しているとすれば，（∫1，g1）⇒（ノ3，g3）が成り立つ．同じように（f2，g2）と

（∫4，g4）とが同じ文脈類に属しているならば，（∫4，g4）⇒（f2，g2）が成り立つ．この
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関係は推移律を満たしているから，（∫、，g1）⇒（ノ2，g2）が成り立つ．したがってもし

K1⇒K2が成り立つならば，K2に属する任意の文脈は，κ1に属する任意の文脈

よりも，容量が大きいことになる．

予備概念，文法カテゴリー，カテゴリー束など

　§145次に文法カテゴリーという概念がある．これは初めから与えられている

初期概念であって，なんらかの一般的な形式的特徴によって結合される語の一定

の集合を指している［RM61］．

　またある語が属しているすべての集合の交わりをレヴジンはカテゴリー束と呼

んでいる．したがってカテゴリー東をπ（詔）で表わせば，語詔が属するカテゴリー

をκ乞とするとき，∬（aじ）翠κ1∩，．．∩煽のようになる．これを表記を簡単にするた

めに，π（謬）＝（κ1，＿，κπ）のように表わす［RM63－64］．たとえば11（五im）＝（男性，三人

称，単数，目的格）のようになる．

　カテゴリーκ1は餌∈κ1であるすべての烈こ対しS（の）∈κ1となるとき・シンタ

グマ的カテゴリーといい，r（の）∈κ、となるとき，パラディグマ的カテゴリーとい

う［RM138］．もしあるカテゴリーが同時にシンタグマ的であり，かっパラディグ

マ的でもあるならば，z∈κ1であるときEα（T）∈κ1となる．これは直観的にはほ

とんど明らかなことであるが，帰納法を用い，次のようにして証明できる．いま

蟹∈Rα（g3）とする．rs連鎖の長さが2に等しいならば，翌∈1「（a。）または盟∈S（g。）

である．上述の仮定によってそのどちらの場合でも∬∈κ、となる．次にrs連鎖

の長さがη一／のとき，腕＿1∈κ、が成り立つとする．すると翫＿、∈八∬）である

か，または腕＿1∈3（g）であるから，ッ∈κ1が成り立つ．したがってッ∈R面）と

なるすべての姻こついてッ∈κ1が成り立つことになる［RM272］．

　カテゴリーκ1は，み∈Rα（詔）となるすべての彩に対してr（灘）∩κ1≠のならば

八野）∩κ1≠φとなるとき，パラディグマに関して均等に分布しているといい，ま

たS（z）∩κ、≠φならばS（野）∩κ1≠φとなるとき，類に関して均等に分布してい

るという．この定義の意味は明らかであろう．たとえば記をg・とし，カテゴリー

κ1を過去としたとき，1「（の）∩κ1はwentになるが，これに対してΨ∈Rα（g・）となる

語，たとえばweepに対してr（ッ）∩κ・＝weptが存在する．類の場合も同様である．

　したがって直観的には明らかなことであるが，もし言語が形式的に等質である

ならば，この言語に属するすべてのシンタグマ的なカテゴリーはパラディグマに

関して均等に分布し，またすべてのパラディグマ的なカテゴリーは類に関して均

等に分布している［RM273］．
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　いまπをパラディグマ的なカテゴリー，σをシンタグマ的なカテゴリー，κ1，＿，煽

を任意のカテゴリーとするとき，カテゴリー束π＝（π，σ，κ1，＿，κ％）に属する語が

一つでも存在しているならば，このカテゴリー束は有標的であるという．ある言語に

おいて有標的な任意の三つのカテゴリー束π1＝（π1，σ、，κ1，＿，κ鳴），112＝（π、，σ2，κ1，

＿，κπ），∬3＝（π2，σ1，κ1，＿，κη）に対してカテゴリー束π4＝（π2，σ2，κ、，．．．，κ兇）が有

標的ならば，この言語はカテゴリーに関して等質であるという［RM　l38］．

格の決定の一方法

　§146　レヴジンによればマルクスは容量の等しい文脈のクラスの一つによって

許容される語の集合を，格と定義しているという［RM　I40］．このようなものとし

て，ロシア語のばあい，たとえば次のような文脈が考えられる．

　　α（〈，idεt）　　「～が行く（三人称単数）」

　　　（〈，g両aet）「～が散歩する（三人称単数）」

　　　（〈，stoit）　　「～が立っている（三人称単数）」

　　　これに許容されるのは，たとえばmal’dk「少年」，dev・己ka「少女」，okno

　　　「窓」，metro「地下鉄」，stol「机」，己aj「茶」，蓉・k・lad「チョコレート」，

　　　narod「国民」（いずれも単数主格）などである．

　　δ．（〈，idu亡）　　「～が行く（三入称複数）」

　　　（〈，guljajut）「～が散歩する（三人称複数）」

　　　（〈，stojat）　「～が立っている（三人称複数）」

　　　これに許容されるのは，たとえばmal’6iki「少年たち」，dev・こki「少女

　　　たち」，・kna「窓」，st・ly「机」，nar・dy「国民」（いずれも複数主格）など

　　　である．

　　c．（vot，〈）「ほら～だ」

　　　（eto，〈）　「これは～だ」

　　　これに許容されるのは，αの例と，わの例である．すなわちこの文脈は

　　　単数および複数の形を許容する．

　　紘（osobennost’，〈）　「～，特性」

　　　（udaljajus’ot，〈）「～から私は離れる」

　　　これに許容されるのはたとえばmal’6ika「少年」，dev・乙ki「少女」，・kna

　　　「窓」，nar・da「国民，民衆」，metr・「地下鉄」，sむ01a「机」，・na1’6ik・v

　　　「少年たち」，dev・こek「少女たち」，・k・n「窓々」などの・単数および複

　　　数の生格の形である．

　　ε．（malo，〈）「少ない」
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　（k丑o，〈）　「一キロ」

　これに許容されるものには，紘に挙げたもののほかnarodu「民衆」，

　己aju「茶」などのような，集合名詞あるいは物質名詞の，特殊な生格

　形（数量生格）がある．

∫　（prinadle2n・st’k，〈）　　「～への帰属」

　（prisjaga　na　vern。st，，〈）「忠誠の誓い」

　これに許容されるのは，mal’dku「少年」，dev・6ke「少女」，6aju「茶」，

　nar・du「国民」，mal’6ikam「少年たち」，devoこkam「少女たち」，nar・一

　dam「諸国民」のような，単数および複数の与格形である．

g．（vi2U，〈）　　　「～を見る」

　（stre辱ajuv，〈）「～を私は撃つ」

　これに許容されるのは，たとえばmal’こika「少年」，dev・6ku「少女」，

　・kno「窓」，metr・「地下鉄」，st・1「机」うnar・d「国民」，6aj「茶」，ma－

　1’6ikov「少年たち」，dev・むek「少女たち」，・kna「窓々」などの，単数お

　よび複数の対格形である．

ん（nevi加，〈）　　　　　「～を私は見ない」

　（nem・guperedelat’，〈）「～を作り替えることが，私はできない」

　これに許容されるのは，mal’るika「少年」，dev・6ku，dev・るki「少女」，

　okn・，・kna「窓」，st・1，st・1a「机」，ma1’6ik・v「少年たち」，dev・6ek「少

　女たち」，・kna，ok・n「窓々」，st・ly，stol・v「机」のように，単数および

　複数の，対格および生格である．これはロシア語では，動詞述語が否

　定されたときに，補語が生格になるばあいと，対格になるばあいがあ

　るからである．

歓（d・v・len，〈）「～に満足である」

　（si2US，〈）　「～とともに私は座っている」

　これに許容されるのは，ma1’るikom「少年」，dev・6koj「少女」，okn・m

　「窓」，ma驚ikami「少年たち」，dev・6kami「少女たち」，oknami「窓々」

　のような，単数および複数の造格である．

ユ（guljajUV，〈）　「～の中を私は散歩する」

　（nax・2us’v，〈）「～の中に私はいる」

　これに許容されるのは，mal’6ike「少年」，dev・6ke「少女」，mal’己ikax

　「少年たち」，dev・乙kax「少女たち」などの単数および複数の前置格の

　ほか，lesu「森」，beregu「岸辺」のようなものがある．この形は一群

　の男性名詞の単数において，前置詞v「中に」またはna「上に」が時間

　あるいは空問を表すばあいに限って用いられるものである．
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翫（govorjuo，〈）「～について私は話す」

　これに許容されるのは，m飢’6ike，devoむke，・kne，mal’d㎞【，dev・ごkax，

　・kn駆のような，単数および複数の前置格である。ただしゴにみられ

　る1esu，bereguのような形は，ここには現れない．

孟（damdetjam，〈）「～を子どもたちに私は与える」

　これに許容されるのは，mal’6ika，dev・6ku，・kno，maP乙ik・v，dev・6ek，

　・kna，首・k・1ad「チョコレート」のような，単数および複数の対格のほ

　かに，たとえば首・k・lada「チョコレート」，v・dy「水」のような単数生

　格もみられる．これは物質名詞，あるいは集合名詞にっいて，一定量

　それが存在することを含意する，いわゆる数量生格である．

丁判別的文脈と丁判別的句

　§147　このような格の定義は，次のような特徴をもっている．その第一は，こ

れによって定められた格の一つにある語が属するとすれば，その語と同じs類に

属する語も，この同じ格に属すること，すなわち，このカテゴリーがシンタグマ

的なカテゴリーであるということである．第二は，同じ語形が同時にいくつかの

文脈によって許容されることである．レヴジンはこれらの特徴が，文法で扱われ

るのによく対応しており，その意味でよくできたモデルであると考えている［RM
14呈］．

　しかしこのモデルの問題点は，第一に文脈の選択が直観的なものであるという

ところにある．たとえば（malen’kij，id6t）「小さい（男性），行く」，（malen’kaja，id6t）

「小さい（女性），行く」，．（malen・k・e，id6t）「小さい（中性），行く」という文脈を選べ

ば，たとえばma驚ik「少年」とdev・こka「少女」，および・kn・「窓」はそれぞれ別の

文脈にしか許容されないから，別の「格」になってしまう．逆にたとえば（nesu，〈）

「私は運ぶ」あるいは（daるt，〈）「彼は与える」のような文脈を考えれば，前のもの

はたとえばs・baku「犬を（対格）」，s・bake「犬に（与格）」，mk・j「手で（造格）」，v・du

「水を（対格）」，v・dy「いくらかの水を（生格）」などを許容するし，またあとのものは

たとえば乙e1・vek「人が（主格）」，vody「いくらかの水を（生格）」，v・du「水を（対格）」，

sestre「妹に（与格）」，ruk・j「手で（造格）」などを許容する，というように，多くの

格を許容することになる．

　したがって過不足なく格を定義するための文脈，すなわち「格形成文脈」を，客

観的な手続きで決定するにはどうしたらよいかが，ここで問題になってくる．そ

こでまずある文脈がタイプT1に属する任意のパラディグマを許容するとき，この
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文脈を「T1判別的文脈」であるということにする．また「T1判別的句」というの

は，文脈（∫，g）がT1判別的文脈であって，かつの∈T、であるような句伽gのこと

であるとする．このとき次の定理が成り立つ．すなわち，

　　もしST正規の言語であるならば，任意のタイプTに対する丁判別的な句もこの

　言語に属する．

　これは次のようにして証明される．いまρ・∈T，の∈s（野）でμgが丁判別的句で

あるとする．すると露∈S（ッ）であるから，掬gも句である．もし（ノ，g）が丁判別的

文脈であれば，∫耀も丁判別的句である．なぜならST正規言語であるから，も

し偲∈s（穿）∩Tならばy∈Tとなるからである．またもし（∫，g）が丁判別的文脈で

ないとすれば，∫a臼gが．丁判別的句であるから，これはZ∈Tで（ん1ggん2，ん3〉が丁判

別的文脈であるようなん1」rん2zん3の形をもつか，z∈Tで（ん1，ん2馳3）が丁判別的文

脈であるようなん1z励ん3の形をもっているはずである．第一の場合，いま文脈

（ん1ψ2，ん3）がT（ω）⊂TとなるT（卿）を許容しないとする．文脈（ん1¢ん2，ん3）は丁判

別的文脈であるから，ω’∈八卿）となる卿’が存在する．すなわちん1漉2ぜ始は丁

判別的句である．したがってん1ψ2がん3も丁判別的句となる．ここからω’∈1「（ω）

とならなければならない．これは仮定と矛盾するから，文脈（ん、ψ2，ん3）は丁判別

的文脈となる．第二の場合も同じようにして証明できる［RM273］．

格形成文脈

　§148丁判別的文脈という概念の意味するところは，これが許容する語が同じタ

イプに属するということである．したがってたとえば前に述べた（malen’繭，id邑t），

（malen’kaja，idεt），（malen’koe，idεt）のような文脈の場合，たとえばr（乙el・vek）「人」

は第一の文脈には許容されるが，第二および第三の文脈には許容されない．これ

に対してr（dev・砿）「娘」は第二の文脈にしか許容されない．しかしこれらの文脈

はいずれも同じ1「写像をもつ．したがって6e1・vekとdev・6㎏は同じタイプに属す

ることになる．このようにして丁判別的文脈によって性の影響を除外することが

できる．

　しかし丁判別的文脈には別の問題もある．その一つは前に挙げた（v・t，〈）「ほら

～だ」，（〈，idるt）「～が行く（単数）」，（〈，idut）「～が行く（複数）のような文脈にみら

れるものである．これらの文脈が許容するのは名詞の主格であるが，第一の文脈

は単数主格および複数主格のいずれをも許容するのに対し第二の文脈は単数主格

のみ，また第三の文脈は複数主格のみをそれぞれ許容する．したがって数の影響

を除外するためには第一の文脈が適当であるということになるが，この選択を形
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式的に行うための方策が見い出せるかどうかということがここで問題になる．

　第二にはこれも前に挙げた（nesu，〈）「私は～運ぶ」，（daju，〈）「私は～与える」の

ような文脈の場合，およびたとえば（on　byl，〈）「彼は～である」，（〈，otnosit　lodku）

「～が舟を運び去る」，（etot6el・vekp・1・n，〈）「この人は～で一杯である」のような

文脈のばあいである．

　はじめのものは前にも述べたように，s・baku「犬を（運ぶ一対格）」，s・bake「犬に

（運ぶ一与格）」，rukoj「手で（運ぶ 造格）」，vody「いくらかの水を（運ぶ一生格）」な

ど，さまざまな格を許容できる．またあとのばあい，たとえば（on　byl，〈）はOn

byl　p・et／p・et・m「彼は詩人であった」のように主格と造格の両方を許容する可能

性があり，（〈，・tn・sit1・dku）は人称構文のばあいには主格をとってTe6enie　Qtn・sit

1・dku「流れが舟を運び去る」のようになるが，非人称構文のときには同じ意味で

造格をとってTe乙eniem・tn・sit1・dkuのようになる．また（et・樋el・vek　p・1・n，〈）の

ばあいには，p・1・nが生格支配と造格支配のゆれを示しているから，Et・t6el・vek

p・1・n　myslej／mysljami「この人は思慮に満ちている」のようになる．

　したがってrukoj，sobakeのように明らかな省略のある文を除いたとしても，同

じ文脈が二つ以上の格を許容するばあいがみられる．これに対処するために，次

のような概念を導入する．

　容量の等しいすべての正しい丁判別的文脈を集めた集合K1，κ2，K3＿を判別

クラスということにする．判別クラスKの文脈によって許容されるすべての語z

に対してこれを許容する判別クラスK1が存在してK≠K1，K⇒K1であるなら

ば，K1は格形成文脈のクラスではないという．それ以外のすべてのクラスを格形

成文脈のクラスという［RM　I43］．

　たとえば文脈（nesu，〈）「私は～運ぶj，（iduk，〈）「私は～に行く」，（vi2u，〈）「私は

～見る」，（et・s・zdan・，〈）「これは～作られた」のような文脈を考えてみる．（nesu，〈）

はすでに述べたようにsobaku（対格），sobake（与格），vodu（対格），vody（生格），rukoj

（造格）などを許容するが，（iduk，〈）は与格（～の許へ）しか許容せず，したがって容

量が小さい．すなわち（iduk，〈）⇒（nesu，〈）である．同様にして（v玉2u，〈）は対格（～

を）しか許容せず，また（et・s・zdan・，〈）は造格（～によって）しか許容しないから，

（vi2u，〈）⇒（nesu，〈），（eto　sozdano，〈）⇒（nesu，〈）となる．したがって文脈（nesu，〈）

は格形成文脈ではない．

　§149　このようにして構築したモデルは，かなりうまくできてはいるが，それ

でもまったく問題がないわけではない．その一つは，たとえば文脈（malo，〈）「～が
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少ない」と（・s・benn・st’，〈）「～の特徴」のような場合である．ロシア語のある種の

男性名詞には，malo「少ない」，mn・g・「多い」などの数量詞が要求する場合に用

いる特殊な生格形（通常数量生格あるいは第二生格と呼ばれているものである）一u，一juを

もつものがある．その他の名詞はこのばあいにも規則的な生格を用いる．これに対

してあとの文脈にはすべて規則的な生格形が用いられる．したがってあとの文脈

が許容する語はすべて前の文脈でも許容されるが逆は真でないから，（os・benn・st・，

〈）⇒（mal・，〈）である．このため上述の規定からすれば文脈（m証・，〈）は格形成文

脈ではないことになるが，もしこれを除外すれば，この文脈では許容されるが文

脈（・sobem・st’，〈）では許容されないpesku「砂」，saxaru「砂糖」のような第二生格

を許容する文脈がなくなることになる．したがってこの文脈は格形成文脈と考え

る必要がある．

　このようなばあいについてレヴジンは「（m訓・，〈）というクラスが格形成文脈な

のは，それが許容するすべての語が，必ずしもより容量の小さい判別的文脈によっ

て許容されないからである」［RM　l44，145］と述べるにとどまっている．しかし形式

性を重んじるならば，さきに述べた格形成文脈の規定が不十分であるということ

になるであろう．たとえば容量の等しい文脈のクラスをK1，K2＿とし，これらの

文脈の許容する語の集合をそれぞれ凧，防．．．とするとき，κ1⇒κ2，κ1⇒僑，

K1⇒K4＿であってかつVV1＝W2U四3u　W4＿であるとき，K1は格形成文脈で

はない，とすれば，この問題は一応解決すると思われる．

　もう一つの問題は，不変化名詞である．これがすべての格形成文脈によって許

容されるからである．レヴジンはこれを除外するために「本来の格」という概念を

導入し，これをz∈T（ッ）となるmとyとが存在し，T∈01，g¢C1であって，か

っ写がどれかの格形成文脈によって許容されるときであるとしている［RM145］．こ

こでo・というのはある格形成文脈によって許容される文脈の集合を指している．

　しかし不変化名詞は確かに格の形はもっていないが，格は所有しているという

立場からすれば，このような規定をあらたに導入する必要があるかどうか，疑問

の残るところである．

　さらに第三の問題として，前にも述べたが，文脈（v・t，〈）「ほら～だ」と（〈，idεt）

「～が行く（単数）」と（〈，idut）「～が行く（複数）」のような場合である．第一の文脈は

名詞の単数および複数の主格を許容するが，第二の文脈は単数主格，また第三の

文脈は複数主格のみをそれぞれ許容する．したがってこのばあい，格の決定には

第一の文脈が適当であるはずである．しかしいま述べた格形成文脈の定義からす

れば，これは格形成文脈ではありえないことになる．このような規定ではこの場
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合数のカテゴリーを除外できないのである．したがってこのばあいには，一応第

二および第三の文脈を格形成文脈と認め，数の問題については，別途に考えるほ

カ】はない．

　§150　レヴジンはこれを解決するために，カテゴリーの等質性の概念を援用す

る．そのためにはまず，格に下位のカテゴリーを設定することが必要になる．そ

のためにレヴジンはまず，次のような概念を導入する．すなわち，正しい句の集

合に対する任意のT1判別的な句の集合であるδの補集合5を考え，これを「乃反

判別的な句の集合」とする．いま同じ格に属し，z∈r（ッ）かつ八伍）⊆T、である

二つの語のとμとが同じ「下位カテゴリー」に属するというのは，その上でのウg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
あるいはッゥ砂となるT1反判別的な句の集合5が存在するときであるとする［RM
　　　　　δ
146－147］．

　この規定の意味はおおよそ次のようなものであると思われる．格形成文脈（d・v・len，

〈）「～で満足である」は造格を要求するから，たとえば勇en・」，2en・ju，2邑nami，

mal’6ikom，mal’6ikami，nar。dom，nar・dami＿などを許容するが，同じパラディグ

マに属するのはこのうちたとえば乞en・j，勇en・ju，2邑namiであり，このパラディグ

マはすでに述べたように同一の（名詞の）タイプに属している．格形成文脈は判別

的文脈の一部であるから，これに許容されるd・v・len2en・j「妻（単数）に満足であ

る」，d・v・1en2en・ju「妻（単数）に満足である」，d・v・len2己nami「妻（複数）に満足で

ある」はいずれも判別的な句である．

　これに対してたとえば（d・v・lensv・ej，〈）「自分の（女性単数）～で満足である」，

（dov・1ensv・imi，〈）「自分の（複数）～で満足である」は同じタイプに属する語のす

べてを許容するわけではないから，反判別的文脈である．初めの文脈は2en・jと

乞en・juの両方を許容するが，2るnamiは許容しない．一方二番目の文脈は2己namiは

許容するが，2en・jも2en・juも許容しない．このことから，反判別的な句の集合

の上では，勇en。j⇒2enojuかつ2enoju⇒2en。jであるが，茗en・j⇒2るnamiあるい

は茗壱nami⇒2en・jも，2en・ju⇒2芭namiあるいは2邑nami⇒2en・juも成り立たない．

したがって2en・jと2en・juは同じ下位カテゴリーに属するが，26namiと2en・jま

たは2en・juとは同じ下位カテゴリーに属さないことになる．

　このようにして主格以外の格にっいては，下位カテゴリーが区別される．これ

は例から明らかなように，ロシア語では実は数のカテゴリーである．主格につい

ては二っの独立した格が認められる．すなわち，さきに述べたように，文脈（〈，

idるt）と（〈，idut）および（v・t，〈）のばあいを考えれば，（v・t，〈）の方が他の二っの文
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脈より容量が大きい．これが単数主格の名詞も，複数主格の名詞も許容するのに

対して，他の二っはその一方しか許容しないからである．したがって（〈，id翻⇒

（V。t，〈），（〈，idUt）⇒（V・t，〈）．そうするとさきに述べた制限によって（V・t，〈）は格

形成文脈ではないことになるから，文脈（〈，id§t）と（〈，idut）の許容する語は，別

の格とみなさなければならなくなる．これを第一主格と第二主格とすれば，カテ

ゴリー束はたとえば次のようになる．

（男性・活動体，単数，第一主格）

（男性，活動体，単数，第二主格）

（男性，活動体，単数，生格）

（男性，活動体，複数，第一主格）

（男性，活動体，複数，第二主格）

（男性，活動体，複数，生格）

mal，dk

欠如

ma1，6ika

欠如

mal，こiki

mal，6ikov

　これは明らかに，前に述べたカテゴリー束の等質性をもたない．もし第一主格

と第二主格を合併して一つの格，すなわち主格とし，この節で述べた手続きによっ

てたとえばmar6ikとma驚ikiとを下位カテゴリーとして分離すれば，カテゴリー

束の等質性を得ることができる．したがって格形成文脈によって作られる格のカ

テゴリーについては，最小限の合併がありうると考えなければならなくなる、少

なくともレヴジンは，そう考えているようである［RMl47－148］．

　§151ポーランド語のばあい，ロシア語の文脈（v・t，〈）のように，単数主格と複

数主格を同時に許容する文脈に当たるものはない．しかしたとえば文脈（〈，cztajcie！）

「～，読みなさい（複数）」は複数主格を許容する（Gdzie　pracuj争，〈）「～はどこで働い

ているか（複数）」のような文脈と同じ語を許容する．一方文脈（〈，cztaj）「～，読み

なさい（単数）」が許容するものは単数主格を許容する文脈（Gdzie　pracuj撃，〈）「～は

どこで働いているか」が許容するものとは異なっている．単数のばあい呼格形を

もつものがあるからである．したがってもし文脈（Gdzie　pr㏄吻，〈）と（〈，czt司ciさ！）

とが同じ格を許容すると考えれば，前に述べたようなカテゴリー束の等質性が失

われる．したがってこれらは異なる格を表していると考える必要があるというこ

とになる．呼格である．レヴジンによれば，このタイプに属するのは，セルビア

語，スロヴェニア語，上部ソルブ語などであるという［RM151］．

　一方チェコ語のばあいには，ポーランド語と同じように呼格を設定する必要が

あることに加えて，たとえば文脈（〈，pr・sf）「～が頼む」のようなばあいには，単数

主格も複数主格も許容されるということがある．しかし他方では文脈（Gde　pracuje，
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〈）「～はどこで働いているか（単数）」と（Gde　pracujf，〈）「～はどこで働いているか

（複数）」のように，単数主格のみ，あるいは複数主格のみを許容するものがあるか

ら，（Gde　pracuje，〈⇔（〈，prosi）），（Gde　pracujf，〈）⇒（〈，prosf）となり，（八，prosf）は

格形成文脈ではないことになる．これはpr・sfが同音異義であることに起因してい

るが，このようなことは一群の動詞に起こるから，いま述べたような手続きは無

視することができないであろう．この点においてチェコ語はポーランド語と異なっ

ている．

　このように形式的類型論の方法を用いれば，どのような点において一つの言語

の構造が他のものと異なっているかを，精密に知ることができる．

ま　と　め

　§152以上にみてきたのは，著者が理解するかぎりの，主として形式類型学の

基本的な言語モデルである．ここに挙げたように，品詞，性，数，その他の文法

的なカテゴリーを形式的に表す方法を通じて，具体的な言語の間の相違を明らか

にすれば，それらの言語の類型的特徴が明らかになると思われるが，これについ

ては述べない．しかしこのような初歩的なものであっても，理想的な類型と現実

の言語との関係が，かなり入り組んだものであることは明らかになったと思われ

る．さまざまな類型が，具体的な言語のある部分に局在するという形で，混ざり

合っているのである．今後は理想的な類型と現実の言語との関係をどう形式的に

表現すればよいのかという，客観的に妥当なクリテリアを考える必要があると思

われる．これが形式的類型学の概念的な理解に役立てば，幸せである．また形式

的類型学と内容的類型学の関係であるが，これまで述べてきたように，伝統的な

類型学から内容的類型学が分離するにともない，残された言語による思想の表現

技法の問題は，構造言語学の精密化とともに，その取り扱いが精密化して，形式

的類型学を生み出していったと考えられる．これらの二つの類型学が今後どうなっ

ていくのか，ますます乖離していくのか，それとも統合していくのかについては，

何ともいえない．個人的には後者の道に期待したいと思う．

　クリモフは両者は原理的に異なるものであるとして，統合には否定的である．

たとえば対格言語に属するものには，屈折語も膠着語も孤立語もあって，両者の

分類は交錯しているから，「＿，言語の類型学的なクラスを内容的類型学の基準

と形式的な次元の基準との統合に基づいて分類しようとする，時にみられる試み

は，有益ではなかろう」［KP　B51というのである．しかし形式的類型学の目指すも

のを，屈折語，膠着語のような分類に局限する必要は，まったくないと思われる．
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もしも両者の統合が行われるとすれば，その方向は，おそらくは形式的類型学が

内容的類型学に従属し，内容的類型学の記述を精密化するという方向で実現され

るであろう．
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比較言語学と類型学

　§1531984年に発表されたガムクレリゼ（raMKpeπ叩3e，TaMa3Ba∬epHaH。B四Ig2g．）

とイヴァーノフ（MBaH。B，B刑ecπaB　BceB。π。八。B四192g．）の『印欧語と印欧人』は，印

欧語比較言語学に類型学の成果を取り入れようとしたきわめて野心的な試みであ

り，その結果の評価は別にしても，きわめて注目すべきものであることは疑いな

い．以下にその概要を略述し，著者たちが類型学の成果をどのような形で取り入

れようとしたかを，主として原理的な観点からみてみたいと思う．

　すでによく知られているように，比較言語学は起源を同じくする諸言語を比較

することによって，具体的な諸言語が分化する以前の共通の祖語の姿を理論的に

措定し，これによって逆に歴史的な諸段階における言語の現象を説明しようとす

るものである．したがってこれは広い意味での歴史的な研究であるが，比較言語

学が起源を同じくする親近諸言語の全体を対象にし，大部分は文献によっては直

接検証のできない時代の言語の姿を論じるのに対して，伝存している文献によっ

て知ることのできる，具体的な一つの言語の発達の道筋にっいては，歴史文法と

いう名のもとに行われることが多い．

　このように直接検証できない時代の状態を知ることが原理的に可能であるとい

う認識に人が到達したのは，何よりも言語，とくに音韻の変化の仕方が規則的で

あるという前提によってであった．この考えは，19世紀のおよそ70年代以降に主

としてドイツを中心にして輩出した，ヨハネス・シュミット（Schmidt，J・hannes1843－

1901），アウグスト・レスキーン（Leskien，August1840－1916），ベルトルド・デルブリュッ

ク（DelbrUck，Berth・ld1842－1922），ヘルマン・オストホーフ（Osth。旺，Hemam1847－lgO9），

カール・ブルックマン（Brugmann，Karl1849－1919）のような，いわゆる青年文法学派

の人々が徹底させたことは，よく知られている．しかしそれ以前にも，音韻の変

化が規則的であるという考えは，たとえばトムセン（Th。msen，V皿helmL．p，1842－lg27）

によって「近世比較言語学の第一期の頂点を示すとともに，またその終結をもた

らした人」1と評されたアウグスト・シュライハー（Schleicher，August1821－1868）の考え

の基底にも存在していた．

　彼は個々の言語の比較によってこれら個別的な言語に特有な発展にかかわる現象

をはぎとっていけば，やがて共通祖語に到達すると考えた．たとえばサンスクリッ
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トのajras「野原」はギリシア語のagr・s「野原」，ラテン語のager「野原」，ゴート

語のakrs「野原」（英語のacre，多く複数acresとして「耕地」の意味）であるが，これら

を比較してみれば，ゴート語のkはもともとgであり，サンスクリットの」もそ

うである．また語末のsの前の母音はaであるが，ゴート語では脱落し，ラテン

語ではくずれてeになった．少なくともシュライハーはそう考えた．結果として

得られたagr＆sという形が，共通の祖語の形ということになったのである2．この

ような考え方の根底にあるのは，いま述べたように，音韻の変化が規則的である

から，それを遡れば，やがて祖語に到達するという信仰であったが，それには第

一にどの現象が後代のものであるかを，決定できなければならないはずである．

第二にこの考えは，ほとんどの語族において祖語に至る文献が存在しないことに

よって，事実上不可能であり，研究者の恣意を取り除くことはできない．

　しかしやがてもし共通祖語のある音韻が言語ごとに規則的な変化を蒙るとする

ならば，それは言語ごとにつねに一定の対応をしているはずだという，認識が生

まれてきた．いわゆる音韻対応である．もしそうとするならば，この対応の個々

の項のすべてに変化する可能性のある音韻を，理論的に祖語の音韻であると措定

すればよいということになる．比較言語学はこのような音韻対応の上に著しい発

達を遂げることになった．その華々しい進歩の光に幻惑されて，当時は意識され

なかったが，この「理論的に個々の下位言語の音韻に替わることが可能な音韻」

という考え方には，この音韻が一義的に定まる，という保証はないはずであった．

少なくとも理論的にはいくつかの可能性があり，したがってここで措定された音

韻の体系はあくまで理論的に可能なものの一つにすぎなかったのである．

　§154比較言語学が発達するにつれて，青年文法学派に代表されるそれまでの

研究は，言語の個々の要素を研究の対象にするにすぎないのではないかという反

省が生まれてきた．これは20世紀を特徴づける構造主義のもたらしたものでも

あったが，青年文法学派の中にも，すでにその萌芽が認められた．たとえばデル

ブリュックは，その著『印欧語研究序説』ヒおいて，次のように述べている．「さ

らにシュライハーよりも大きい程度に，我々が意識しているのは，完成した印欧

屈折語がその背後に長い発展の道程をもっており，したがって我々が再構成した

多くの語の一っが，起源的に他の語よりも古いものか新しいものか知ることがで

きないということである．すでに1872年にシュミットがこの考えを明確に表して

いる．我々が作成した印欧語の文は，ウルフィラ（W拙且la　ca．310－383）の言語，タチ

アノス（Tatian・s2世紀後半）の言語およびルッター（Luther，Martin　l483－1546）の言語の
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単語が並んでいる聖書の詩篇のようにみえる可能性がある，というのである．し

かしまったく明らかなように，アナクロニズムは個々の語の内部でも起こりうる．

語の中に現れる異なる音声は，異なった早さで発達する可能性があるから，再構

築するときに，すべてが必ずしも相互に同時に存在してはいない音声の発展段階

を併置する可能性があるからである」3．

　これは比較方法の限界といわれているものである．この問題を解決するには，

体系を考える必要があった．その先鞭をつけたのは，弱冠十九歳のフェルディナ

ン・ド・ソシュール（Saussure，Ferdlnandde1857－1913）であった．彼は論文「印欧諸語に

おける母音の初原的体系についての覚書」4において，印欧語の形態論にみられる

いわゆる母音交替を手がかりにして，印欧祖語にはどの下位言語にも伝存してい

ない音韻が，かつて存在していたと考える必要のあることを，主張した．このよ

うな考えは，当時の比較言語学の水準を越えたものであったところから，学界の

容れるところにはならなかった．一方1906年ヴィンクラー（WinMer，Hug・1863－1gl3）

に率いられたドイツの探検隊が，トルコのアンカラの近くにあり，ヒッタイト帝

国の首都ハッツサスにあたる，現在のボガズキョイ（B。gazk6y）において，樫形文字

の記された大量の粘土板を発見した．そこに書かれている言語の一つがチェコの東

洋学者フロズニー（Hr。z呼，Bedfich　l87g－1952）によって解読され，印欧語に属するも

のであることが明らかにされたのは，ようやく1917年のことであった．1927年に

至って，ポーランドのクリヲヴィッチ（Kury｝。wicz，Jerzyl895－1978）がソシュールの

主張していた未知の音韻の存在する場所に，ヒッタイト語が互をもっていること

を述べるに及んで，ソシュールの「覚書」が，はじめてその真価を認められるこ

とになった5．ソシュールはその後重892年の印欧語の無声有気音に関する論文を除

けば6，再び比較文法に手を染めることはなかったが，彼が『一般言語学講義』に

よって構造主義言語学の鼻祖となったのは，故のないことではないと，思われる．

　このように印欧語比較文法は20世紀の30年代以降，構造的な取り扱いを導入

してくるが，それにもかかわらず，祖語における音韻の措定の大枠については，

原則として変化はなかった．

　§155ガムクレリゼとイヴァーノフの試みは，主として内容的類型学の結果の

比較文法への応用であるが，すでに述べたように，内容類型学の教えるところに

よれば，言語の諸現象は，その言語が属しているところの，主語・述語・目的語

関係に基づく類型に従って階層的に規定されている，ということであった．とこ

ろが本書においても，内容的類型学の項において音韻のレヴェルについては触れ
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ていないように，音韻のレヴェルが言語の類型とどうかかわっているのかは，未

だはっきりしていないのが現状であると思われる．たとえばすでに述べたように，

スラヴ諸語，とくにロシア語は，対格言語でありながら，主語と述語の関係を弱

め，述語の相対的独立性を高めようとしていると考えられるが，そのことと，ス

ラヴ諸語，とくにロシア語において，なぜいわゆる硬音と軟音，すなわち非口蓋

音と口蓋音の対立が顕著な形で存在しているのかは，現在のところ説明されてい

ないように思われる．

　したがって，少なくとも現在のところ，音韻のレヴェルに関しては，音韻体系

の中の音韻相互の関係のあり方，その実現の一般的な可能性の問題に，研究が局

限されているのが，現状であると思われる．これは従来前にも述べたように，い

わゆるランゲージ・ユニヴァーサルの問題として扱われているものである。クリモ

フ（K朋M。B，re。pr励AHApeeB四1928一）は比較言語学と類型学との関連について，次

のようにいっている．

　　とくに文法構造の分野において再構成の妥当性をチェックする可能性は，最近の

　類型学の成果と関連して，著しく増大した．普遍的な含意の形で措定された言語体

　系の諸事実が，構造的にたがいに規定しあっているという法則性によって，あれこ

　れの再構成が可能であるか，または不可能であるかを示すことができる．もちろん，

　ある再構成が類型学的に容認できるということだけでは，まだその正しさを証明す

　ることにはならない．しかしそれが類型学的に不可能であるということは，それだ

　けでそれが誤っているという，十分な証明になる．具体的な複数の再構成の，構造

　的な蓋然性の研究は，比較する資料の解釈がいくつか可能であるような条件のもと

　では，とくに重要である7．

　ガムタレリゼらの研究も・基本的にはこのクリモフの発言に沿っていると思わ

れる．彼らは比較言語学と類型学との相関について，比較によって得られた結果

である，理論的な祖語の形が，現実に存在していた言語に近いかどうかは，それ

がどれだけ類型学的な条件を満たしているかに依存していると考えているようで

ある．

　　言語研究の一定の方法によって，原則として共通の原初の言語の体系を反映して

　いなくてはならない初原的な諸言語モデルを再建する際に生じるのは，得られた再

　建が現実的であるかどうか，与えられたグループの親近諸方言の初原的な体系と考

　えられる，空間と時間の中に存在していた言語体系に，それ．がどの程度対応してい

　るか，という問題である．

　　得られた再建が現実的なものであるという命題の採用によって，比較・起源的言

　語研究のすべての方法的諸原理，とりわけそれらが言語類型学およびランゲージ・
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　ユニヴァーサルの諸原理と密接に関連していること，が決定される．この意味で起

　源的（比較・史的）言語学，すなわち言語の諸グループ問の親近関係を措定し，それら

　の初原的なモデルを与える言語学は，原則として構造的・類型学的な言語学および

　ランゲージ・ユニヴァーサルの言語学とともに一つの学問を構成しているのである

　［G＆11LXXXll．

　上述したことと関連して，ガムクレリゼらが「言語類型学およびランゲージ・

ユニヴァーサル」というように，言語類型学とランゲージ・ユニヴァーサルを並

立させていることは，上述したことを考え合わせれば，興味深い．言語のすべて

のレヴェルが，まだ内容的類型学の中に組み込まれていないからである．

　§156　一般に同一の対象について，それが示す種々の現象を説明する理論は，

ア・プリオリにただ一つしか存在しないというわけではない．複数の理論が存在

する可能性がある．そのとき，これらの理論そのものを対象にしてそのうちのど

れが優っているかを論じるのは，メタ理論といわれる．たとえばすでに触れたよ

うに，イェルムスレウ（Hjelmslev，L。u圭sTr。He1899－1965）はそのような基準として「経

験則」empiricalphnciplesというものを挙げ，「無矛盾性」sdfconsistency，「網羅性」

exhaustivenessおよび「単純性」simpllcityを挙げている8．これらの原則に最もよく

適合するのが，最も優れた理論であるというのである．ガムクレリゼらがあげて

いる，類型学の諸原理というのは，このような意味でのメタ理論的な基準である

と思われる．

　ガムクレリゼらは・ここで用いられる類型学的な基準は共時的なものだけでは

なく，通時的なものも含まれるという、

　　ランゲージ・ユニヴァーサルと矛盾する言語学的な再建は，当然，歴史的に存在

　した言語体系を現実に反映していると主張することはできない．しかし再建される

　諸体系が共時的なランゲージ・ユニヴァーサルに対応していたとしても，それはこ

　れらの再建が現実性をもち，親近諸言語にとって初原的なものであると仮定される，

　具体的な言語体系がその中に反映していると主張するには，十分な根拠とはなりえ

　ない．このばあい不可欠の条件になるのは，再建された諸モデルが通時的な類型学

　的データ，（すなわち）個々の言語の歴史の具体的な諸事実の研究によって措定された

　一定の言語体系の，時間における変化の一般的な図式にも対応していることである

　［G＆II　LXXXII］．

　§157ガムクレリゼおよびイヴァーノフの研究『印欧語と印欧人』全2冊の中

の第1部は，このように類型学の研究によって得られた成果をもって，印欧語比
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較文法を再検討してみようという目論見にあてられている．第2部は，第1部の

結果に基づいて再構成された印欧語の語彙から，原始印欧人の自然，文化その他

の生活環境を再構成しようとする．まことに気宇壮大な試みというべきである．

　この入門書の著者は，もとより比較文法を専門とするものではないから，ここ

で専門的立場からこの書物に対する，何らかの評価を与えようとするものではな

い．これまで述べてきた類型学の応用の一つとして取り上げようとするにすぎない．

　ところで，印欧語にかぎらず，比較文法の最も基礎となるのは，何よりも音韻

対応に基づく祖語の音韻体系の再構築である．ここから出発して次に語根の構造，

語の構造，形態論というように議論は進められるが，彼らの著書を通読すると，

その説くところには，いくつかの特徴が認められる．まず，音韻に関する部分と

原印欧語の形態論ないし構造に関する部分との取り扱いが，大きく異なっている

ことである．これは大まかにいって・内容的類型学の進展の現状と対応している

ように思われる．すなわち，音韻のレヴェルにおいては，ガムクレリゼらはラン

ゲージ・ユニヴァーサルの規範を援用して，従来措定されてきた祖語の音韻体系

に，たとえば有気音の対立の中では無徴的な項であるはずの，無声音が欠けてい

ることはありえないこと，あるいはあとで述べるように，有声無気音の中では最

も無徴的であると考えられる・＊bの音韻をもつ語がきわめて少ないことなどから・

従来の体系は，現実性に乏しいとしている．このことから明らかなように，音韻

のレヴェルにおいては，著者らは類型論あるいはランゲージ・ユニヴァーサルの

成果を比較文法に応用しようとしている．その当否は別にして，本書で最も生彩

あふれる部分である．

　しかし形態論のレヴェルになると，著者らは一転して印欧語が本来活格言語で

あったという前提から，印欧祖語についてこれまで得られた結果をこれと結びっ

けようとしているかにみえる．音韻に関する部分がいわば帰納的であるのに対し，

形態論を扱った部分は，演繹的であるような印象を受ける．すでに第一部の内容

的類型学の項において，活格言語が必ず能格言語類型を経なければ，対格言語に

はならないということはなく，活格言語類型が直接対格言語類型に発展するばあ

いもあり，この意味で活格言語類型と能格言語類型とは，いわば平行的に存在す

る言語類型であるというのが，現在の考え方の主流であることを述べた．印欧語

のばあい，果たしてどうであったのか，という議論は，上述のような結論を得る

過程で，さまざまに行われ，印欧語は活格言語から直接に対格言語に発展したと

いうのが，現在の一応の結論となっているようにみえる．しかし印欧語に関する

このような学説的な発展を，いわば既知のものとして前提し，論を進めようとす
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るのは，たとえ体系性を重んじるためであるとしても，いささか不親切のそしり

を免れることは，できないであろう．それは引いてはガムクレリゼらの所説に対

して，無用の疑いを生じさせることになるかもしれないからである．しかしこれ

にっいては，形態論の項に委ねることにし，ここではこれ以上立ち入ることはし

ない．

音韻体系一印欧語の破裂音

　§158以上のような考えから，従来採用されている印欧祖語の破裂音の体系を

みれば，共時的な類型学の点で問題があると，ガムクレリゼらは指摘する．従来

の破裂音の体系とは，よく知られているように，次のようなものである．

1
切
d
g
W

　
（
　
　

9

n
bh

dh

gh

gWh

皿
p
t
k
ド

　すなわち有声無気音，有声有気音および無声無気音の三つの系列と，調音部位

による，唇音，歯音，喉音，喉唇音の四類である．このうち喉唇音labi・一velaresと

いわれるのは，調音部位というよりは，二重調音による音類である．しかし以前

からbの音韻の例はきわめて少ないことが指摘されていた．ガムクレリゼらも，

この音韻をもつことが疑いない例はほとんど存在していないと述べている［G＆II

6コ．

　同書によればすでにペデルセン（Pedersen，H・1gerl867－1953）が，dおよびgをもち

ながらbを欠く言語がほとんどないこと，およびtとkを持ちながらpを欠く言

語は多くみられることから，従来の1系列と皿系列を入れ換えることを提唱し

たといわれる．ペデルセンはその際に，彼が提唱した体系は「前印欧語期」v・一

nnd・europ翫ischに存在したものであって，印欧語共通語期Gemeinindoeur・paischをこ

はすでに従来の体系に変化したと主張しているとのことである〔G細7］．

　すなわち，ペデルセンの説は，従来の1系列と皿系列を入れ替えた，前印欧語

期の体系を考え，この体系の1系列とnl系列とが入れ替わって，印欧語共通語期

の音韻体系ができたと考えたわけである．
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　しかしこの仮説は前印欧語期の体系から，従来認められている体系，彼の用語

でいえば印欧語共通語期の体系に，どのようにして変化したかを説明することが

困難であること，言い換えればこの変化が通時的な類型学の規範に合致しないこ

と，並びに印欧語共通語期の体系を従来のまま認めたことによって，結果的に理

論としての新味がなく，したがって学界の承認を得ることができなかったという．

言い換えれば，従来の体系は共時的な類型学の規範には合致しない点をもっては

いたが，通時的な類型学の規範は満たしていた．ペデルセンの説は共時的な類型

学の規範に合わせようとして，通時的な規範から逸脱することになったのである．

　§159ガムクレリゼらによれば，グリーンバーグ（Greenberg，J・sephH田・ld1915一），

メリキシヴィリ（MeπH晦皿BH朋，n．n），キャンベル（GampbeH，L．）などの研究によっ

て9，有声音と無声音が対立する破裂音の体系においては，有声音の中で喉音gが

有徴的な項であり，唇音bが無徴的な項であるのに対し，無声音のばあいには逆

に唇音pが有徴的な項であり，喉音kが無徴的な項であることが，明らかになっ

ているという［G＆II　g－10］．また系列としては，最も無徴的なのが無声無気音であ

り，無声有気音，無声声門閉鎖音の順に有徴性が高くなるという［G＆II11］．

　この二つを合わせれば，最も有徴性の高いのは唇音の無声声門閉鎖音p’である

ということになる．

　類型学的な観点からの従来の体系のもう一つの問題点は，ヤコブソン（撫。6。。H，

p。MaH　OcH∬・B四18964982）が指摘しているように［G＆II　l1］10，無声有気音がないの

に有声有気音が措定されていることである．有声有気音が存在して無声有気音を

もたないような言語は存在しないというのである．

　このような共時的類型学の結果と，従来の体系のbにあたる音韻をもつ確実な

例がみられないこととを考え合わせて，ガムクレリゼらは，系列1を無声声門閉鎖

音，系列Hを有声有気音，系列皿を無声有気音とする体系を提案している［G＆II

l5］．すなわち，

　　　　　　　　　　　　I　　　　　II　　　　　皿
　　　　　　　　　　　　（P7）　　　　　bh　　　　　　ph

　　　　　　　　　　　　t7　　　　dh　　　　th

　　　　　　　　　　　　K，　　　Gh　　　　Kh

　ここで大文字で表しているものは，喉音と喉唇音の両方を表している．これは

喉音と喉唇音の区別が，地域的なものにすぎないと判断されているためであるら

しい．このばあい，有声有気音あるいは無声有気音に対応する無徴項である，有
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声無気音と無声無気音が欠如している．ガムクレリゼらによればH系列と皿系列

は有気，無気の対立ではなく，有声無声の対立であるから，有気，無気は非弁別

的な特徴であるということになる．すなわちH系列の有気成分は有声の破裂にと

もなう，一種の有声の「ささやき声」murmured　releaseであると考えるのである．

同じように皿系列の有気音も，附随的，非弁別的なものであると考える．そうす

れば，印欧祖語においては有気，無気の対立は，位置による変異飢・ph・neにすぎ

ないことになる．

　以上を総合すれば，印欧祖語の破裂音の体系は，結果として次のようになる

［G＆H14－16］．

　　　　　　　　　　　　I　　　　　II　　　　　皿
　　　　　　　　　　　　（P，）　　　　bh／b　　　　ph／P

　　　　　　　　　　　　t’　　dh／d　　th／t
　　　　　　　　　　　　K，　　　Gh／G　　　Kh／K

　ガムクレリゼらによれば，ジュクワqucqu・is，G．）は印欧語の語根における破裂

音の系列ごとの出現頻度を，次のようにしているという．

　　　　　　　　　　　　1　系列　　　　6．2％
　　　　　　　　　　　　II　系列　　　　8．9％

　　　　　　　　　　　　皿　系列　　　　17，7％

　もし1系列を有声無気音であるとすれば，これに対する有徴的な項は有声有気

音であるから，1系列の方がII系列よりも出現頻度が多くなければならない．し

たがって1系列を声門閉鎖音とする，ガムクレリゼらの仮定は，ジュクワの結果

とも一致することになる［G＆II14］11．

　§160　このような体系は，「声門説」gl。ttal　the・ryと呼ばれているらしい．ガム

クレリゼは1987年に『言語学の諸問題』誌上に発表された論文，「声門説，印欧

語比較言語学における新たなパラダイム」12において，自己の体系を大文字で始ま

る「声門説」h・TTa恥HaH　Te・PHHとして言及している．この説がこのような名称

をもって呼ばれるようになったのについては，この体系において措定された声門

閉鎖音の系列の存在が，強烈な印象を与えるためであるとみて，ほとんど間違い

がないと思われる．この強烈な印象から，この体系に対する反発が生じるのも，

また予期されるところである．事実，上述のガムクレリゼの論文は，このような

批判に対する彼の反論となっている．

　彼によれば，その中の基本的なものは，原理に関するものであり，これが「比
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較言語学的再構成」ではなくて，「類型学的再構成」であるとするものであると

いう．これに対して，ガムクレリゼは，「原理的に比較あるいは内的比較による再

構成に対立するような類型学的再構成なる手続きは存在しない」Bとし，「どのよ

うな言語の再構成も，比較の資料に基づかなければならない」と主張する．そし

て「．．．＿同時に比較及び内的比較による再構成に基づいて措定することを得た言

語体系は，（共時においても，また通時においても）類型学的な蓋然性を考慮しなけれ

ばならない．別言すれば，比較による再構成は，類型学およびランゲージ・ユニ

ヴァーサルと手を携えていかなければならないのである．．．．…したがって通時言

語学において我々が語らなければならないのは，若干の場合に，祖語の諸モデル

の内的比較による再構成によって補足される，比較言語学的な再構成に尽きるの

である．一方類型学とランゲージ・ユニヴァーサルとは，実はあれこれの再構成

の妥当性を検証するクリテリアにすぎない」14と述べている．

　これに対して従来の体系にっいては，彼は次のような評価を与えている．

　　印欧語の破裂音の初原的な体系を，従来示されていたような形で，最初から措定

　するべきではないと，我々には思われる．このようなモデルが，当時模範とみなさ

　れていた古代インド語の体系の影響下に，また比較言語学の創始者たちに再構成の

　厳密な方法論が欠けていたことと関連して，純粋に歴史的な偶然によって条件づけ

　られていたからである15．

　このような，いわば「サンスクリット中心主義」は，印欧語比較文法の成立そ

のものの中に存在していたことは，疑いのないことでもあり，また無理からぬこ

とでもあったと思われる．サンスクリットの破裂音の体系が，もっとも印欧祖語

の体系をよく継承しているものとみなされてきたのも，この意味では，当然の論

理的帰結であったろう．

　しかし一方たとえそうであったにしても，比較文法のそもそものはじめから見

慣れ，操作の対象としてきた語の形が，大幅な変更を迫られるというのは，感覚

的に耐え難い思いをすることも，また事実であろう．ガムクレリゼらの体系に対

する反発の底流には，このような思いが伏在しているように，思われてならない．

　§161「声門説」に対する第二の反論として，この体系には声門閉鎖をともなう

歯擦音が存在しないというものがあるという．これに対してガムクレリゼは，ラ

ンゲージ・ユニヴァーサルによる論理的包含関係は，次のような形をもつという．

すなわち，「もし声門閉鎖をともなう破裂音をもつ言語が，同時に歯擦音をもって

いるならば，歯擦音の系列の一っは，声門閉鎖もともなう」．したがって声門閉鎖
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をともなう破裂音の存在は，必ずしも歯擦音の存在を予定しないことになるとい

うのである16．

　＊bの音韻をもつ語形がきわめて少ないことと関連して，たとえばハイダー（Ha玉dα，

H．）のように，この音韻の所属する系列を有声の内破裂音と考えようとする試みも

現れたという17．ガムクレリゼはこれに対して，グリーンバーグが1970年に示し

たように，有声内破裂音の系列においては，有声無気音の系列と同じように，無

徴的な項は唇音であり，有徴的な項は喉音であるから，問題の解決にならないの

みならず，通時的に下位言語において有声無気音を導出することが困難であると

している18．

　ネロズナク（Hep。3HaK，B凪AHMHp　HeTp。B四1939⇒によれば19，このような「声門

説」は，ガムクレリゼとイヴァーノフとは独立に，アメリカの若い印欧語学者ホッ

パー（H・PPer，PaulJ．1939一）20，およびメイエ（Me皿1et，Ant・ine　l866－1936）の弟子のフラン

スのオドリクル（Haudric。urt，Andr6Ge。rges　lgll⇒21によって唱えられた．これを支持

したのは，マイヤホファー（Mayerh・£er，Ma面edl926⇒22，レーマン（Lehmann，Winfred

Phmp1916一）23，ポロメ（P・1・m6，Edg6rG，1920一），マルティネ（Martinet，Andr61908一）など

であるという［G＆II　l5－16］．またボンハード（B。mhard，Alan　R．）は「声門説は今世紀

において印欧語比較音声学に最も著しい寄与をなした．これにただ一つ比肩しうる

ラリンガル理論は，前世紀の90年代に創始されたものである」とし24，ノルミー

ル（N。mier，R．）25も同じくこれに高い評価を与えているという26．

　このように，いわゆる「声門説」はさまざまな反発にもかかわらず，徐々に同

調者を増加させつつあると，いえるようである．

　これに対して著名な印欧語比較言語学者のセメレーニイ（Szemer6頗，Oswald1913一）

は，＊bは確かに語頭に現れることはほとんどないが，語中では，たとえばラテン

語のhbricush・，ゴート語のdiupsのようにしばしば現れるとして，従来の体系を

擁護しているという27．

　ガムクレリゼは「声門説」をトーマス・クーン（Kuhn，Th・mas　Samud　l922一）の意味

でのパラダイムの変更を意味するものであるとしている28．確かに「声門説」を

採用することによって，共時的な体系のみならず，通時的な下位言語への導出の

仕方が変更され，たとえばグリム（Ghmm，Jac・b　l785－1863）の法則のように，必要の

ない法則ができてくるが，これをもってしてクーンの意味でのパラダイムの変更

といいうるかどうかについては，疑問の余地があろう．むしろ内容的類型学の成

立こそが，パラダイムの変更を迫るものではないだろうか．
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　§162　このことによって，これまでその存在は知られていたものの，なぜそう

なるかという理由がはっきりしなかったものに，説明が与えられることになる．た

とえば印欧祖語の語根の音韻的構造について，メイエはいくつかの制限があるこ

とを述べている．その一つは，語根が有声無気音で始まり，有声無気音で終わる

ことはない，すなわちDe（R）Dのようなタイプの語根は存在しないというもので

ある29．

　たとえば＊bheudh一あるいは＊gwendh一のような語根はあるが，サンスクリット

のgadati「彼は言う」のように，＊ged一を予想させるようなものは，サンスクリッ

ト以外にははっきりとした例がない，というのである．これがなぜであるのかは，

従来の説では説明できないが，これをガムクレリゼらに従ってT，eT，一のような二

つの声門閉鎖音であると考えれば，このような語根が存在しにくいことは，音声

的に発音がむずかしいことによって，説明することができる．

　一方，メイエの指摘する第二の法則は，有声有気音で始まり，無声（無気）音で

終わる語根，およびその逆の順序をもつ語根は存在しない，すなわち，Dhe（R）T

またはTe（R）Dhのような形をした語根は存在しない，というものである．

　これはさきに述べた声門閉鎖音の並立のばあいとは異なって，音声的に説明す

ることがむずかしい．ガムクレリゼらはしたがってこれを印欧語の古い時代に生じ

た音声の同化によるものではないかとしている．その間接的な証拠として，彼は

T［h】e（R）T［hlあるいはDEh】e（R）D［h］の形をした語根の出現頻度が，それ以外の形をし

た語根よりも大きいことを挙げている［G＆II201．すなわち，かつてのT［h】e（R）T［h】

あるいはD［h］e（R）D［hlの形の語根と，T［h】e（R）D［h】あるいはD［h】e（R）T［h】の形をした

語根とが，ここに合流しているとするのである．しかしこれはあくまで推定にす

ぎず，現在のところ証明のできないことであるといわねばならない．

　§163　また印欧語にはより一般的に，同一の破裂音が，同一語根内に並立する

ことはない，という規則が知られている．たとえばバンヴニスト（Benven圭ste，亘m皿e

lgO2－1976）は，印欧語の語根の構造について，有声有気音と無声音を同時に含むば

あいを除いて，それ以外の子音の同一語根内部の組み合わせは可能であると述べ

ているが，それと同時に，同じ子音を含むばあいはこれから除外される，として

いる30．ガムクレリゼらはこれを，同一の調音位置をもっ音韻が同一語根内に並列

しないという，より一般的な規則の特殊なばあいであるとしている［G＆II　l8］．し

かしこのより一般的な規則にっいては，それがどういう理由によるのか，説明の

必要があると思われる．ただし彼は「この法則は唇音，歯音，喉唇音の系列の破
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裂音を含む印欧語の語根の分析に基づいて導かれたものである」［G紐96］と述べ，

これが一種の経験則にすぎないことを示している．

　しかしこの規則には例外があって，喉音のみは同一語根の中に並立できる．

　たとえば，従来の体系による表記では，

　　＊gei倉一：Arm．kc－anem「突く」，Lit．幽ti「酸敗する」，gai2hs「苦い」，

　　　g説ti「苦くなる」，Alb．醗iz6「チーズ」，0、Ir。g6r「辛い，酸い」

　　＊ka良一：Av．kasu一「小さい」，Lit．（nu）㎏菖6ti「弱まる」，Germ，hager「痩せた」

　　＊盆k－l　Skr．6akn6ti「助ける」，Av．saるaiti「できる」

　　＊怠a玉g一：Arm．jalk「枝」，Lit．2alga「長い竿」，G・t．galga「竿」

　　＊愈engh一＝Skr．j葡gha「躁」，Av．zanga一「足の骨」，G・t．gaggan「行く」，

　　　Lit．2engi直r行く」

　彼は本書の中で別項目を立て，印欧語比較言語学ではよく知られている喉唇音

1abi・一velarと口蓋化喉音の区別について，両者は喉音に二次的な特徴が加わったに

すぎないとしているが，同時にこれらの例外をみれば，明らかにここに現れてい

る喉音は喉唇音と口蓋化喉音の組み合わせになっている．彼はここから喉唇音と

口蓋化喉音とは，調音位置の異なる音韻系列であると考えなければならないとし

ている［G＆ng7］．

　以上のような留保をつけたとしても，もしもこのような一般法則が成り立つと

すれば，このような説明は音声学的な性質に基づくものであるから，これが妥当

するのは必ずしも一つの語根の内部に限られているわけではない，ということに

なろう．印欧語の語根は，一般的に「子音＋母音＋子音」あるいは「子音＋母音＋

ソナント＋子音」または「子音＋母音＋ソナント」の形をしているから・上述の

法則は，母音あるいはソナント，あるいは母音＋ソナントを隔てた二つの子音の

間に成立する一般的法則の局所的な現れというべきである．これを仮に「間接的

接触」と呼ぶことにする．

　§164ガムクレリゼらの体系によれば，系列∬と系列皿の子音については，有

気，無気の対立は弁別的ではなかった．もしそうとすれば，次に問題になるのはど

のような条件のもとで，有気あるいは無気の異音が現れるか，ということであろ

う．彼は基本的な異音，すなわちいわゆるarchiph・nemeは，有気音であると考え

ているようである［G＆II21］．その理由として彼が挙げているのは，印欧語の再構

成された語根の，音声的に独立した位置の大部分に有気音が現れるからであると

いう．しかし常識的に考えるかぎりでは，有気，無気の対立する場合，無徴的な
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のは無気音であると思われるから，この説明には疑問が残るといわざるをえない．

　それはともかくとして，彼はまず，同一語根内に系列Hの子音が並立するばあ

い，一方の子音は必ず無気の異音として実現されるという．これはともに有気音

で実現することは，声門閉鎖音ほどではないとしても，発音に際して大きなエネ

ルギーを必要とすることから，よく理解できる［G＆II22－23］．

　またもしそうとすれば，たとえばギリシア語の丁ρ占x6⊆「髪・属格」とθρ‘ξ「髪・主

格」（〈乞．e．＊drigh．）あるいはταX6⊆「早い」とθdσσωレ「早い・比較級」（d．e．＊d聖gh．）

は，＊drigh一と＊dhrigh一，あるいは＊典gh一と＊dh響gh一のように，異なった二つの語

根を措定するのではなく，＊d［h］rig［hLまたは＊d［h］導g［h］一のように，同一の語根に含

まれる同一の音韻の，「位置による異音」にかかわる現象であるとして説明できる．

　またたとえばサンスクリットのvidatham「指示」（＜＊vidh－atha一）にみられる，本

来＊vidh一であるべきものが，＊vid一の形をもっていることも，同じようにして説明

できよう．

　サンスクリットとギリシア語に共通にみられる，いわゆる語根の重複において，

語根の最初に立つ子音が有気音であるときには重複部分の子音は対応の無気音に

なるという，いわゆるグラスマン（Grassmam，Hermam　G丘nther　l80g－1877）の法則も，

本質的にはこれと同じ現象であるということになる．たとえばサンスクリット

dadhami，ギリシア語丁‘θημ「置く」（d．e，＊dh壱一），サンスクリットb化harti「彼は運

ぶ」，ギリシア語とσ一π占一φρ命α占「運び込む，閉じこめる」（く¢．e．＊bher．）31のようなば

あいである．

　§165　グラスマンの法則によれば，二つの言語にみられる有気音の無気化は，

それぞれの言語段階における平行的発展の現象であるということになる．このよ

うな見方は，祖形として，たとえば＊bher一における＊bhのように，＊bとは異なり

これと対立する，ただ一つの音韻を措定したことによる，必然的な論理的帰結だ

からである．すなわち，ギリシア語あるいはサンスクリットにおいてbhの代わり

にbが現れたとすれば，その変化は個々の言語の歴史の中に求められなければな

らないことになるからである．一方ガムクレリゼらの説に従えば，たとえば＊bh

と＊bとは印欧祖語の時期には対立する音韻ではなくて，単なる異音にすぎず，そ

れが各々の言語において音韻化したものであるということになる［G＆II23－24］．

　このばあい問題になるのは，ガムクレリゼらの体系による，＊D［hleD［h］一が，ど

のような条件のもとに＊DeDh一となり・また＊DheD一になるかを明らかにすること

であろう．彼は上に挙げた例などからも明らかなように，ギリシア語およびイン
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ド・イラン語においては，最初には無気音が，そしてあとの位置には母音あるい

はソナントの前で有気音が現れるのが基本であると考えている．DeDh一の形であ

る［G＆II22］．

　これに対してイタリア語派あるいはゲルマン諸語のばあいには，逆に＊DheD一の

形が基本であるという．

　たとえば従来の体系で＊bhe柔dh一と表される語根は，ギリシア語ではπ∈6θ・μα乙「説

得する」であって，＊be美dh一を予想させるが，ラテン語では飼6「信じる，信用する」

であって，＊b瞬d一の形に対応している．同様にして，ラテン語且ber「ビーバー」（＜

＊bhi－ber一），サンスクリットbabhr仙「赤褐色の」（＜＊be－bher一）：ラテン語且d61ia「土

鍋」（く＊bhid一），ギリシア語π6θ・g「陶器の容器」（＜＊bidh一）：ラテン語habe6「持つ」

（〈＊g始b一），サンスクリットg6bhas助「手」（〈＊gabh．）などIG＆II25－26］がある．

　よく知られているように，ラテン語は従来の体系での有声有気音を，語頭では

＊fまたは＊hによって，語中では一定の条件のあるときを除いて対応の有声無気音

によって，それぞれ表している点で，「ケントゥム語群に特徴的な状態からの重大

な逸脱」32を示している．すなわち，

　　　　　　　　　　　　I　　　　H　　　　　皿
＊bh

＊dh

＊gh

＊gwh

5
二
払
∬

　一b一

一d一（一b一）

一9一（一h一）

　一u一

　ガムクレリゼらの体系は，この問題を従来の説明よりも簡単に説明できる．語

頭では＊bh，＊曲，＊gh等の異音が，語中では＊b，＊d，＊g等の異音が，それぞれ現

れたと考えればよいからである．この点では，ガムクレリゼらの説の方が，優れ

ているといえよう．しかしそれにもかかわらず，たとえば7αx女とθdσσω〃の（す

なわちガムクレリゼ等の体系によればともに＊d［h］導g［hLに由来する）ばあいのように，同

一の言語において＊DeDh一と＊DheD一が現れる条件は，ガムクレリゼらには明らか

にされていないように思われる［G＆II231．

　§166詳しくは述べないが，系列皿に属する音韻も，上述の系列Hのばあいと

同じように説明されている．すなわち，同一語根内に二つの系列皿の子音が並列

するときには，系列■のばあいと同じように，語派によってどちらか一方が有気

音，他方が無気音として実現されるというのである．ただしゲルマン語派のばあ

い，＊T［hle（R）T［h】の形をした語根が，ともに有気音として実現される例がしばし
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ばみられる．たとえば，

　　　　　　　G・t．h6pj6「部屋」，Av．kata，OCS　k・t跡「部屋」

　　　　　　　Got．fafhu「財産」，Lat．pecus「家畜」

　　　　　　　bahan「黙っている」，Lat．tace6「黙っている」

　これらは明らかにガムクレリゼらの仮定に反している．これらの形について彼

は，たとえばサンスクリットのk丘pyati「怒る」，ホメロスの＆πoκαπ6ω「息をとめ

る」などは＊kh莫ep一に由来するが，これがゴート語のafhwapjan「消す」に対応す

るとし，また古アイスランド語且aka「（傷などが）口をあける」にリトアニア語の

pl歯u「裂く」，アルバニア語のp61c6s「裂ける」（すなわち＊ph吾lk一の形が推定される）

が対応するというように，語根のはじめに有気音，語根末に無気音が対応してい

た痕跡がみられるという．ただしこれを立証するには，例があまりにも少なすぎ

るような感じがする［G＆II29－30］．

　系列Hおよび系列皿の異音の現れ方を規定する条件の一つに，いわゆるバル

トロメイ（Barth。1。mae，Christian1855－1925）の法則というものがある．これはもともと

形態との境界において系列皿の子音に系列Hの子音が接するばあいに生じるもの

で，インド・イラン語派でDh－T＞D－Dhによって表されるものである．ギリシア

語の地域においては，これはDh－T＞T－Tとなった．たとえば＊bheudh一「目覚めて

いる」の零階梯の形＊bhudh．に＊一t・一を附加してつくられる分詞は，サンスクリッ

トで＊bhudh－t・一＞buddha一「目覚めたところの」のようになるが，ギリシア語では

＊putto一＞πuστ6⊆「識れる」となる．したがってバルトロメイの法則が，インド・

イラン語派以外に適用されるかどうかについては，懐疑的な研究者が多いようで

ある33．

　しかしこのばあいにも，ガムクレリゼらの体系によれば，D［hLT［hlがインド・

イラン語派ではD．Dhになり，ギリシア語ではT－Tになったのは，有声，無声と

いう特徴に関して前の子音に同化する，いわゆる順行性同化が起こったか，ある

いは逆に逆行性の同化が起こったかの相違以外は，異音の現れ方の違いにすぎな

いことになる．そしてこれはまた系列Hの子音同士，あるいは系列皿の子音同士

が間接接触するばあいの異音の現れ方と同じことになる．ただし系列∬の子音同

士，あるいは系列皿の子音同士の接触のばあいは，異音の現れ方は語末より語頭

の方向に，いわば逆行的に及ぽされる．たとえば＊blh］udEhLblh］is＞bhud－bhis．こ

れに対して系列Hの子音と系列皿の子音との直接接触のばあいには（間接接触はこ

のばあいすでにみたように，同一語根の内部では生じない），異音の現れ方は語根のはじ
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めまでは及ばないという．たとえば，＊b［h］udlh】一t［hL＞＊budh－th一＞buddh一のよう

になる。

　したがって，ガムクレリゼらの体系を採用すれば，バルトロメイの法則に示さ

れる現象は，インド・イラン語派にのみ生じた現象ではなく，印欧語共通基語に

おいて生じた，より一般的な法則の，特殊な現れということになる［G＆H32］．

喉音の取り扱いとケントゥム，サテム語群

　§167　さきに喉唇音と口蓋化喉音について，ガムクレリゼらがこれは基本とな

る喉音に，附加的な特徴が加わったものにすぎないとしていることを述べた．こ

のことは，基本的な，すなわち何らの附加的な特徴もついていない，いわば純粋

な喉音が存在することを，暗黙のうちに前提しているといえよう．

　ところでよく知られているように，印欧語の音韻対応をみれば，喉音の類には，

言語によって対応の仕方が異なる，二つの系列が存在している．たとえば，

　　　　　　Gr．（と）κα76レ，Lat．centum，0．Ir．c壱t，Got．hund，Toch，A．

　　　　　　kant，Skr．‘atam，Av．sat∂m，Lit．菖i魚tas，OCS　s並to「百」

に対して，

　　　Gr．769，Lat．quis，Hit．k“，Skr．ka一，Lit．kas，OCS　k廿一to，Alb．k6「誰」

のようなばあいである．第一のばあいは喉音の要素を保存するものと，s類の音に

変化しているものとがあり，また第二のばあいには，第一のばあいに喉音の要素

を保存する言語は，おおむね喉音の要素とともに唇音の要素をもつか・あるいは

唇音の要素をもっている．上述の対応表ではギリシア語がτの音価を示し，この

例外をなしているが，これは占または6が後続するばあいであって，αまたは・が

後続するばあいには，たとえばπ欧「どのように」のように，πとなって現れる．

第一のばあいにs類の音をもって対応する語群は，第二のばあいには逆に喉音の

要素をもって現れる．

　ここからこの二つの系列の対応を示すものは，印欧語において異なった音であ

ると考え，前者を＊kまたは線，後者を＊kWとするのが普通である．

　同様にして＊gまたは＊倉，＊ghまたは＊倉h，および＊gw，＊gWhが推定される．

　この対応に従い，「百」を意味する語によって，喉音を保持する語群をケントゥ

ムcentum語群，それ以外をサテムsat∂m語群という．

　ケントゥム語群に属しているのは，よく知られているように，ギリシア語，ラ

テン語，古アイルランド語，ゴート語，ヒッタイト語，トカラ語などの属する語
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派であり，サテム諸語に属しているのは，サンスクリット，アヴェスタ語，リトア

ニア語，古教会スラヴ語，アルメニア語，アルバニア語などの属する語派である．

　§168　ところで喉音には，このほかにたとえば，

　　　　　Gr。κρ6α⊆「肉」，Lat．cru・r「血」，Wels．crau「血」，0．N・rse

　　　　　hrar，Skr．kravis「生肉」，OCS　kr廿vy「血」，Lit．kra貢jas「血」

　　　　　Gr．στ67・⊆「屋根」，Lat．teg6「覆う」，Lit．st6gas「屋根」，

　　　　　Skr．sth6ga（ya）ti「彼は覆う」，OCS　o－steg一廿「着物」

　　　　　Gr．στ∈6Xω「進む」，G・t．steiga「歩む，行く」，Skr．stighn6ti

　　　　　「彼は登る」，Lit．staig郵is「急ぐ」，Lett，steigtis「急ぐ」

のように，ケントゥム，サテムの両群に共通して，喉音の特徴を示す対応が存在

する．この種の音韻を，純粋な喉音と考えるのが普通であるが，その発生の機序，

相対年代の比定をめぐっては，従来種々の見解がある．またこのような純粋な喉

音を認めるかどうかについても，諸家の説は必ずしも同じではない34．

　また，喉音に喉唇音と口蓋化喉音の二系列のみを認める立場でも，その理由と

しては，たとえ三系列が存在しているとしても，ケントゥムあるいはサテム語群

の内部ではとくに区別をする必要がないという，消極的な理由によるばあいもあ

るように見受けられる35．

　ガムクレリゼらは三つの系列を認める立場であるが，そうとすれば，サテム語

群においても，何らかの痕跡が存在しなければならない．そのようなものとして

彼はサンスクリットの＊1類および＊r類のソナントの取り扱いを挙げている．す

なわち，サンスクリットでは，長音および短音の＊1と＊量が，通常は＊i1，＊ll，＊ir，

㌔に変化するのに対して，それぞれ＊ul，㌔1，＊ur，＊貢rになるばあいがあるが，

これはたとえば＊ゆ一＞p貢噸一「一杯の」のような唇音に続くばあいのほか，かつ

ての喉唇音の残津であるとするのである［G韻93］．セメレーニイはこれに加えて

スラヴ語の粗，蟹に対する＊並1，＊愉の取り扱いを挙げている36．たとえば，

　　　　＊gw薯一t一：Skr．g亘rt6一「好ましい」，Lat。gratus「快い」，Osq．brateis

　　　　＊gw誓一：Skr．gur丘一「重い」，GLβαρ6⊆「重い」，Lat．gravis

　　　　＊gWna一：OCSg廿nati「追う」

　§169　ところでケントゥム語群のばあい，口蓋化喉音はサテム語群のs類の音

に対して喉音の特徴を保持しているが，アナトリア諸語においては＊uの前の位置

ではサテム語群のように・s類の音に変化した．たとえば・
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　　　　　＊興一e／on一＝Iero9。Lub。sh－w距na－i「犬」，Skr。善（u）v益，甜nas，

　　　　　　Gr．κ6ωレ，κu〃6⊆，Lat，canis

　　　　　＊e恥・一＝Ier・9，Lub．a－s赴一wa「馬」，Skr．能va，0，Lit，おv乱，

　　　　　　Gr．どππo（r，　1イat，equus，　0．Irl．ech

　これはガムクレリゼらによれば，＊uの前では，たとえば＊2のような口蓋化喉

音は，＊kwと混同する可能性があるために，異化してs類の音に変化したという

［G＆n100－101］．

　また印欧語の＊をU一がどうしてラテン語のcanis「犬」にみられるkに変化したか

についても，同様に，ラテン語ではこの位置で＊kwと混同することを避けて＊食u

＞kとした結果であるという［G＆H　lo1］．

　以上からケントゥム語群のばあい，口蓋化喉音は，上述したような若干のばあ

いを除いて，無徴的な純粋な喉音と合流したということになる．その結果として

この種の言語においては，純粋な喉音と喉唇音とが対立することになった。

　サテム語群のばあい，口蓋化喉音は＊sおよび歯音の前で中立化し，無徴の純粋

な喉音になったという．たとえば，

　　　＊m（e）1倉一／＊mlg－s一＝Skr．m蝉ti「彼は擦る」，Av．m肛gzaiti「触れる」，

に対するSkr．m胸甜「擦る」

　　　＊pin最一／＊pink－t一：Skr．pi雌ati「彼は飾る」，OCS　pごsati「書く」，

に対するSkr．pi血kte「描く」

　　　＊we倉h一／＊wegh－s一：OCS　veze樋「彼は運ぶ」

に対するアオリストSkr．ゑvak畢am

　　　m嬉h一／＊mug，to一：Skr．m丘hyati「彼は誤る」

に対するVed。mugdhゑ一「誤った」＜＊mugh－t・一のようなばあいである．

　この最後のものについては，m面h6一の形が後に現れる．これはmugdh一のgが

脱落して母音に代償延長が生じ，同時に歯音がそり舌音に変化することによって得

られたものである．サンスクリットのそり舌音の一つの起源とされる［G＆mlO－m］．

　語派によってこの種の中立化は若干の相違があるが，このようなばあいを除い

て，サテム語群では，口蓋化喉音はより安定したs類の音に変化し，それにとも

なって喉唇音は純粋な喉音と合体することになったという．

破裂音の通時的変化

　§170共時的な類型学の観点からは，ガムクレリゼらの体系はそれなりの説得
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性をもっているように思われるが，問題はこの体系が通時的な類型学の規範を満

たしているかどうか，言い換えればこの体系の，各々の下位言語の体系への変化

が，自然な形で説明できるかどうか，である．

　印欧語において，他の語派に比べて閉鎖音に著しい特徴があるといわれている

のは，よく知られているように，ゲルマン語派とアルメニア語のいわゆる音韻推

移Lautverschiebungであり，とくにゲルマン語派の場合には，グリムの法則とし

て知られているものである．ゲルマン語派の場合，印欧語の無声無気破裂音は無

声有気破裂音を経て無声の摩擦音になり，有声無気音は無声無気音に，また有声

有気音は有声の摩擦音になったといわれる．すなわち，

　　　　＊p，＊t，＊k，＊kw＞＊ph，＊th，＊kh，＊kwh＞　　f，0，X（＞h），hw

　　　　（＊b），＊d，＊9，＊gw＞＊P，＊t，＊k，＊kw　　　　　　　（＝Got．q）

　　　　＊bh，＊dh，＊g｝1，＊gwh＞＊b，＊δ，＊Y，＊Yw　　　（＝Got．b，d，g，gw）

　これに対してガムクレリゼらは系列1の無声声門閉鎖音（従来の有声無気音）は声

門閉鎖を失って無声無気音になったとする．また系列IIの有声音（従来の有声有気

音）は語頭では無気の異音として，また語中では有気の異音として現れ，有気音

は有気摩擦音に変化し，無気音は有声無気の破裂音になった可能性があるという．

系列IIIにも，同じことが起こったという［G＆H35－38］．すなわち，

　　　　　　系列　　従来の体系　　　　ガムクレリゼの体系

　　　　　　　1　　　　　＊D　　　　　＊T7＞T
　　　　　　　H　　　　　＊Dh　　　　＊DEh］＞D一，一Dh一＞D一，一δ一，

　　　　　　　皿＊T＊T［h］＞T一，一Th一＞T一，一〇一，

　これは類型学的に可能性の高い考えであり，またたとえば＊g［hlerd［h］一（従来の

＊gherdh．）が古アイスランド語でg肛δr「屋敷」になり（4G。t，gards　r家」，Skr．gξha－

r家」），＊g【h】ab［h】一（従来の＊ghabh一）が同じく古アイスランド語でgefa「与える」，古

英語でgiefan（c≠G・t．giban　r与える」，OHG　geban，Skr．gabhastiりr手」，Lat，habeo　r持

っ」）のようになる例をよく説明するものである［G＆II37］．

　§171一方，二子音が母音あるいはソナントを介することなく直接に結合する

のを「間接接触」に対して「直接接触」ということにすれば，両者は同じ法則の

適用を受けるという．ガムクレリゼらによれば，ゲルマン語派では第H系列およ

び第皿系列の子音は，他の語派とは異なって，第一要素が有気の異音を，第二要

素が無気の異音をもって現れるという．たとえば，ラテン語neptis「孫娘」に対す

る古高地ドイツ語ni疵一，ラテン語。ct6「8」，n・x「夜」，n・ctis「夜（属格）」に対する

ゴート語ahtau，nahtsのようなばあいである［G＆H25－32］．
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　もしそうとすれば，ガムクレリゼら自身も認めているように［G＆II37，脚注］，異

音の現れについての上述の二つの説は，たがいに矛盾していることになる．また

たとえば＊d［h】eiglhl一（従来の＊dheigh一）が古アイスランド語でdeig「ぺ一スト」（cブG・t．

daigs，OHGteig）となるようなばあいをどう説明するのか，必ずしも明らかではな

いように思われる．

　系列皿の無声破裂音（従来の無声無気音）の場合にも，有気の異音と無気の異音と

が考えられるが，有気の無声破裂音は摩擦音になり，＊sおよび無声破裂音のあと

に立つ無気の無声破裂音は，系列1に合流したという．この摩擦音はアクセント

のある音節の直前あるいはアクセントのない音節の直後において有声化する．い

わゆるヴェルネル（Vemer，Karl1846－1896）の法則である．この法則によって有声化し

た摩擦音は，系列■の有声摩擦音に合流することになったという．

　このようなガムクレリゼらの体系によれば，いわゆるグリムの法則の存在は否

定され，印欧祖語の破裂音の体系が，その有声・無声という特徴に関してゲルマ

ン語によく保存されていることになる．著者らの見解によれば，ゲルマン語派の

破裂音の体系は，古形をよく保存しているということになるのである．すなわち，

系列　　従来の体系

I　　　　　　D

皿
I
I
I

II

T⇒
丁

魚

Dh

ガムクレリゼの体系

　　丁，　＞T
　　　／
　（s一）T［h】

　　丁国　＞0／δ（ヴェルネルの法則）

　　　　　　　／
　　Dlh】　＞6

アルメニア語の体系

　§172　アルメニア語の音韻推移は，従来の説では，印欧祖語の無声無気音（系列

1且）は無声有気音に，有声有気音（系列II）は有声無気音に，そして有声無気音（系列

1）は無声無気音にそれぞれ変化した，というものであった．このアルメニア共通

基語の音韻は，さらに西アルメニア語において第二の音韻推移を蒙り，アルメニ

ア共通基語の無声無気音は有声無気音に，有声無気音は無声無気音あるいは無声

有気音になったといわれる．すなわち，

　　　　　　　1．E　　　　　Arln、　　　　　W．Arm．
　　　　　＊b，＊d，＊G　　　　＞＊p，＊t，＊k　　　　＞b，d，G

　　　　　＊bh，＊dh，＊Gh　　＞＊b，＊d，＊g　　　　＞p／ph，t／th，K／Kh

　　　　　＊P，＊t，＊K，　　　　　＞＊ph，＊th，＊Kh

　これに対してガムクレリゼらは系列1の無声声門閉鎖音は，アルメニアの方言
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に保存されているものとないものとがあることから，声門閉鎖が弁別的なもので

はなくなったと考えている．また系列Hについて，バンヴこストとフォクト（V・gt，

H，）がまったく独立して古アルメニア語に有声有気音が存在していたと結論づけた

ことを引用しながら37，ガムクレリゼらは，方言資料からみて，この系列の音が

すべての位置において有気音に変化したのではなく，語頭では有気，それ以外の

位置では無気として現れていたとし，したがって有気・無気は弁別的な特徴では

なかったとする［G＆II42］．一方系列皿の音韻は無声有気音になったが，そのうち

＊phは＊sの後ろに立つ場合を除いて語頭では＊f〉㌔＞zer・となって消失し，賭

間の位置では＊f＞wとなった．また＊thも0＞zer・となって消失したというIG＆H

43］．すなわち，ガムクレリゼらの体系によれば，

　　　　　　　　　　1．E　　　　　　　　　　　　　　　Arm．
　　　　　　（＊P，）　　　＊t，　　　　＊K，　　　　〉　　　＊pl’］　　　＊t［’］　　　＊K【’1

　　　　　　＊b【hl　　　＊dlhl　　　＊Glhj　　　＞　　　＊blh］　　　＊dlh］　　　＊G［hユ

　　　　　　＊P［h］　　　＊t［h】　　　＊K［hl　　　＞　　　＊ph　　　　＊th　　　　＊kh

　もしもそうとすれば，アルメニア語の体系はガムクレリゼらの主張するように，

最もよく古形を保っているものであるということになろう．

サンスクリットの体系

　§173　もしもそうとするならば，伝統的な比較文法において，印欧語の破裂音

の体系を最もよく保存しているとされている，サンスクリットの体系はどう解釈

されるかは，やはりみておかなくてはならない．ガムクレリゼらによれば，これ

は次のようになる［G＆II52．58］．

　系列1の声門閉鎖音は，インド・イラン語派においても有声無気音になった．著

者らはこの系列がかつて無声の声門閉鎖音であった痕跡は，たとえばatt1（＜＊et，一ti

従来の体系では＊ed－ti）「彼は食べる」，vitt義一（＜＊wit’一tlh］・一，従来の体系では＊wid．t・一く

語根＊weid一）「知られた」など，あるいは＊一s一に先行するたとえばug婚「強い」に

対する＊auK’昏＞vav舐寧a「私は成長した（完了）」（4ギリシア語α6ξωr私は強くなる」）

などにみられるという．

　系列∬はすでにみた語根の構造に関する規則および語中の位置によって異音＊b，

＊d，＊Gと＊bh，＊dh，＊Ghの二系列のうちのいずれかが現れるが，有声無気の異

音の系列は，インド・イラン語派では＊b，＊d，＊Gとなって系列1と融合した．そ

の際に＊p’に由来する＊bはすでにみたようにほとんど確実な例がないが，新しく

系列Hから発生した＊bによって体系の穴が埋められることになった．一方有声
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有気の異音の系列は＊bh，＊dh，＊Ghになったが，これはいま述べた系列1と系列

Hの有声無気音の系列とが融合した結果，有声無気音の系列に対する異音である

ことができなくなり，独立して独自の音韻系列になった．

　系列皿は＊sの後の位置，およびラリンガルの前の位置において無声有気の異

音として現れ，その他の位置では無声無気の異音の形をとったといわれる．た

とえばサンスクリットsphur甜「彼は震える」（＜＊sp［hler－cブGr．◎σ職‘卿r震える」，

Lat．spemo　r退ける」），サンスクリットsthag一「覆う」（＜＊（s）t［h］eK・一4Gr．σ76脚，Lat．

むegδr覆う」），サンスクリット画nth飴，属path齢「道」（＜＊p［％t［hL∂一従来の体系では

＊p撃t∂一），サンスクリットp暮th丘一「広い」（く＊p［h】lt［hLa一従来の体系ではplt一∂一，¢Gr、

畝α丁6⊆，Lit．plathsr広い」）など．しかしのちになってラリンガルが消失すると，無

声無気の系列と無声有気の系列が同じ位置に立っようになり，その結果両者の系

列は異音であることをやめ，独立の音韻になった．

　以上をまとめると次のようになる．

　　　　　　　　　　　1．E　　　　　　　　　　　　　　　　　Skr．
1　　　＊（P，）　　＊tラ

II　　＊b／　　　＊d／

　　＊bh　　＊dh
皿　＊P／　＊t／

　　＊ph　　＊th

＊K，　＿＿＿＿＿＿＿→＿　b　　d　　　g

＊G／一＊Gh　＿＿＿＿〉　bh
＊K／＿＿＿＿＿＞P
＊Kh　＿＿＿＿＿＿＿＞　ph

dh　　gh
t　　　k

th　　kh

　このように考えれば，インド・イラン語派の破裂音の体系は，かえってかなり

の変化を蒙っていることになる．

　ここではガムクレリゼらの比較文法の学説を祖述するのではなく・比較文法に

対する類型学の応用の一つの例を示すことを目的としているのであるから，音韻

の面については，以下に述べる，s類の音を除けば，もっぱら破裂音の体系に限る

ことにしたい．しかしいま述べたことからだけでも，ガムクレリゼらの説は，一

方でこれまで十分には説明できないことがらの説明を容易にするが，他方ではま

だよく説明できないことがらが残っており，また新たに説明を必要とすることが

らが生じていることも感じることができる．全体として音韻の面に限れば，ガム

クレリゼ等の所説は，今後の検証が必要とされるように思われる．

印欧語のs

　§174印欧語の＊sにも，これまで説明できない現象がみられる．通常の対応は

次のようなものである．
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　　　　Skr．　OCS　　Lit，　Germ．　Lat．　Av．　Gr．　Arm．

　　　　s　s　s　s　shhh＊sed一：Skr。sadayati「彼は植える」，Arm、nstim「私は座る」，Gr、どζ・μα乙

　「私は植える」，Lat．sede6「私は座っている」

＊swep一：Skr．sv直pn⑳「眠り」，Av．xvap一「眠る」，Gr．甑αρ「白昼夢」，

　Lat．s6pi6「私は眠る」

＊es一：Gr．とσ76「彼はある」，Lat．est，Got，ist，Skr．asti，Lit．るsti，OCSjes樋

　母音間のhはギリシア語，アルメニア語では消失している．またインド・イラ

ン語派，スラヴ語派，リトアニア語などでは＊i，㌦＊u，㌔，＊r，＊kのあとの＊s

は［∫］の音に変化する，など，上述の対応は，よく知られているように，言語ご

とに二次的な変化を蒙る場合もあった．

　これに対してガムクレリゼらは，たとえばSkr．p66yati「彼は見る」，Av．pa首na一

「眼差し」，Gr．σκ6π丁・μα占（〈＊σπ6κτ一）「私は見る」，Lat．speci6「私はみる」，OHG

speh6n「ながめる」のように，サンスクリットで＊sを欠く対応をもつものについ

て，喉音の系列と同じように，これを口蓋化した＊§と考えている［G＆II　llg］．ち

なみに高津春繁（19084973）は，Skr．spa‘一，pa6一のように「sの有無は上掲の例にも

認められる如くに，同一言語内に於いても異なり，その原因は不明であるが，か

かる現象は他の子音にも認められ，恐らくかつて＊se或は之に似た形を有してい

た接頭辞或はその外の造語法上のある形態の名残であると思われる」38としている

が，バロウ（Burr・w，Th・mas　l909一）はこれについて，外連声の影響を考え，次のよう

にいっている．

　　印欧語のsが語頭の子音群の最初の要素であったとき，それは不安定な音であっ

　て，正確には説明できないことが明らかな条件のもとで，消滅した．＿、．．すべての

　印欧諸語にかかわるこの変異を説明できるような，十分に満足できる理論はないが，

　最もありそうなのは，これが印欧語期に語頭のsに影響を及ぼした，何らかの外連

　声の結果だということである．この現象が語頭のsの喪失と関係があるのは全く明

　らかに思われる．もしもそうであるならば，このsを何らかの接頭辞の残余である

　と考えるあらゆる理論は，正しくないことになる39．

　これと関連するが，ガムクレリゼは，たとえばSkr，sneha一「雪」，Av．sna歪2a「雪

が降る」，Gr．レ‘φα「雪（対格）」，Lat．nix，nivis，O．Irl．snigid「滴る，雨が降る」，OHG

sn加㎜「雪が降る」，Lit．sni6gas，OCS　sn6帥「雪」のように，サンスクリットにお

いては逆にsを保持しているが［G＆II　ll7］，ギリシア語，ラテン語などにおいては

これを欠く場合には，＊snの形を推定している．これがなぜなのか，理論として斉
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一性を欠くのではないか，疑問の残るところである．

　§175以上のようなsの音に対して，やはりs類の音と考えられるが，異なっ

た対応を示すものがある［G＆II1241．すなわち，

　　Alb，　Gr　　Lat．　　Isl．　OHG　TQkh．Lit．　S1．　　Av．　Skr．　Arm．
　　　h　　　五　　　su　　　su　　sw／w　　s　　　v　　　v　　v／xv　　v　　　k，

　たとえば，

　　Gr．aκωf引く」，δλκ6⊆「畝合い」，Lat．sulcus「畝合い」，OE　se・lh「畝合

　　　い」，Tokh・B　sa止一「弓1く」，Lit・velk血「曵く」，OCS　vl6kg「曵く」，Av・var∂k一

　　　「曵く」，Alb．heq「引摺る」

　　0．lsl．so血「豚の飲物」，OHG　swelhan「飲み込む」，Av．xvar一「食べる，飲

　　　む」，M．Pers。xurdan「食べる，飲む」，Skr．valbh一「飲み込む，咀囑する」

　　Gr、舌Mκη「柳」，Lat．s訟x「柳」，Mycen．e－ri－ka「柳」，OHGw皿ge「柳」，OE

　　　wehgr柳」

　これらがしばしば唇音の要素をともなうことからみて，ガムクレリゼらは唇音

化した＊S・を想定している．そうするとS類の音にも，破裂音と同じように，純粋

なもの，唇音化したもの，および口蓋化したもの，の三種類を立てられることに

なる．彼は上述したような破裂音とs類の音の体系が類型学的に西北コーカサス

諸語，とくにアブハズ語の体系に実現されていることを，その存在可能性の一つ

の根拠としている［G＆II136］．

語根の構造

　§176さらにガムクレリゼらは彼らの措定した印欧語の音韻体系に従って語根

を再構成し，その構造にっいていくつかの興味ある法則を導きだした．これは大

まかにいって次の五つになる．すなわち，同一の語根の内部において，

　1）同一の発音部位の破裂音は並立しない．

　2）第三系列の破裂音は第二系列のものと並立せず，また逆も真である．

　3）第一系列の破裂音は並立しない．

　4）第二系列の破裂音は「実際上」第一系列のものと並立しない．

　もう一つのものは，以上の四つの原則をさらに敷街したものである．すなわち，

　5）ClVG2一の同一語根内において互に結合できるのは有声・無声の特徴に関して同

　質の子音のみである［G＆IH40－142］．

　結果として印欧語において可能な語根の形は，次のようになる．
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り　
皿
I
n
皿

　
～
～
～
～

系
－
皿
H
皿

　
ラ
　
　
　
ラ
　
　

　
1
2
3
4

ガムクレリゼらの形

　　丁7eT［hL
　　T［h】eT’一

　　D飼eDlhL
　　T［hleT［hL

従来の形

　DeT－

　TeD－

DheDh－

　TeT一

　（1）のT，eT［hL（DeT一）の例としては，たとえばSkr．di菖益ti「示す」，Lat．血c6「言う」，

Gr．δ6‘柳uμ汀示す」（＜＊deik一）のようなもの，（2）のT［h］eT・一の例としては，たとえ

ば，Got．f6tus，OHG　fuoz，Skr．pad一，Gr．π・09，π6δ・⊆，Lat．pes，pedis「足」（＜＊Pさd－

／＊p6d一）のようなものが挙げられる［G＆H38］．

　（3）に属するものには，たとえばG・t．baidjan「強いる」，O．Is1．bei6a，OE　b艶dan，

OHG　beitten，Gr．πξ6θ・μα6「説得する」，Lat．飼δ「信じる」（〈＊bheidh一）がある［G＆

II37］．

　（4）の例としては，Arm．hayr「父」，Got．fadar，Lat．pater，Skr．pitar一，（＜＊p∂ter）

が，典型的なものであろう［G細38］．

　みられるように，従来の祖形によれば，上述の原則の第五のもの，すなわち同

一の語根の内部には，有声・無声の特徴に関して同質なもののみが並立しうると

いうことは，明らかに成り立たない．この点についていえば，ガムクレリゼらの

体系は，従来のものに比べて，斉一性において優れているといえようが，それが

どのような理由によるものかは，説明が必要とされよう．

　これと関連して述べておく必要があると思われるのは，語頭の＊sに破裂音が

続いて，いわゆるクラスターをつくる場合である。このときには上述の語根の規

則2）にもかかわらず，同一語根に第H系列の子音と第皿系列の子音とが並列す

ることができる．たとえば，SkL　stighno七i「踏み越える」，OCS　stigng「行く」，GL

σ766Xω「行く」，Got．steigan「登る」，0．lrl．tiagu「私は行く」のようなばあいであ

る．ガムクレリゼらによれば，これは上述の規則からの逸脱ではなく，＊sの後ろ

の位置においては系列Hと系列皿との対立が中立化し，したがって＊sの後ろに

立つ子音は系列Hと系列皿のarchlphonemeであるという［G＆m40］．

　§177　また，すでに述べたように，ガムクレリゼらの体系は有気音と無気音を

異音としていることから，たとえば＊bheid一と＊beidh一のような異形を統一的に説

明できるが，そればかりではなく，彼はさきに述べた語根の構成にかかわる法則

に抵触しない場合には，それぞれ異なった系列にも変化できると考えている．す

なわちたとえばH類の子音からなる語根は，皿類の子音からなる形をとることが

可能であるが，皿類の子音とE類の子音，あるいはn類の子音と皿類の子音か
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らなる形には2）の法則に反するために・なることができないという．

　たとえば語根＊g［h］ab［hLはH類の子音のみからなっているが，これは意味を保

存したままで班類の子音のみからなる＊klh】ap［hLの形をとることができるという

［G＆m43］．

　伝統的な語根の形でいえば，前者は＊ghabk一，後者は＊kap一になる．＊ghabh一＞

＊ghab一はラテン語のhabere「持つ」，古アイルランド語のgaibim「私はとる」に対

応し，またウンブリア語ではhahtu「取るべし」であるという．サンスクリットの

gゑbhas曲「腕」は＊gabh一の形に由来することになる．これに対して後者のばあい

には，ラテン語のcapi6「取る」，ゴート語のhabjan「持ち上げる」およびhaban，

古高地ドイツ語のhabenの元になっているとされる語根である．エルヌー（Em・ut，

Al貸ed　l879－1973）とメイエは，これがギリシア語の廟πη「柄」からみて，語根の形と

しては＊k6p一／＊k∂p一が考えられるが，この語根は＊ghabh一と密接に関連しており，

サンスクリットのg誓bha一「柄」とghぎ一のように異形をもつと考えている40．同様に

してラテン語のpax「平和」，pac6「協定する」，ゴート語のfahanは＊pak一／＊pek一を

予想させるが，ラテン語のp3ng6「結ぶ，協定する」，ギリシア語のπ盾囲μ汀固

定させる」は明らかに＊p奇g一／＊pag一に来由する．前者はガムクレリゼらの表記に従

えば＊p［h］ak［hLとなるので，皿類の破裂音からなる語根であり，後者は＊p［h］ak’一で

あるから，皿類と1類の破裂音からなる語根であって，いずれもガムクレリゼら

の条件を満たしている．

　またサンスクリットのpi血66ti「彩る」，アヴェスタのpa百s．，リトアニア語のpi6菖ti

「肖像を描く」，古スラヴ語のp恥「書く」，ギリシア語のπ・乙κ‘λ・⊆「斑の」は語根

として＊peiを一を推定させるが，サンスクリットのpi血ga16一「赤褐色の」，ギリシア

語のπ婚αλ・⊆「とかげの一種」，古スラヴ語のp6頭「（馬にっき）斑の」などは，い

ずれも＊pei倉一を予想させる。これも前の例と同じく，＊p［h】eik［h】一と＊p［h］eik・一とい

うことになる．このような例の存在については以前から知られていたが，体系的

な説明はこれまでなされてこなかった．その意味でこれは興味のある説であると

思われる．しかしガムクレリゼらの挙げている例はまだ少数であり，さらに多く

の例についての検証が必要とされるであろう．

　§178母音について一言述べれば，まずガムクレリゼらは，ラリンガルとしてバ

ンヴニストと同じく三種を区別している．従来の表記でいえば，これは∂1，∂2，∂3

とされるものである．∂1は∂1＋e＝e，e＋∂1⇒を，∂2はg2＋e＝a，e＋∂2＝aを，

また∂3は33＋e＝・，e＋e3＝6をそれぞれ与えるとされるが，著者らはこのことか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2灘体系一印欧語の破裂音1237



らa1，∂2，e3の音価を，それぞれ口蓋化したラリンガル，中立のラリンガル，唇

音化したラリンガルと考え，盒（H1），H（H2），H・（H3）のようにした．そうすれば，こ

れが影響を与えて，それぞれe，a，・となった母音，すなわち上述のeの位置にあ

る母音は，そのいずれにも変わりうる可能性をもった中立的な性格のものでなくて

はならない．これをVで表せば，HlV＝Hle，VH1＝eH1，H2V＝H2a，VH2＝aH2，

H3V＝H3・，VH3＝・H3のようになる．

　一方著者らはたとえばラテン語のquis「誰」，quid「何」，オスク語のpfs，pfd，

ギリシア語のτ6g，サンスクリットのkf奪，kfmから予想される＊kwi一，あるいはサ

ンスクリットのk丘「どこ」，クレタ語の6一πu占，スラヴ語のk貢一de，ラテン語の一cubf

などから措定される＊kWu一にみられるように，本来＊iおよび＊uという母音が存

在していたと考える．そうすれば，最初の母音組織は，たとえばアラビア語のよ

うなセム語にみられる，i－u－vという三母音によるものであったという結論になる

［G＆m57－160］．クリモフは三系列のラリンガルをもつことが「最近」知られるよう

になった言語として，インド・イラン語派のヤズグラーミ語，カシミーリ語を挙

げ，その他の言語ではたかだか二系列のラリンガルの痕跡しかみられないといっ

ている41。

　§179　この時代には，強弱のアクセントがその上にない母音は減衰したが，こ

れは語根の構造に従って母音が全くなくなる零階梯になる場合と，∂のような一

種の渡り音を持つ弱階梯になる場合があったとされる．ソナントが後続する場合

には，弱階梯になったという．この∂は後続するソナントと合体して，ソナント

に音節形成の機能を与えることになった．この段階においては，かつての母音の

＊iおよび＊uは＊yおよび＊wの音節形成機能をもった形であると考えられるように

なり，母音の体系から外れた．一方さきに述べたラリンガルと母音＊vによって

＊e，＊a，＊・が発生したから，結果として＊e一＊a ＊・という母音組織が生じること

になった．そしてH1，H2，H3は同時にその調音位置による異音の異なりを解消

して，いわゆるschwa　indogermanicum＊∂になった，と著者たちは主張している．
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形　態　論

印欧祖語の類型

　§180形態論については，さきに述べたように，ガムクレリゼらは，すでにク

リモフの所説にみた，内容的類型学の結果に全面的に準拠しているように思われ

る．彼らは印欧祖語を活格言語であるという観点から再構成しようとしているの

である．

　しかし伝統的な比較文法を学んだものにとって，印欧祖語がかつて活格言語で

あったという考えは，自明のことではない．活格言語という概念が存在しなかっ

た時代に，印欧語が異なる言語類型に属することを示唆した最も初期の研究者は

ウーレンベック（Uhlenbeck，ChdstianC・rnelius1866－1951）であるとされる．彼は印欧語

の0語幹中性名詞の主・対格の指標である＊一mと，同じく0語幹男性名詞対格の

指標である＊一mとが同じ形をもっているという事実に基づいて，印欧諸語の格の

体系が，主語・述語関係の表現において，能動aktivと受動passivの対立という，

異なった原理に基づく，現代のものとは異なる類型に遡る，という仮説を提示し

た［DS18］42．またペデルセンも同じころ，印欧語がかつて能格言語であったとい

う仮説を提示したというIDS　l9］43．しかし印欧語について，比較言語学者の間に，

とくに内容的類型学との関連において・このような説が生じてきたのは・比較的

最近のことに属する．したがっていきなりこのような見方を前提にして議論を進

めるのは，内容そのものの信愚性を疑わせることにもなりかねない．どうしてこ

のような説が生まれてきたのかについて，ごく簡単であっても，1みておく必要が

あろう．

　§181印欧祖語が活格言語の類型をもっている可能性に関係する事実は，活格

言語類型という概念が未だ存在していなかった時期の著作にも，散見される．た

とえばメイエは，1922年に書かれた，高名な『印欧語比較研究序説』44において，

「名詞は格のほかに変化によって生物性genre　anim6と非生物性genre　inanim6を区

別する．非生物性は中性といわれる＿，，。中性はものに用いられ，人とみなされな

いかぎり，人を表すことはない．たとえばLat．mancipium（奴隷）である．それは
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また指小辞の場合に用いられる」45とし，「男性と女性の対立は印欧語期の間に発

達し，一般化した」46と述べているが，同時に別のところで，「生物性と非生物性

の価値を理解するためには，現代とは異なる考え方を参照せねばならない．印欧

語においては，動くものすべて，行為するものすべてが生物と考えられる．．．＿、

たとえば「足」のように，働く器官の名も生物である．．．．．．．樹木の名も生物であ

る＿、．，が，果実の名は中性である」47としている．いうまでもなく，これは活格言

語の包含事象に一致している．

　さらに対格に関連してメイエは次のようにいっている．

　　対格は動詞の意味を決定するのに役立つ．印欧語の同じ動詞が対格補語をとるか

　どうかによって，異なった訳になる．たとえばギリシア語の敬ω「私は持つ，私は

　身を持する」である．対格がなければ，意味は「私は身を持する」であり，o翫晒

　敬ω「私はこのようである」となる．もし対格があれば，「私は持っ」となり，老xω

　7岬私はあるものを持つ」となる．同様に，ヴェーダのaparo　dartは「他のものが

　裂いた」であるが，pdrodartは「彼が町々を破った」となる48．

　ここで述べられていることで注目すべきは，動詞が他動詞，自動詞の区別をも

たないということ，および対格の役割は，動詞が他動詞的な意味をもつかあるい

は自動詞的な意味をもっかを，決定するところにある，という点にある．第二の

点はのちにデスニツカヤ（五ecH叫KaH，ArHH諏BacH五beBHa　lg12－Igg2）の所説と関連して

述べるが，第一の点に関していえば，このような現象の存在は，もしこれが随伴

事象でなく，包含事象であったならば，この言語が能格言語類型ではなく，活格

言語類型に属することを示唆するものといえよう．しかしこれだけの材料では，

そのいずれであるかを決定することは，困難であるといわねばならない．

　§182メイエのこの著作よりもはるかに早く，1902年にヴァン・ヴェイク（van

W茸k，Nic・laas　I880－1941）は印欧語の主格の語尾＊一sに関して，これがかつての能格の、

語尾であり，また属格の語尾＊一sと同じものであるという説を唱え49，1935年に

至ってクリヲヴィッチが，再びこの説を取り上げたという［DS42］50．デスニツカヤ

によれば，クリヲヴィッチがこの説を仮説として採用したのは，たとえばギリシ

ア語の葡◇和6g「足（主格）」とπ・δ6g「足（属格）」，サンスクリットのpat，pad飾

のように，広く印欧語において主格の際に語根の母音の延長が生じる現象を説明

しようとする，音韻論的な動機によるものであったとされる［DS42］51．

　再びデスニツカヤによれば，ガムクレリゼとならんで，ここで取り上げている

著作の共著者であるヴャチェスラフ・イヴァーノフは，1964年および1965年に
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発表した論文において，上述したような主格と属格の語尾の一致は，能格言語の

「活格」の形から主格形がつくられたためであるという仮説を提示し，それがほ

とんど定説として受け入れられていたという［DS43］52．これに対し，サフチェン

コ（CaBqeHK。，AπeKc崩HH五。B四lgO7－1988）は，印欧語の＊esが行為名詞の主語，間接

目的語，場所の状況語を表す機能をもっており，これは能格言語の能格と機能的

に等しいから，元来は能格であったと主張したという53．

　これらは学説的にいえば・この格を形態論のレヴェルで論じようとしたもので

あるといえる．

　§183すでに第一部で触れたように，1930－40年代に，ソヴエトにおいて類型

学の研究が盛んになり，この中で印欧語の類型が能格言語類型に遡るものである

か，それとも直接活格言語類型に由来するものであるかが議論されたが，これら

の類型は，主語・述語あるいは述語・目的語関係という，統語論のレヴェルに基づ

いて行われた類別であったから，格の問題も，当然統語論の立場から論じられる

ようになった．そのようななかで，デスニツカヤは「印欧諸語の直接補語のカテ

ゴリーの発達」54を書いた．対格の機能がどのようなものであるかを決定すること

が，この問題を解決するための鍵となっていたからである．しかしタイプ書きで

674ぺ一ジに及ぶこの論文は，当時全体としては公刊されず，個々の抜粋のみが

印刷に附されるにとどまったという．彼女は「その中で提起された諸問題に対す

る学問的興味が復活したこと，およびその中で定式化された諸命題のうちのいく

つかが，印欧諸語の主格構造の起源の問題についての最近の研究の結果に一致す

ることが，明らかになったことを考えて」［DS51］，1984年に出版された論集『比

較言語学と諸言語の歴史』の中に，彼女が重要と思う部分を，収録している．

　この「幻の書」について，彼女は次のように書いている．すなわち，

　　　．．印欧共通語のタイプの構造の発達における，前主格（言語）期についての問題

　は，当時（すなわち40年代）の緊迫した興味の対象であり，私にはいずれかを選択せ

　ねばならなかった．すでに当時ほとんど定説となっていた，この問題の「能格説論

　者的な」解決に同意して，その強化のために，何らかの新しい，より説得性の高い

　論拠を探し求めるか，あるいはこのような予断にとらわれた目論見を拒否して，も

　う一度，印欧語のような主格言語の構造を決定する主体・客体関係の表現の図式の，

　基本的な諸要素の起源の研究にむかうかであった．能格言語という仮説のために集

　められた論証の体系全体がそもそものはじめから私には不十分なものに思われてい

　たので，私は第二の道を選び，直接補語のカテゴリーに注意を集中した．そこに焦
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　点のように，他のタイプの統語論的構造，とくに能格構造と異なった，文の主格構

　造の特徴を決定するところの，文法的・意味的な諸現象の線が集中していたからで

　ある」［DS49］．

ここで直接補語といっているのは，意味上の目的語のことである．

　§184　この論文の一部として論集『比較言語学と諸言語の歴史』に収録された

論文の一つが「印欧語における対格という文法的カテゴリーの発達史によせて」

［DS81－124］55である．「ホメーロスのイーリアスの言語における対格の諸機能」56と

いう副題をもつこの論文において，著者はイーリアスにみられる対格の用法を考

察し，次のように結論づけている．

　　古代ギリシア語で，いわゆる関係の対格をともなう特殊な構文に保存されていた，

　対格の状況語的・修飾語的な意義は，この格のより古い意義であると思われる．当

　初，対格という形式は，述語あるいは修飾語によって与えられる徴条の，最も緊密

　で直接的な規定語であった名詞に特徴的なものであった．やがて，述語的な諸関係

　が形成されてくる過程のなかで，述語の規定語である名詞は絶えず独立の度を増し

　てくる．意義の状況語的規定語的性格は，漸次直接補語，すなわち最も近い補語の

　意義に移行する．述語によって与えられる（動詞の）徴条もまた，特定の補語を必要と

　するものと感じられはじめる．このようにしてこれらの動詞によって表される行為

　が直接に及ぼされるところの補語が必要とされる，他動詞という特殊なカテゴリー

　が作り上げられていき，結局対格はその特殊な機能，すなわち直接補語の機能を獲

　得する．．．．＿逆に古い印欧諸語の対格の諸形の比較形態論的な分析は，歴史的に，

　これらの形がかつて状況語的・副詞的な機能をもって用いられていた，無形態の名

　詞語幹に遡るという結論に導く［DS118－119］．

　以上の結論には，少なくとも二つの相互に密接に関連する問題が含まれている．

一っはいうまでもなく，対格の問題であり，もう一つは自動・他動のカテゴリー

の問題である．

　§185第一の点に関しては，「これまでの言語学の文献においては，古代ギリ

シア語およびその他の印欧諸語の対格の使用の型の分類に多くの注意が払われた．

しかしそれらの分類は通常それぞれの結合の語彙的内容に立脚しており，文法カ

テゴリーとしての格の定義には，あまり役立たなかった．このような分類原理は，

格の使用の仕方の考察に一定の秩序を導入しはしたが，文法的見地からすれば原

理にそぐわないものであった」［DS87－88］として，従来の用法の分類を批判してい

る．従来の分類の仕方が，主として論理的な立場によるものであって，言語の立
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場からなされたものではなかったというのである．

　対格の用例として著者が挙げているのはきわめて詳細なものであるが，いくつ

かの例にとどめておくとすれば，たとえば次のようなものである．

　α．主体の状態を表す動詞による構文

　　γ輌θ6δとπφ〆グαπ・靭μ（e，559，D90，267〉

　　「喜んでいる　ところで　虚辞　胸（心，喜びの在処，対格）羊飼いは」

　　＝「牧人も心に喜びとする」57

　　A6レ∈‘α⊆δ，義ραθuμδレとXφσατo（H，616，D90，362）

　　「アイネイアースはそこで魂（心，怒りの在処，対格）怒った」

　　ニ「そこでアイネイアースはひどく腹を立て」

　わ。形容詞とともに用いられる場合

　　γηθ6σuレogκ形ρ（Σ，557，D90，392）

　　「喜ばしい　心（対格）」＝「気も楽しげに」

　これはいわゆる「限定の対格」accusativus　limitat圭・nisと呼ばれているものであ

る58．

　デスニツカヤはこれと関連して，従来他動詞の直接目的語の中に含められてい

た，次のような例を，関係の対格の枠内にはあるが，直接目的に移行しつっある

ものとしている．

　　ηXθ∈To’γdρκ行ρ（A，400，D90，296，）

　　「彼は苦しんでいる　ところで　心（対格）」

　　＝「（ディオメーデースは）心をたいそう苦しめながら」

のような例に対する，

　　巧Xθ∈τo’γdρン》αTρωσル6αμレαμ6レou⊆（N，352－353，D90，319）

　　「彼は苦しんでいる　ところで　というのは　トロイアの人々によって（複数与格）

　　打ち負かされる（人々，複数対格）」＝「というのも，（ポセイダーオーンは）みながトロ

　　イア方に打たれていくのを腹にすえかね」

のようなばあいである．この後者の例は岩波書店の『ギリシア語文法』によれば，

直接目的語のcに分類され，「多くの自動詞は，また他動詞になり得るが，特に感

情を表すものに多い」と述べられている．しかしこれも「打ち負かされる人々に

関して」という方が，自然であるように思われる．これはとくに動詞が受動形で

あることにも，関連している．

　c．広義の行為の状況を示すもの

　　σむδ6κ6レκακδレo乞7’oレ6ληα占（r，417，D91，209）
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　　「おまえが　ところで　おそらく　悪い（対格）運命（対格）滅びる」ニ

　　「（それで私がトロイア方とダナオイ勢と，両方の間に立って，ひどい敵意をあおり立てたら），

　　おまえだってもみじめな最後を遂げるきりだろうよ」

　このばあいには，むしろ対格は「悪い運命のゆえに」のように，原因を表すと

いってもよい．

　そのほか，たとえば醜ηレ〃占κ伽「勝利（対格）勝利する」＝「勝ち戦をする」の

ような，いわゆる内的対格par・n・masiaなどもこれに属する．

　形容詞と共に用いられる場合も同様であるが，著者はこれにたとえばβαρわ

σ76ぬxωレ「重くうめきながら」二「深く嘆息しながら」あるいはσμ∈ρ6αMα解u一

雇ω〃（H，47g，D96，256）「聞くも恐ろしく（雷鳴を）轟かせつつ」＝「（ゼウスが）すざま

しい雷を轟かせた」のように，通常副詞と考えられている対格形も含めている．

　§186第二の問題，すなわち自動詞と他動詞のカテゴリーの問題は，上述の論

文の中で，対格の機能と関連して論じられているが，この問題を独立して論じた

ものは「動詞の他動性のカテゴリー」59という題のもとに，『比較言語学と諸言語

の歴史』の独立の一章として，収録されているIDS124－138］．

　ここで著者は，印欧語においては，本来自動詞と他動詞の区別がなかったとす

る主張の根拠として，まず，ホメーロスの言語において自動詞と他動詞の区別が

曖昧であることを挙げている［DS126－127］．たとえば古典期のギリシア語において

も，たとえば晦ω「導く」と「進む」，βdλλω「投げる」と「落ちる」，σ丁ρ‘φω「回

わす」と「逸れる」，δρ顧ω「動かす，急がせる」と「急ぐ」のような場合，ある

いはイリァースの老π，bρ6σ丁6ρ，老X∈σ7ρα7・δ（N，326，D127，318）「左手に　位置せよ

軍勢から（属格）」＝「（我々二人を）左翼にむけてくれ（P）」などを，挙げている．著

者はこのような現象が決して散発的なものであるとはいえないとして，一連の語

彙を掲げている．

　第二の論拠として挙げられているのは，語構成論上より古層に属するとみられ

る，いわゆる第ニアオリストが自動詞的な意味をもつのに対して，より新しいシ

グマのアオリストはしばしば他動詞的な意味をもつばあいのあることである．た

とえばδ加に対する第ニアオリスト老δuレ「沈んだ」と第一アオリストζδuσα「沈め

た」，ぢσ7ημ占に対する老σ7ηレ「立った」と老σ丁ησα「立たせた」，σβζレ囲μ6に対する

老σβηレ「消えた」とどσβ∈σα「消したj，φ加に対する老φ雛「生まれた，育った」と

老伽σα「生んだ」，7ρ‘φωに対するぎτραφ・レ「育った」とどθρ∈ψα「育てた」などであ

る［DSl30］．
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　同時にまたここでは，アオリストの語尾一ηレが古いテクストにおいて「自動詞・

絶対動詞」の意義をもち，これがやがてアオリスト受動形の一θη塀こも引き継がれ

たことを指摘している［DS131］．

　第三の論拠として，著者はまた，この問題が，古層をなすいわゆる第二完了形

が自動詞の意味をもち，他動詞の意味をもつ第一完了形および現在形に対立してい

る場合のあることと，平行していることをも，指摘している．たとえば，現在形

とγ∈6ρω「起こす」，第一完了形と栃ッξρκα「起こしてしまった」，第二完了形とγρ加・ρα

「起きている」，猷油μム「滅ぼす」，bλ畝∈κα「滅ぼしてしまった」，6短λα「滅びて

いる」，π調ω「説得する」，雇πα繊「説得してしまった」，雇π・乙θα「信じている」，

πρdσσω「為す」，雇πραxα「為してしまった」，π6叩α7α「ある状態にある」などで

ある［DSl31］。

　第四の論拠としてデスニツカヤが挙げているのは，能動相・受動相のカテゴリー

の欠如である．「ホメーロスの詩の言語では・，．．．。他動性の性格が通常のものとは本

質的に異なっていた．なぜなら他動詞の主語・目的語の図式の基本的な構成要素

の一つである受動相が欠如していたからである」［DS125］とし，さらに，「＜中立

的＞とく主格的＞（いわゆるく能動＞とく中動＞）な行為のニュアンスのうえに建て

られた古代ギリシア語の相の体系は，動詞の他動詞的および自動詞的な使用への

分化とは，当初いかなる共通性ももってはおらず，対格に立つ直接補語は，中動

の形と共に立つこともできた」と，著者は述べている［DS　i33］．

　もしデスニツカヤの説が正しいとするならば，何度も述べているように，これ

は活格言語の包含事象であるから，ホメーロス期には随伴事象でなければならな

い．随伴事象が二つの言語類型を越えて継承される可能性がないわけではないが，

このような例が比較的多数みられるとすれば，印欧語が，活格言語から直接に対

格言語に発展した蓋然性は，少なくとも内容的類型学の立場からすれば，かなり

高いとみなければならないであろう．

　§187一方，クリヲヴィッチは，「印欧語の一m，一s，一tという系列は能動であり，

∂2，一t，zer・という系列は受動・自動である」としている60．ここから判断すれば，

自動・他動の区別は，印欧語に本来的であったかのような印象を受ける．もしそ

うとすれば，これは明らかにデスニツカヤの所説とは相矛盾することになる．

　ペレリムーテル（Hepe∬bMyTep，伽MAp。H。B四1929一）は，第一完了形だけではな

く，現在形，あるいはアオリストが，たとえば，
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完了π6一πη予α「突き刺さっている」に対する

現在　π脅一yかμむ「突っ込む」

完了　6ρ一ωρ一α「鼓舞されている」，「奮起している」に対する

現在　6ρ一レかμ占「鼓舞する」

完了　6λ一ωλ一α「破滅している」に対する

現在　6λ一λu一μ＜＊6λ一〃u一μ乙「滅ぼす」

完了　δ赫η一αく＊δ¢一δdF一α「燃えている」に対する

現在　6α如＜＊δαF壱ω「燃やす」

完了767ρηx一α「猛っている」に対する

現在　丁αρdσσω＜＊ταραx士ω「動揺させる」

のように，現在形が完了形から派生したと考えられるものが多いこと，あるい

はホメーロスの言語にはたとえば完了形μ6μ・〃α「熱望する」，・Zδα「知っている」，

66ωδα「匂いがする」，甑κα「似ている」などに対応する現在形もアオリストも存在

しなかったこと，また砂ω7α「命じる」，7‘脚雌「聞こえるように叫ぶ」，76丁ρ占7α

「嶋が）鋭く鳴く」，πρ・β‘β・拡α「選択する」に対応するアオリストが存在しなかっ

たこと，などから，印欧語においては原初には動詞は完全なパラダイムをもたず，

語彙的意義に従ってそれぞれ適当な形をもって用いられていたであろうと考えて

いる．その上で彼はこれらの不規則完了形の語彙的意義が，次のようにグループ

化するとした．

1．物理的状態を表すもの，たとえば，

　π6πηγα「突き刺されている」，τ6θηλα「咲いている」，σ6σηπα「腐って

　いる」，猷畝α「破滅している」，τ‘τρηxα「猛っている」，6卿ρα「生起

　した」など．

2．恒常的状態を表すもの，たとえば，

　老ακα「似ている」，伽θα「癖になっている」など．

3．心理状態，思惟の過程，感覚の受容等を表すもの，たとえば，

　τどθ解α「びっくりしている」，惰ηθα「喜んでいる」，δ∈薦α「恐れてい

　る」，76τ吻α「悲しんでいる」，ぎかμγα「おののく」，雇φρ硫α「ぞっとす

　る」，確μ・レα「望む」，雇παθα「信じている」，ど・λπα「期待している」，

　・Zδα「知っている」，δ6δoρκα「見る」，6δωδα「香っている」など．

4．音声を表す語，たとえば，

　βζβρu）（α「うめく」，μ‘μ猟α「（牛が）鳴く」（μu磁・μα占），扉μηκα「（羊が〉

　鳴く」，κ‘κ初γα「叫ぶ」，「（風が）捻る」，767ρ占ッα「（鳥が）鋭く暗く」，

　γ向ωレα「（聞こえるように）叫ぶ」など．
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　これらのことから，著者は印欧語の完了形は，本来「非行為的inactiveな意義を

もった述語という，特殊な語彙的，文法的な語のクラスを構成していた」とし61，

「印欧諸語の歴史以前のある時期に，その文法構造において，大きな役割を演じて

いたのは，行為を示す述語と，状態を示す述語の区別であった」としている62．こ

のことの真意は，著者が別のところでたとえばπ崩σσω1雇πλη7α「打つ」，ζρ6ω

ζ・酬α「行う」，ぎδω渚δηδα「食べる」のように，すでにホメーロスにおいて15

ほどの動詞の完了形が，他動の意味をもっていることを挙げていることからすれ

ば63，著者は自動・他動と，行為動詞・状態動詞の区別は別のものであって，後者

の範疇が印欧語にとって初原的なものであることを主張していると思われる．そ

うとすれば，これは全体としてデスニツカヤの緒論を精密化したものであるとい

えよう。

　それにもかかわらず・クリヲヴィッチにみられる立場も・未だ否定されている

わけではないから，グフマン（FyxMaH，MHppaM。HceeBHa1904－1989）が1981年に書い

ているように，「…・．．印欧語の主格言語類型以前の過去に関する問題は，未だ仮

説の域にとどまっている」のも，また事実である［GII77］64．その理由は，現在の

比較方法のみによっては，印欧語の文の構造の再構成が，むずかしいことによる

と思われる．もし問題とする段階の言語が，たとえば活格言語類型に属すると仮

定すれば，この時代の文がどのような構造をもっていたか，という推測はできる．

そしてそのような構造を仮定すれば，これまで比較言語学が再構成してきたさま

ざまな現象を，よく説明できるばあい，あるいはこれに新しい解釈を施す可能性

の生じるばあいが，存在することは確かかも知れない．しかしこれに基づいて印

欧祖語が，かつて活格言語であったと結論することができないのも，明らかであ

ろう．一種の「循環論法」circulus　viti・susをつくりだすからである．したがって，

これを理論的に証明するためには，たとえ純粋に比較言語学，あるいは内的比較

の枠内でなくとも，少なくとも言語類型学以外の方法をかりて，文の構造を再構

成する必要があると，思われる．私見ではあるが，そのときまでは，この問題は，

蓋然性はたとえ高くとも，仮説のままでありつづけるであろう．

　§188すでにデスニツカヤの所説にみたように，印欧語の対格が，本来広い意

味での状況語としてはたらいていたものが，やがて直接目的語として用いられる

ようになったとすれば，二つの問題が生じてくるように思われる．一つは，印欧

語の対格はもともとどのようなはたらきをもっていたか，という問題と，状況語

が直接目的語に転化する条件は何であったか，という問題である．すなわち，一
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っは状況語として用いられていた対格の過去に関するものであり，他の一つはそ

の未来に関するものである．

　第一の点について，デスニツカヤは次のような状況を考えている．

　　　．すでに最も古い時代に，対象や現象を意味する名詞を，文の中で主語あるい

　は目的語の役割を果たす可能性があるかどうかという観点から分類する，ある種の

　質的な特徴が存在していたことには，まったく疑いがない．このことは，指示代名

　詞の古い補充法によるパラダイムにおいて，男性および女性の単数主格が，特別な

　主語の語幹をもち，すべての斜格と中性主格に共通の，材料的にまったく異なった

　語幹に対立している，という形で，形態的に表されている（ギリシア語δ，わ，76，古代

　インド語sa，s益，tad）．．．．．．，形態的に「主語」の性格づけを受けなかった他の名詞につ

　いていえば，これらは（前者の）漸次独立の文肢となりつつあった主語や述語に対し

　て，状況語的・修飾語的な機能をもつ，形態化されない状態を保っていた．形態化

　されていない語幹の状況語的・修飾語的機能から，やがて目的語の機能が発達した．

　これと平行して個別の斜格の形成が行われた．．…・．多くの学者が，チュルク諸語や

　多くの非印欧諸語に知られてV〉る，いわゆる「不定格j　casus　inde且nitusと畢しくも

　比接し，あるいは比接しつつあるカテゴリーの印欧諸語における発達を，このよう

　に考えることができる［DS71－72］．

　デスニツカヤがこれを書いたとき，バンヴニストの高名な著書『印欧語の名詞

形成の起源』65はすでに世に出て久しかったこと，例として用いられている語の共

通性などから，彼女がこの論文に接していたことは疑いがないと思われる．バンヴ

ニストはこの中で，印欧語には＊一n，＊一r，＊覗，＊．y，（＊一s）に終わる中性名詞がかつ

て存在していたこと，そしてこれらは本来接尾辞ではなく，拡張子であったこと

を論証した．またこれと関連して，たとえばサンスクリットのvanar「森の中で」，

vasar「春に」あるいはjman「地中に」，heman「冬に」などを，＊一r，＊一nの構成に

かかる所格であるとする説に対して，これが上述した中性の主6対格の形である

ことを主張した66．また印欧語の所格の語尾とされる＊一iについても，これが本来

上述の＊一yに由来する，中性名詞の主・対格の形であるとしている．著者はこの

「主・対格」について，次のようにいっている．

　我々は，中性の変化が数の表現に関しても，格の表現に関しても，まったく形式

化されていない時代に遭遇する．．．．．．．同様にしてここにあるのは主語あるいは目的語

として動詞にともなわれ，あるいは時または場所の限定詞としてこれに添えられる

ことのできる，ただ一つの形式である．これは文によって自由に名詞とも，副詞と

もなる．その本来の不定性によって，この形式は，きわめてさまざまな関係の表現

に適応できる，十分な柔軟性を保持している．これが，我々が「不定格」cas　ind萌ni
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　と呼ぶただ一つの格が，ある程度統語的機能の全体を引き受けている，中性の特殊

　な状況である67．

　バンヴニストは中性（無生物性）名詞についていっているのであるが，これは容

易に生物性に敷街できるであろう．

　第二の問題，すなわち状況語として用いられていた対格が，直接目的語を表す

ようになる条件は，明らかに対格が状況語を表さないようになることである．言

い換えれば，状況語の機能を担う対格以外の格が整備されることである．青年文

法学派の人々は印欧語の格の体系として8格を考えていたが，すでに述べたバン

ヴニストの印欧語の所格の語尾＊一iについての見解にもみられるように，格の体系

は漸次つくりだされてきたというのが，最近の比較言語学において主張されてき

つつある説であると思われる．たとえばグフマンは次のように述べている．

　　現代の印欧語比較文法における，名詞のパラダイムの有力なモデルは，青年文法

　学派の伝統に対応する古いモデル（8格）よりも，著しく少ない語形の体系という形

　をもっている．文法格（主格，対格，属格）と具体格（具格，与格，奪格，所格）への層化

　は，部分的に時間的な層化と一致している．さまざまな副詞的な語構成の参与によっ

　て発達した，具体格がより遅い性格のものであることは，多くの一般的および専門

　的な研究において指摘されている．現在印欧語学において支配的な傾向にとって疑

　いなく特徴的なものとして，トロンスキー（Tp・HcK幽，H・cHΦM・HceeB四1897－1970）の

　ように，慎重で科学におけるモダニズムに余り傾くことのなかった学者が，「名詞変

　化の最古の層は単数の主格，対格，属格である」という結論に到達したことがある

　［GI199］．

　序にいえば，トロンスキーはこれに引き続いて，「当然ながらこれらの格の由

来およびそれら相互問の関係については，仮説が可能であるにすぎない」として

いる68．

　このような議論の根拠となるものとして，たとえばギリシア語のδ6μ砥「身体」，

σ6β砥「畏敬」，わδ・g「喜び」，6φ6λ・g「助長」のように，少なくともホメーロスの時

代には主格，対格，呼格に使用が限定されていた中性名詞の存在，あるいはバン

ヴニストが考察したような，＊一r／n一の交替をともなうheter・clisisにおいて，＊一r一が

主格，対格，呼格に用いられ，その他の格は＊一n一によっている，という事実など

があると思われる69．

　このようにさまざまな格が形成され，一般格，あるいは対格がもっていた，き

わめて広い状況語的な機能を分担していく過程のなかで，対格が目的語をもっぱ

ら示すことに，その機能を限定していくことが，可能となったのだと思われる．
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　§189以上みてきたように，仮に印欧語が活格言語から対格言語に発展したとす

るばあい，どのような機序でこのことが可能となったのかについては，少なくとも

以上の議論からは，明らかになったとはいえないであろう．能格であれ，あるいは

活格であれ，能動的に行為に関与することを示すのを，その機能としているから，

対格言語の主格にみられるように，必ずしも能動的な行為への参与を前提として

はいないものが，どのようにして生じたかが，明らかでないからである．デスニ

ツカヤが論集に収録している，「古ゲルマン語の目的与格について」［DS　l38－153］70

および，その補足として書かれた「活格文類型から主格文類型への発達の問題に

よせて」［DS　I53－162］71は，このような問題意識のもとに書かれたと思われる．

　著者は論文「古ゲルマン語の目的与格について」において，古アイスランド語

およびゴート語においては，他の言語では対格を用いるようなばあいに与格補語

をとる動詞の構文を詳細に検討し，次のようにいう．

　　　．．したがっていわゆる「目的与格」を支配する古アイスランド語の基本的な諸

　タイプを概観した結果，これらの動詞は自動詞とみなさなければならないことがわ

　かった．しかしこの種の古アイスランド語の動詞の「自動性」は，これらの動詞の

　意味の性格に関しても，その量的規模においても，我々が通常理解している意味で

　の動詞の「自動性」とは，本質的に異なっている．…・，。古アイスランド語の「自動」

　詞は，むしろその意義にしたがって，「絶対」動詞という用語で特徴づけることがで

　きる．この用語は，あれこれの対象への指向性という観点からして，中立的なその

　性格を強調するが，目的語との結合の可能性を除外するものではない．目的語は文

　中に存在することもできるが，それは動詞の語幹によって示される行為を，状況語

　として精密化するにすぎない［DS　l50］．

　たとえば，これにはfagna「歓迎する」，unna「愛する」，hjalpa「助ける」のよう

に，「生き物の対象に＿．．．行為が向けられていることを表す動詞」や，h血da「突

く」，heEa「注ぐ」，skipta「分ける」のように，「それについている目的与格に固有

の・道具の意義のニュアンス」をもつ動詞が，属しているという［DS　l3g］．

　このような目的与格は，一方ではやがて対格によって代替されることによって，

主語・述語・目的語の関係を明確にし，そのことによって同時に他動詞とみなさ

れるようになる．しかし他方では主語はかっての自動詞の主語である絶対格を継

承し，したがって必ずしも主語が積極的に行為に参与しなくてもよいという状態

が，現出することになる．デスニツカヤはこのようなプロセスを想定しているよ

うにみえる．そしてこれがコーカサスの諸言語，とくにグルジア語のばあいのア

ナロジーであることは，確かであると思われる．
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　　カルトヴェリ諸語において現在諸時称の体系と結びついている，他動詞の主格構

文の起源の説明への道は，古アイスランド語およびゴート語の類似の構文との，類

　型学的な比較によって明らかになると，私は考えていた．しかし私は，両者の解釈

　のために，もっと地理的に遠いが類型学的に類似しているものに向かった．メシチャ

　ニーノフ（Me珊aHKH・B，皿BaH　HBaH・B四1883－1967〉によって措定された，アレウト語お

　よびチュクチ語の主語（自動詞）的な変化のタイプと，主語・目的語的な他動詞の変

化のタイプとの相違に，その説明を見い出したからである．この分け方は，具体的

　な動詞とは結びついていない．同じ動詞がこれらの両方のタイプに従って変化する

　のである．相異は，動詞が伝える行為がとるアスペクトによってのみ，規定される．

　主語的な形式は，主体の行為あるいは状態をみせることにだけ向けられ，それは動

　詞の形によって示される．目的語は関係がない．それはチュクチ語では具格の形に

　よって示され，文の中にあってもよいが，それに依拠することはない．行為がそれ

　自身として，一般的に伝えられるからである．主語・目的語タイプのばあいには，

　まさにこの目的語が支えになるが，それは動詞の対応する形と，文の構造によって

　伝えられる［DSl56］．

　ガムクレリゼとイヴァーノフの労作の，名詞の形態論に関する部分は，このよ

うな研究史を暗黙の前提としていると思われる．

名 詞

　§190さて，すでに触れたように，すでにヴァン・ヴェイク以来，主格の語尾＊一s

と属格の語尾＊一sとは同じものという説がなされてきた．これに関連していえば，

従来名詞の属格の語尾は，単数においてはGr．p・d6s「足」，Skr．padas＜＊p・d－osの

ように，＊一・sまたは＊一esあるいは＊一sであり，複数ではたとえばSkr．§un－am，Av，

s亘n一早m，GLκ捌伽「犬」のように，＊一6nまたは＊一6mであるとされている．また

ラテン語のcan－umのような形については，高津は長短いずれの＊・に由来するか

わからないとし72，メイエもそう考えているようである73．これに対してトロン

スキーはこれを＊．6mの縮約した形であるとし74，この変化が＊mの前で生じたの

は紀元前2世紀の初めであるとする75．またたとえば古教会スラヴ語の複数属格

nebesU「空」のような場合，ヴァイヤン（Va皿ant，Andr61890．lg77）は＊一〇nまたは＊一〇m

に由来するとしか，考えられないとしている76．

　一方ヒッタイト語の解読によって，名詞の単数属格の語尾には＊一sだけではな
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く，ヒッタイト語で一nとして現れるものが存在することが明らかになった．これ

は印欧語の＊一mに遡るものであると考えられ，キプロス方言にみられる，単数属

格の語尾一〇一ne（一eは書写上のもの）も決して孤立した，偶然的なものではないことに

なるという77．イヴァーノフは，ヒッタイト語の一anについて，名詞のばあい，こ

れをもっているのは古ヒッタイト語のテクストに限られ，たとえばLabaman「（ヒッ

タイト王）ラバルナの」あるいは合iunan「神々の」のように，本来は単数，複数の

別には関係がなかったこと，この使用が，生き物を表す名詞に限られていたこと，

を述べている78．

　このように，印欧語の属格として，＊一sの語尾と＊一mの語尾が認められることに

よって，上述したヴァン・ヴェイクの，主格形と属格形の同源説が信懸性を帯び

てくる．

　またイヴァーノフは，名詞の複数について，次のようにいっている．

　　ヒッタイト語の名詞変化の特徴は，単数のパラダイムに比べて，複数のパラダイ

　ムの発達が弱いことである．複数においては，（単数と複数の語幹が異なるいくつかの代

　名詞を除けば），具格と奪格に独立した形がなく，与・所格と属格との対立が中和さ

　れ，しかも単複の属格形が一致している．最後に，複数においては主格と対格の混

　同がしばしば認められる．これらの諸現象（特に主格と対格の混同）は，革新であると

　説明されなければならないが，これらの革新は，（他のアナトリア諸語との比較が示す

　ように），アナトリア共通語から継承された，複数のパラダイムの発達の弱さと関係

　していた．

　複数の諸格の二次的な性格は，とくにルウィ語に明らかにみられる．ここでは生物性

　の複数のすべての形が，接尾辞一nz一（歴史的観点からは，これは，鼻音の主音archipk・neme

　の形で表される鼻音の接尾辞と，印欧語の複数の指標である＊一s一との結合＊一N・s一として説明で

　きよう）をともなう，二次的な語幹からつくられる79．

　これをまとめれば，印欧語の複数諸格は，印欧語の複数の指標＊一s一と格語尾と

の結合に由来し，属格の語尾は生物性の場合には＊噸となる。そうすればあとで

みるように，無生物性の場合には＊一sになるということになろう．

　§191ガムクレリゼらの著書は，このような背景に立脚したものであると考え

られる．彼らは，上述のラテン語やスラヴ語の複数属格の形を＊一〇mであるとし，

サンスクリット，ギリシア語，リトアニア語などの長音の＊6をもっ形は＊一・m－s

に来源するものであると考える［G＆II268］．そしてこの＊一sはたとえば単数対格の

＊一・mに対する複数対格の＊一・ms，単数所格の＊一iに対する複数所格の＊一siにみられ
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るように，複数の指標であるとする．そうとすれば，属格の語尾には＊一・sと＊一・m

とが存在することになるが，イヴァーノフを含む著者らは，すでにみたイヴァー

ノフの説に従がって，ヒッタイト語ではともに単数並びに複数に用いられる輔

と一anのうち，・anは，使用は限られているものの，明らかにいわゆる共通性の名

詞に用いられるのに対し，一おは中性名詞にも，また共通性の名詞にも用いられ

ていることからみて，本来一anは活性名詞に，一aきは不活性名詞に用いられていた

とする［G＆n269］．この＊一・sは活性名詞の主格と同じ形をしていたために，下位方

言によっては混同を避けるために，＊一yo・によってこれを延長したとする．たとえ

ばサンスクリットv誓kゆ，ギリシア語Mκ・⊆「狼」＜＊wlk一・sに対する属格v誓kasya，

λ6ん・6・＜＊wlk一・s－y・のようなばあいである［G＆II270］．

　0語幹男性名詞単数主格の語尾＊一・sと対格の語尾＊・・mについては，明らかに

前者が活性名詞，後者が不活性名詞の主格の形であり，後者は後に中性名詞に発

展した不活性名詞の主格語尾＊一・mと同じものである［G＆II271－273］．

　そうとすれば，主格の場合と属格のばあいとは，生物性と無生物性の語尾が逆

になることになる．著者らはこの問題を次のように説明する．

　いま，ある名詞が他の名詞を規定する位置にあるとき，規定語が活性名詞であ

るか，不活性名詞であるかにかかわらず，被規定語が活性名詞であれば語尾＊一・s

を，また不活性名詞であれば語尾＊一・mをとったとする．このとき，規定語，被規

定語がともに活性名詞であるか，ともに不活性名詞であるときには，これは単な

る同格による規定関係であるとみなされ，やがて融合して複合語をつくった，と

いう．これに対して規定語が不活性名詞であって，被規定語が活性名詞であるば

あい，もしくは規定語が活性名詞であって被規定語が不活性名詞であるようなば

あいには・規定語は本来の主格語尾とは異なる語尾をとることになるから，これ

は機能的に主格と異なる語尾であると観念されなければならない．そうとすれば，

主格のばあいとは逆に，活性名詞は属格語尾として＊一・mを，不活性名詞は＊一・sを

とるということになる［G＆丑277－278］．すなわち，

　　　　　　　　規定語　　　　　　　　被規定語
1）生物性名詞語幹一〇s

2）無生物名詞語幹一〇m

3）無生物性名詞語幹一〇s

4）生物性名詞語幹一〇m

十
十
十
十

生物性名詞語幹一〇s

無生物性名詞語幹一〇m

生物性名詞語幹一〇s

無生物性名詞語幹一〇m

　ここで1）と2）とは複合語に転化し，3）と4）とが「形容詞」に転化した，とい

うのである．
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　これはなかなか興味深い説明である．これは共著者のイヴァーノフが，かつて

『ヒッタイト語』において，生物性に一an〈＊一・mが用いられるに至ったのは，部分

属格の一anが，生物性の対格に拡張された結果であるとした説明とは，明らかに

異なっている80が，『ヒッタイト語』にみられる解釈では，一Sの語尾の説明がむず

かしい．

　§192ガムクレリゼらによれば，与格の＊一eiと所格の＊一iも，本来は状況語とし

て用いられるものであって，前者は活性名詞に，後者は不活性名詞に用いられて

いたものであるが，やがて前者は与格の語尾として，後者は所格の語尾としてそ

れぞれ用いられるようになったという［G＆H286－287］．これは両者が同一の語尾で

あって，母音度を異にするにすぎないという，素朴な感覚をよく説明するものと

して興味深いが，そのためにはやはり論証が必要とされるであろう．

　少なくとも所格の語尾＊一iが不活性名詞に用いられていたという主張について

は，すでに述べたように，バンヴニストがこれを中性名詞ないし無生物性名詞の

対格形＊一yに来源をもつとしていることと，符合している．

　一方与格の語尾＊一eiについては，トロンスキーは男性・女性（すなわち生物性）の

語尾＊一eに＊一iが加えられてなったものであるとして，次のように述べている．

　　単数与格の語尾＊一eiは，＊一iが＊一eに加えられたものと解するのがもっともよい．

　男性・女性の双数に遡る＊一eに終わる形は，行為者であるかあるいは事物であるか

　にかかわらず，第二の対象を示すことができた．その後，与格は所格の＊一iを加える

　ことによって，具格と区別されるようになった81．

　印欧語の具格と双数の間に関連があることを主張したのは，トロンスキーによ

ればレヴィ（Lewy，Emest　I881－Ig66）であるという82．この考えは，単数与格と所格と

の間に関連があるという点で，ガムクレリゼらの所説と軌を一にしてはいるが，

印欧語の双数の格の体系が十分に発達してはおらず，ヒッタイト語にも，文法カ

テゴリーとしての双数がみられないなど，これが非常に古い起源をもっていたか

どうか疑わしいことから，十分に説得力があるようには思えない．バンヴニスト

は，たとえば印欧語の中性名詞＊dhr6bhyに由来する，ギリシア語のτρ6φ占および

接尾辞＊一ei一によって派生した形容詞＊dhr・bh6i一に遡るτρ・φ6⊆「栄養のよい，太っ

た」が混同したとする．この混同はオクシトンの音調をもつ中性形＊τρ・φ6の代

わりに＊一yに終わり，バリトンの音調をもつ古い中性名詞τρ6φ乙が中性形として

用いられていることによって，証明される，という．同様にして，＊一yによる古

い中性名詞＊6myから同じ接尾辞＊一d一によって派生したbρレーk「鳥，鶏」も，中
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性名詞と混同されてバリトンの音調をもち，「結局生物性に転換され，更1こ一み，

一秘によって延長された」という83．ここで一み，一奴一というのは，たとえば斜格

で6ρ朗・⊆のように変化すること，ルカ伝にみえる6ρ娠やその対格6ρ欺αのよ

うな形のあることを指していると思われる．序にいえば単数対格において6ρレ6y，

複数対格で6ρレ砺または6ρ広という別形があることが，辞書にみえる．

　この所説にみられるような事情を背景にして，与格の＊一eiが，本来の中性対格

形＊一y＞＊一iが接尾辞＊一eiの零階梯と混同された結果であるとするならば，＊一eiの形

が生物性に用いられたということは，十分に可能性があるといえよう．

　§193　ガムクレリゼらは，印欧語の人称代名詞複数一人称にみえる＊uei（＊ues）

および＊mesの形について，前者はスラヴ語のvy，ラテン語のu6sのように，二人

称複数にも現れているから，かつての包含形に由来するものであり，これに対し

て後者は排外形である，と述べている［G＆ll292］．確かに印欧語の人称代名詞の複

数一人称には＊we量一と＊mes一の二つがあって，方言によってそのいずれかが用いら

れていることは，以前からよく知られていた．たとえばサンスクリットvay－am，

アヴェスタva－em（古ペルシア語va胆m），ヒッタイト語weき，ゴート語weisなどに対

する古プロシア語mes，スラヴ語myのような場合である．ラテン語のn6sは対格

の形であるとされる84が，この場合には，＊no一の形も考慮されなければならない

であろう．

　いずれにしても，一般的にいえば，印欧語の人称代名詞にはさまざまな語根が

認められ，その相互関係がはっきりしなかったことは確かである．たとえばメイエ

は，「人称代名詞の形は言語ごとにあまりに異なるために，印欧語の状態を再構成

することはできないが，いくつかの特徴は認められる」85と述べている．ガムクレ

リゼ等は，印欧語においても，他の活格言語と同じように，複数一人称に包含形

と排外形の別があるとし，＊wei一の形が包含形，＊mes一の形が排外形であると主張

しているが，その根拠については「一般類型学的考慮に基づけば」活格言語には包

含事象としてこの現象がみられること，印欧語が活格言語であることを挙げてい

るにすぎない．私見にすぎないが，ここには三つの問題があると思われる．一つ

は一般類型学的な考慮だけではなく，印欧語にみられる入称代名詞的要素が，問

題となっている文法カテゴリーとして解釈できるかどうか，第二に＊wei一と＊mes一

の形がこれにあたるとして，なぜその一方を包含形，他方を排外形であるとする

のか，また第三に，その場合，要素＊no一にはどのような位置が与えられるのか，

という問題である［G＆ll292］86．少なくとも我々門外のものにとっては，必ずしも
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これらのことは，自明とはいえないからである．

　イヴァノーフによれば，イェンセン（Jensen，Hans1884－1973）が，1930年にすでに

印欧語の＊ne一が包含形であると述べているという87．しかしイヴァーノフによれ

ば，イェンセン自身は，必ずしもこの説に固執しなかったという．その後1969年

に至って，ヲトキンス（Watkins，Galve姐933一）は動詞の変化語尾と関連して，次のよ

うに述べている。

　　双数と複数の一および二人称には三つの基本的な形態素があり，それらの機能は，

　部分的に重なっている．＊一煕双数一人称，ただしヒッタイト語で複数一人称．＊一me

　複数一人称，＊鵡双数二人称および複数二人称．同じような状況が，人称代名詞に

　も認められ，そこでも同じ人称と数において，三っの相互に重なり合う形態素が存

　在する．＿．．，しかしほかならぬ双数および複数の一・二人称の領域における，これ

　らの動詞および代名詞要素の強い多値性は，著しいものである．少なくともこの状

　態の背後には，通常の印欧語とは異なったタイプの代名詞および動詞変化が存在し，

　そこでは代名詞と動詞が双数のカテゴリーをもたず，複数が二人称を含んだ一人称，

　二人称を排除した一人称（「私と他の人または人々」）を示す，と考えることかできる．

　そうすれば，語尾一煕，一me，一teおよび代名詞＊只e一，ne一（me一），浜首一が・本来これら三っ

　の機能に対応する指標であって，後に排外形／包含形の対立が失われ，双数のカテゴ

　リーが（名詞から9）一般化したことによって，新しく配置替えされたと，仮定するこ

　とができる．（しかし一1，Y．）この仮説はよくみても証明不可能である．これがそもそ

　も可能なものであるかどうかを決定するためには，類型学的な考えを導入すること

　が可能であろう88．

＊ne一の形は次のような分布を示している．すなわち，

双数一人称

S1．na，Gr．レの，Skr，nau，Av．na

複数一人称

（対）Lat．n6s，Av．na，Hitt．anz一論，Got．uns

（後僑辞，属・与・対）Skr，n⑳，Av，n6，S1，ny

　以上の外，スラヴ語の複数一人称代名詞の主格以外の格nas廿，nam丘，namiなど，

いわゆる所有代名詞のna営y，プロシア語の複数一人称代名詞のnusanなど．

　一方，＊we一の形は，次のような分布を示す．

　　　　　双数一人称

　　　　　　　　　　　Ved．vまm，Av．va，S1．v6，Lit、vε一du，Got。w＝』t

　　　　　複数一人称

　　　　　　　　　　　SkL　vay－am，Av．vaem，GoL　weis，Hitt・we善，

　　　　　　　　　　　Lit．mさs，OPruss，mes，SL　my
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　　　　　複数二人称
　　　　　　　　　　　Skr．yUyam，Av．y嘘吾ln，y嘘（後椅辞），

　　　　　　　　　　　Got．jus，Lit．」直s，OPruss，ious

　＊we・の形は，双数一人称と複数一人称に分布している点は＊ne一の形と同じであ

るが，両者の違いは，＊we一の形が，複数の二人称にも用いられているところにあ

る．包含形が，一人称のほかに，二人称の人物をも含める点にその特徴があると

すれば，そしてまた両者の違いが，包含形と排外形の違いであるとすれば，＊we一

の形が包含形にあたる蓋然性は，㌔e一のばあいより高いといえよう．イヴァノー

フも，この形が包含形であることについては，多くの研究者の認めるところであ

るとしている89．

　§194これに対して，＊me一および＊ne一のいずれの形が，これに対応する排外形

であるかについては，研究者の意見が必ずしも一致していないという．イヴァーノフ

によれば，たとえばイリッチ・スヴィトゥィッチ（Hπ五HH－CBHTb・q，翫aAKMHpMaPE・B四

1934－1966）は，＊me一の形が包含形であるとし，そのために＊we一の形を古い双数に

遡るものであり，「私とおまえ」を意味するものであるとしているという．しかし

この意味ならば結局は包含形になるとするイヴァーノフの批判は，あたっている

といわなければならないgo．

　＊me一はたとえば，

　　　複数一人称

　　　　　　　　＊mes　l　Lit，mさs，OPruss．mes，S1．my，Arm．mek

　　　　　　　　＊早s－me　l　SkL　asma一（一人称複数斜格の語幹），Gath酒hma，

　　　　　　　　　Gr、（Lesb，）6μμ6〈＊ασμ6〈＊穿一sme

　　　複数二人称

　　　　　　　　＊（j）us－me：Skr．yusma一（二入称複数斜格の語幹），

　　　　　　　　　Av．y船ma一，Gr．（Lesb．）むμμε〈＊わσμ∈

　この形が，複数一人称および二人称の＊nes一および＊wes一の零階梯＊ns一，＊us一に

＊me一の要素が附加されてなった形であるとすれば，これもまた包含形の条件を満

たしていることになる．この＊me・の要素については，高津はこれを単数形の類推

であるかと疑っている91．またバロウも，これを一人称単数の形に帰している92．

またこれらの形は，メイエは＊一s－me一としているが，高津は「主格以外の格はギリ

シア語とサンスクリット語に於て多くの場合に弱階梯＊ns，＊usに＊一sm一がついた

形をもっている．＊一sm一はSkr．ta－smai，ta・sminの如くに他の代名詞の格に見出され

4．名詞1257



るものと同一要素である」93とし，＊一sm一を考えているようである．このような説に

対してイヴァーノフは，この時期には＊斡，＊US一から＊一S一を分離することはでき

ないとして，批判している94．イヴァーノフによれば，エアハルト（Erhart，A．）は，

一般類型学的にいえば，包含形の一人称複数は，二人称の要素を含むとするフォ

ルヒハイマー（F・rckhe㎞er，p）の説を援用して，これらの形を包含形であるとして

いるという95．イヴァーノフ自身は，「＊ns－me，＊us－meという形はギリシア・アー

リア方言地域に限られているので，まだ印欧祖語において最終的な結論を得る可

能性はない」として，この問題に慎重な姿勢を示している．しかし，もし＊me一，

＊we一がともに包含形であり，これが排外形＊ne一に対立しているとしたばあいを含

めて，彼は次のように結論づけている．

　　　．このようなばあいには疑問が生じる．排外形の＊neと並んで，＊weと＊meと

　いう，二つの包含形が共存することをどのように説明すればよいか．この疑問に対

　する答を与えるのは，包含形と排外形の対立が認められる言語との，類型学的比較

　である．このような諸言語においては，排外性は，（単数および複数の三人称の人々をも

　補助的に含むが），聞き手を除く話し手の集合を示す形によって表すことができるのに

　対し，包含性は，（聞き手の単数と複数を補助的に区別する）話し手と聞き手の集合を示

　す形によって表すことができる．たとえば「（おまえ以外の）彼と私（たち）」，「（彼らぬ

　きの）おまえ（たち）と私（たち）」のようなばあいである．＿，，．これらの類型をもつ言

　語との類型学的比較は，＊weと＊meとが，異なった種類の包含形に属していたと仮

　定する根拠を与える．しかし（類型学的な解釈に基づき，それゆえに理論の発展の後の段階

　で変更する可能性のある）これらの仮説の信懸性は別にして，比較的遅い時期の印欧語

　諸方言において＊weと＊meとが，すでに方言ごとに相補的な分布にある，双数と複

　数の形態素として，現れていた96．

　以上述べてきたことからいえることは，この問題は，未だ多くの不明瞭な点を

残しており，簡単には結論を出すのはむずかしいということであろう．したがっ

てガムクレリゼらも，彼の結論にいたる道程をもう少し読者に明確に示すべきで

あると思われる．とくに彼の結論は，みられるように＊ne一についての言及がなく，

また＊me一を排外形とする点でも，上述したイヴァーノフの結論とも異なっている

ことを考えれば，この点の考慮がぜひ必要であったと，思われてならない．

　§195複数の主格については，すでにメイエが，たとえばp6tsに対する＊p・d－es

のように，＊一esの語尾を立て，単数属格との違いは，母音交替のいかなる痕跡も

ない点にあるとしている97．これは，ガムクレリゼらによれば，＊e／oの交替をとも

なうことがないことによって，複数が二次的に形成されたことを立証するものと
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される［G＆II282］．これに対して＊一mに終わる語形の場合，複数の指標＊一sが附加

されるとする．たとえば生物性の複数属格は，単数の＊一・mに対して複数は＊一・ms

になるという［G＆II282］．

　無生物性の名詞のばあいには，原則としてすでに述べたような「一般格jのみ

が存在するにすぎなかった．結果として，ガムクレリゼらは，生物性の名詞に対

して，次のような祖形を措定する．

　　　　　　　　　　　　　　　単数　　複数
　　　　　　　　　　活格　＊一S／＊一〇S　＊一es

　　　　　　　　　　属格　＊一〇m　 ＊一〇m－S

　　　　　　　　　　不活格　　　＊一［o］m　　＊一［o］m－s

　ヴァイヤンは複数属格の語尾について，スラヴ語あるいは古アイルランド語，

ウンブリア語などのばあいには＊一〇nもしくは＊一・mを想定しなくてはならないが，

ギリシア語，リトアニア語のようなバルト諸語などでは＊一6nあるいは＊一〇mの形

をとっていたとせねばならない，またラテン語の一umについてはどちらか判断で

きない，としている．ここから彼は，この語尾の母音が長音であるものは，幹母

音＊一・一に＊一・nが附加された形＊一・一・nの縮約された形ではないかとしている98．し

かしもしこの語尾が＊一・msであったとすれば，語尾の長母音は＊一sの脱落による，

代償延長の結果であるということになろう．

　一方シャントレーヌ（Chantraine，Pierrel899－1974）によれば，ギリシア語の複数対

格は，ボエオティア方言，ドーリア方言ではλ膿晒のように一6sの語尾をもつの

に対し，テッサリア方言，アルカディア方言などでは一・S，レスビア方言では一。is，

アルゴス方言では一・nsの形をもつとし，これらがギリシア共通語の＊一・nsに遡る

としている99．したがって複数対格については，これはガムクレリゼらの措定し

た形と一致するが，周知のように古典ギリシア語の複数対格の語尾は一・USである．

そうとすれば，この語尾が少なくとも＊・sの要素をもっていたであろうことは確

認できるものの，ギリシア語では，同じ形の＊一・nsが，属格と対格とで異なる取

り扱いを受けることになる．たとえば0語幹男性および中性対格の＊一・mが，ス

ラヴ語で男性と中性で異なる扱いを受ける例もあることは確かであるが，少しく

気になるところではある．

　§1％　無生物性あるいは中性名詞のぱあい，単数属格はすでに述べたように，

＊．。sの形をもち，他の斜格も漸次構成されてきたが，複数は本来存在しなかった

ために，複数の格体系が発生するのは，生物性よりも遅れたとされる．とくに主・
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対格は＊一aを語幹とする単数の集合名詞によって補充されたというのが，ほとん

ど定説になっている．そしてやがて生物性の中から女性が分岐したときにも，こ

の同じ語幹が使用されたというのも，ほとんど定説といってもよい．

　たとえばヴァイヤンは，中性名詞複数の＊一aについて，「この語尾は塩に終わ

るタイプの主格単数の語尾と同じであり，中性複数がかつての単数集合名詞であ

り，二次的に生物性の複数の変化を斜格にとった一．…ことがわかる」100と述べて

いる。

　これも周知のことであるが，＊一aの構成をもつ印欧語の古い中性名詞の複数の主

語に，しばしば単数の動詞が用いられていることが，これが本来集合名詞であっ

たことの証左であるとされている．たとえば，

　　Gr・Hom，6σαφOλλακαど凌レθ6αγ御レ6τα占めρη

　　「ように　木の葉（中性複数主・対格）と　花（中性複数主・対格）生じる（三人称単数）

　　季節に（与格）」二「木の葉と花が季節に生じるように」

　　Skr、Ved。dh馨nave　dhτyate　dhana

　　「勇敢な人に（与格）与えられる（三人称単数中動）富（中性複数主・対格）」＝「勇

　　敢な人には富が与えられる」101

　またヴァイアンは，名詞の主格の語尾＊・iあるいは＊一貢の存在からいわゆるschwa

ind・germanicumの㌔の存在をここにみているIo2．ガムクレリゼらが，この要素

を＊一aHに遡るとしているのも，このような事情に基づいていると考えられる．イ

ヴァン・ドブレフω。6peB，HBaH　lg38）の『古代ブルガリア語文法』103には「始原的

名詞接尾辞一H2一」という項が設けられている104．H2というのは，いわゆる＊一∂2に

あたるものであるから，上述した印欧語の＊一aは＊一eH2の形をもつことになる．こ

れについてドブレフは次のようにいう．

　　．．、．．語尾の＊一aは，＊一eH2に由来するもので，H2指標を含む一単・主・対Mro＜

　＊美ug．・と複・主・対Hraく＊真ug－e－H2は，同一接尾辞を含んでいるが，ただし二つの

　異なる階梯である対応階梯（乞．ε，いわゆる・階梯）と正常階梯（乞．e．e階梯）としてであ

　る．四aの原形においては，正常階梯の接尾辞の後ろに，非分割（一括）多数性指標

　H2があったのである．我々は，この指標を，中性複数主・対格形の指示代名詞CH

　＜＊k’一i－H2にもみておかなくてはならない．4男・単・主，Cb「これ」〈＊k’一i－s；cn

　〈＊k，一i適2は女性単数主格でもある．言い換えれば，女性単数主格と中性複数主・対

　格CH＜＊k’一i－H2の，男性単数主格Cb＜＊k’一i－s「これ」に対する関係は，女性単数主

　格と中性複数主・対格Ta＜＊t－e－H2の，男性単数主格丁ち＜＊t一・一sに対する関係と同

　じである．
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　ガムクレリゼらはこの議論を一歩進めて，女性名詞の単数主格の語尾を＊．aHs

であり，中性名詞の複数主・対格の語尾を＊一aHであったとする．ドブレフにした

がえば前者は＊一aH2s後者は＊一aH2ということになる．しかしガムクレ！リゼらは，

女性名詞の単数主格における要素＊一sの存在についての資料的な証明は，試みて

いないようにみえる．彼らはこの両者が混同されて，ともに＊一aの語尾をとるに

至ったというのである．この仮説は，とくに生物でないものについて，なぜ女性

名詞になったか説明できない例が多く存在することに，一応の説明を与えること

ができるが，立証がむずかしいというらみが残ることは否めない．

　§197　ガムクレリゼらは，ヒッタイト語においてamme1「私の」，tuel「おまえ

の」，apel「彼の」のような独立の所有代名詞に対して，前椅辞の一mi営，一mit「私

の」，一聴，一tit「おまえの」，一崩，一蓉it「彼の」のような系列が存在し，前椅辞の系

列がたとえばattaき一mi訂私の父」，e辿盛mi計私の主人」，k彌ara菖一mi計私の手」，

ker－met「私の心」，至aman－mit「私の名前」，pbmit「私の家」のような名詞にっくこ

とを挙げて，前僑辞の系列が非分離所有を，独立の所有代名詞の系列が分離所有

を表していたと主張する［G＆II289－290］．

　ここに挙げられた例のみからすれば，確かにクリモフのいう，非分離所有のば

あいに前侍辞の系列が対応しているかにみえる．しかしたとえそうであったとして

も，この結論がもしヒッタイト語のみに基づいているとすれば，これはいささか大

胆にすぎるように思われる．また，たとえばローゼンクランツ（R。senkranz，Bemhard

lgO3一）の，「古ヒッタイト語は前俺辞の所有代名詞を持っているが，新帝国の言語

はその代わりに人称代名詞の属格の形を用いている．他の言語において所有代名

詞が確認されることから，これは人称代名詞の斜格に依拠した新しい形成物であ

ろう」lo5として，これを時代的に異なる層に属するものとする見解もある．いずれ

にしてもこの問題については，専門家の研究をまつほかはない．

　また著者らは人称代名詞の一人称複数の主格形が，たとえばSkr．vayam，Av，vaem，

G・t．weiき，Hit．we蓉，T・kh．B　wes，Lit．mさs，Sl．my，Arm．me長のように，言語によって，

あるいは＊wei一／＊wes一を，あるいは＊mesのような形を想定させるのは，前者が包

含形を，後者が排外形を表していたと考えれば，よく理解できるという．そうす

ればたとえばリトアニア語の双数形v邑一du，あるいはスラヴ語のv6，ゴート語の

witなども，包含形＊wei一／＊wesに来由するものとして，よく理解できることになる

［G＆H291－293］．この点に関しては，すでに述べたようにヲトキンスもこの説をとっ

ている106．
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動 詞

　§198　印欧祖語が活格言語であるとすれば，当然，動詞も，少なくとも活格動

詞と絶対動詞，ないしは不活格動詞の二種に分かたれなければならない．ガムク

レリゼらは，これについて次のように述べている．

　　最古の印欧語の状態について再構成される，活性・不活性という特徴による名詞

　の二分類法は，名詞変化の体系のすべての構造的包含事象を伴うが，これは当然・

　動詞およびそれから派生したもののすべてを，二つの構造的・意味的クラスに分け

　るという結果に導く．もっぱら活性の行為者と結びつく活格動詞のクラス，および

　統語的に不活性の名詞と結びつく，不活性動詞のクラスである．

　　このように，名詞の二分法的分類によって誘導された二つの部分集合に動詞の集

　合を分割することの結果，動詞が表す意義が活性のものであるか，不活性のもので

　あるかという，二つの基本的なクラスによって，自然に動詞の諸形式の類別ができ

　てくる［G＆H293］。

　　印欧語の動詞諸形式の分類の初原的な原理は，名詞の分類とは無関係な動詞の諸

　形式の意味的な対立原理によって，動詞を他動詞と自動詞に分けることではなく，

　それらが表すのが動詞の行為であるか，状態であるかという性格によって，動詞を

　活性のクラスと不活性のクラスという，意味的に誘導された分類を行うところにあ

　る［G＆II294］．

　ガムクレリゼらは，このような認識に立って，印欧語のいわゆるMI変化を活性

動詞（活格動詞）のクラス，HI動詞を不活性動詞（絶対動詞）のクラスと考える［G＆II

296＆seq．］．

　周知のように，印欧語の語尾には，いわゆる一次語尾と二次語尾とがあるとさ

れ，その形は能動形では次のように措定されていた．

称
称
称

人
人
人

一
二
三

　
数

　
単

複数　　三人称

一次語尾
＊、mi＊一6

　＊一si

　＊一ti

＊一nti

二次語尾
　＊一m

　＊一S

　＊一t

＊一nt

　よく知られているのように，印欧語の名詞および動詞は，いわゆる語幹形成母

音＊e／・をともなう語幹によって変化形がつくられるテマティック動詞と，これを
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もたないアテマティックな動詞とに分かれる．一次語尾の単数一人称に二つの形が

みえることに関して，メイエは＊一6の形をテマティック動詞のばあい，＊一miの形を

アテマティック動詞のばあいとしている亘07．たとえばGr．6乞μ6「ある」＜＊es－miに

対するGr．φ6ρω，Lat．∬er6，Got．bafra「運ぶ」〈＊bher－6など．

　すでに述べたように，メイエの時期の比較文法は，未だギリシア語，サンスク

リットが，祖形の再構成に際して決定的な意味をもつとされている時代から，完

全には脱却してはいなかった．メイエ自身も，能動の語尾というタイトルの下に，

括弧つきで「ギリシア語とインド・イラン語派における」という断り書きをつけ

ている．

　一次語尾と二次語尾との区別であるが，前者は直説法現在（未来），後者は直説

法未完了過去とアオリスト，および希求法に用いられるとされていた．また接続

法のばあいにはそのいずれの語尾が用いられるかは，定まっていないとされた108．

　いわゆる中動の語尾は，メイエによって同じようにして次のように措定され
た109．

　　　　一人称
単数　　二人称
　　　　三人称
複数　　三人称

一次語尾
　＊一（m）ai

　＊一sai

　＊一tai

　＊一ntai

二次語尾
　＊一i（？）

　＊一SO

　＊一to

　＊一nto

　一次語尾と二次語尾の区別は，言語によっては，あまりはっきりしないものが

ある110．

　二次語尾の単数一人称の＊一iに疑問符が附されているのは，たとえばサンスク

リットではa－bhare「私は運んでいた」＜＊e－bher－o・iのようになるのに対して，ギリ

シア語ではとφ∈ρ6μηレ「（やっと）到達しつつある」〈＊e－bher一・一manのように，＊一man

の語尾をもっているというように，インド・イラン語派とギリシア語でも，すで

に語尾が異なっているからである．

　§199　少なくとも能動形の人称語尾において，従来一次語尾といわれてきた，

＊一mi，＊一si，＊一ti，＊一ntiなどが，二次語尾といわれてきた＊一m，＊一s，＊一t，＊一ntに要素

＊一iが附加されて，二次的に形成されたものであることは，いろいろなところで，

指摘されている．たとえばバロウは，

　　一m，一s，一t，一an（t）の系列と，一次語尾の一mi，一si，一ti，一antiとの相互関係は，現

　在時称の指標としての小辞一iが，後者の系列の二次的な附加物であると仮定するば
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　あいにのみ，説明できる．同じように命令法の語尾一tu，一antuにおいては，小辞一u

　が同じ基本語尾に附加される．これはとくに，次のことからも明らかになる．この

　同じ要素一iと一uは，たとえばギリシア語のφ6ρα（φ∈ρ6＋占），ヒッタイト語の菖akki

　「知っている」，およびヒッタイト語の也iクラスの命令法の形aku，dau（盛r死ぬ」，

　da．r取る」）のように，人称語尾をもたない形に独立して現れるのである．このt一な

　どに対する一iの附加は，二次語尾しか存在しなかったより古い時代があったことを，

　物語っている．「一次語尾」の体系，すなわち現在時称は，過去諸時称の「二次」語

　尾に基づいてつくられたのである．オーグメント（augument，過去を示す接頭辞a一で，

　第二次語尾をともなう時・法の語根部の前に阻加されるa、m）のない過去時称とインユン

　クティフ（すなわちオーグメントをもたない未完了過去とアオリスト）は，印欧語の現在・

　アオリスト体系の第一次の基礎をなしている．

　　一次語尾と二次語尾との相違が印欧語期に完全に成立したというのは，ありそう

　もないことに思われる．たとえばギリシア語は複数一人称と二人称を区別しない（一

　次・二次一μ∈μ）が，これは他の言語にも共通している（古代スラヴ語nesemU，nes・m近，

　G。t．b血dam，輌t㎜，わudum）112．

　スラヴ語のばあいにも，青年文法学派以来，アオリストの単数二・三人称の語尾

は，この図式によっていたと思われる．スラヴ語においては，周知のように，アオ

リストには大別すれば三種あり，その第一は語根に直接語尾が附加される，いわゆ

る単純アオリストであり，第二は語根に印欧語のアオリストの指標＊一s一がついて成

立した，いわゆるシグマのアオリスト第一形，ならびに，このシグマの前に語幹

形成母音がつく，シグマのアオリスト第二形がこれである．単純アオリストのばあ

い，たとえば，idti「行く」〈＊ei－dh一は，id廿＜一・m，ide〈＊一e（s），ide＜＊一e（t）のよう

になるという．ベセーヂナ・ネヴズドローヴァ（BeceAHHa．HeB3八。p。Ba，BepaHa瑚。BH翫）

は，単数二・三人称のide・複数三人称のidサのような形について・明示的にこれら

が「開音節の法則によって」，それぞれ＊一es，＊一etおよび＊一・ntから，末尾の子音を

脱落させることによって成立したものとしている113．1966年に出版されたヴァイヤ

ンの『スラヴ語比較文法』の第3巻においても，この点については変更がない1且4．

またこの形は，レスキーンによれば，単数二・三人称を除いて，母音度がe階梯で

ある動詞からはつくられないというll5．シグマのアオリストの第一形は，語幹末の

子音によっていくつかに下位分類されるが，たとえばveΦ「導く」のばあい，レス

キーンのいう制限によって単数二・三人称以外はe階梯をとることができず，延長

階梯となって，v6曲＜＊w6－s一・m〈＊wedh－s一・m，ved－e＜＊wedh－es，vede＜＊wedh－et，

v6se＜＊wedh－s－entのようになることになる．またシグマのアオリスト第二形は，語

根に語幹形成母音が附加されるもので，たとえばrek6「言う」は，rek・x益く＊rek一・一
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s一・m，reこe＜＊rek－es，re己e〈＊rek－et，rek・㊥＜＊rek一・一肥ntのようになる．上述した

ことから明らかなように，アオリスト時称の全体を通じて，単数二・三人称の形

は，語根アオリストからの借用である．これらのアオリストは，その構成から明

らかなように，単純アオリスト，シグマのアオリスト第一形，シグマのアオリス

ト第二形の順に，新しい形であることが，容易に推定される．

　古スラヴ語の古層をなす一定の動詞において，シグマのアオリストの二・三人

称に一tの形がみえることに関して，これが印欧語の完了形の単数二人称の語尾

＊一stha，（Skr．v6曲a，Gr，（F）・Zσ一θα，G・t，wais－t「おまえは知っている」）に対応するという

考えもあるが，＊一sthaならば一t・になるはずであること，およびスラヴ語の語根の

形が，印欧語の完了形に特徴的な・階梯をもっていないことから，ヴァイヤンは

このような考えを排して，単数三人称の語尾＊一tが，リエゾンのような特殊な環境

のもとで残り，それが語尾を失った単数二人称に一般化したと考えている116．し

かしこの説明には無理があるように思われる．

　§200一方ヒッタイト語の解読と，この言語の研究の進展の結果，この言語で

は，動詞の構造は，それ以前にギリシア語あるいはインド・イラン語派の事実か

ら推定される，印欧祖語の構造とはかなり異なって，非常に単純であることが，

明らかになってきた．たとえば数は単数と複数の二数のみであり，双数の痕跡が

みられないこと，時称が現在と過去の二時称のみであること，能動と中動の形は

あるが，受動の形が欠けていること，などがその主なものである117．また他動詞

変化については，この言語ではいわゆるMI変化とHI変化の対立がみられる．こ

れはおおよそ次頁に挙げるようなものである．

　ここで現在形の語尾にしばしば認められる，選択的な要素一ti一と一ri一のうち，一ti一

は，ヲトキンスによれば，印欧語の小辞＊dhiに起源をもつものであり，一ri一はイ

タリア語派，ケルト語派の一rと同じ来源をもつとされる118．

　§201イヴァーノフによれば，内的比較の方法によって，印欧祖語の動詞に，

ヒッタイト語にみられるような二つの系列が存在していることを，最初に指摘し

たのは，1907年のペデルセンの論文であったという119．彼はその後，ヒッタイト

語が解読されたのちの1933年に至って，この説を発展させた論文，「印欧語とウ

グロ・フィン語との親近性の問題に寄せて」mを発表したという．この時期にはペ

デルセンは，両者の対立を他動詞と自動詞の対立であるとし，ヒッタイト語の資

料に基づいてこれを単数＊一m（i），＊一s（i），＊一t（i）および複数三人称＊一（e）nt（i）の系列，
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能 動 形

MI変　化 HI変　化

現在

単数

一人称

二人称

三人称

復数

一人称

二人称

三人称

数
数

単
複　

去
　
過

一人称

二人称

三人称

複数

一人称

二人称

三人称

、mi

一菖i

一（Z）zi

ドぜ　っ　ロ　じ　

一善i（一t，一t＆）

　ロt，　一ta

　一he，・hi

　　閣ti

－i（まれに一ai）

一ucni（．uan星）

　　一teni

　一（a）nzi

　也un
－ta，一S1，一ta

－S，　一ta，　一sta

一uen

－ten

－er

中 動 形

MI変　化 HI変　化

現在

単数

一人称

二人称

三人称

一人称

二人称

三人称

過去

複数

一人称

二人称

三人称

複数

一人称

二人称

三人称

　　一ha

　　　“ta

　　一（t）a

一幡ta，一幡ta（ri）

一duma，一tuma（ri）

一anta，一anta（ri）

一皇ati，一息aむati

　　－tati
　　．（t）ati

＿ua菖tati

一antati

一ha（ri），一haha（ri）

一ta（ri），一ta（ti）

　　一（t）a（rD

　－uおta（ti）

　一dumat

一hat，一hahat

－tat，（一ta）

一（t）at，（一ta）

一ua菖tat

．dumat

　　121－antat

ならびに＊一a／一6，＊tha／一e（i〉，＊一e／一e（i）および＊一ず22の系列であるとした．彼によれば

前者はもっぱら他動詞的な意味をもち，後者は自動詞的な意味をもつとされた123．

そして彼は後者の系列にテマティックの変化，ヒッタイト語の理変化，他の印欧

諸語の完了形が遡るとしたという124．

　一方，イヴァーノフによれば，1932年にスタング（Stang，GhristianSchweigaardI900－

1977）とクリヲヴィッチとが，まったく別々に，印欧語，とくにヒッタイト語の中

動相の語尾が，結局のところ完了形の語尾と同じものであることを発見した125と
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される．しかしペレリムーテルによれば，完了形が本来相的意義をもつものであっ

たとする主張は，印欧語の完了形と中動相の語尾が相互によく似ており，一部共

通していることが明らかになってきた30年代から，行われるようになり126，最近

になってこの問題はさらにクリヲヴィッチ，バーデル（Bader，F．）によって，論じら

れたが，「上述の観点の擁護者によって利用されている論点は，完全に証明された

ものではなく，これに対しては重大な反論が可能であ」って，「印欧語の完了形の

人称語尾と印欧語の中動の人称語尾とがどれぐらいたがいに似ているかという問

題は，まだ解決にほど遠い」127としている．

　イヴァーノフによれば，一方ではヒッタイト語が印欧語の古層を知る上で鍵と

なる位置にあること，「．．＿．およびとくにヒッタイト語においてmiに終わる語根

動詞と皇iに終わる語根動詞が対立していること，また他方ではアーリア・ギリシ

ア語の持続的語根とアオリスト語根が対立していることに基づいて，印欧語の動

詞に二っの系列が存在するという理論が1957年に提起され，後に印欧語，並びに

バルト語およびスラヴ語に関して展開された」128という．彼はこれにあたるものと

して彼自身の論文5点，彼とトポローフ（T。∬・p・B，翫a八斑MHp翫m五aeB四1928一）の共

著になるもの1点，トポローフのもの2点を挙げている．これらはいずれも1957

年から1968年の問に書かれたものである129．

　§202　たとえばトポローフは，1961年に発表した論文「スラヴ及びバルト語の

動詞の発達の問題によせて」130において，印欧語比較文法における，ギリシア語

およびインド・イラン語派の支配的な位置を否定すれば，祖形の再構成が，従来

認められてきたものとは，異なったものになる可能性のあることを論証しようと

した．

　従来の研究方法によれば，「．．．…バルト語およびスラヴ語の形のかなりの部分

は，上述した古代諸語の対応する形に，一方的に依存するものであることになり，

対応のないバルト語およびスラヴ語の諸事実が，新たに生成したものとして取り

扱われたために，印欧語の状態の再構成，とくに動詞の分野にとって，それらが

もつ意義が，概して非常に小さいものになった．何らかの意味をもつものは，他

の古代諸語にも存在していたからである」131と彼はいっている．

　この中で著者は，バルト諸語とスラヴ諸語にはインド・イラン諸語やギリシア

語にみられるような，一次語尾と二次語尾の整然とした対応はみられないが，ア

テマティックとテマティックの対立はよく知られていたとし，テマティックの動詞

の三人称単数の語尾とされる＊一tについて，次のように主張している．すなわち，

5，動　詞　　267



　　バルト諸語では，三人称単数に対して，通常語尾一tを想定し，語末の音韻変化に

　よってのちに消滅するとする．トラウトマン（Trautmann，Re血h・1d1883－1951），エンゼリ

　ン（Enzehns，Janis1873－1961），スタング（Stang，christianschweigaard19004977），オトレンブ

　スキー（Otrebski，」an1889－1971）およびその他の，この問題について書いている学者

　達も，そう考えている．もちろんバルト諸語自身に一tの痕跡すら，示唆するものが

　何もないだけでなく，ここに一tが存在しなかったことを示す，いくつかの事実が存

　在することから，言語学者は，他の印欧諸語の，既知の資料から出発する。もしこ

　れこれの言語において三人称単数に一tiと一tがあり，バルト諸語では，（アテマティッ

　クの変化の）一tiがあるとすれば，いまでは語尾のない形をもつ現在三人称単数にも，

　一tがあったに違いない，というのである．

　　これと関連して，一見したところではこの点でバルト語の諸方言とは本質的に異

　なっているようにみえるスラヴ諸語も，想起される．しかしこのような行論は，正

　しいとはいえない．たとえいくつかの，一tを保存，使用するための保守的な条件が

　存在しているときにすら，三人称単数の形の一つとして，この一tの痕跡をとどめる

　ものはない．少なくとも．．…・かなり長い期間にわたって，三人称単数に一tを想定す

　ることは，疑いもなく不可能であるB2．

　ここからトポローフはさらに論を進めて，＊一mi：＊一s三：＊一ti＝＊一m：＊一s：a，という

比例式からar臨＊一tという形が得られるにしても，そのためには＊一mおよび＊一sと

いう比例の項が正しくなければならないとする．「しかし実際にはバルト諸語に

は，現在も，また文字以前の時期にも，我々が知る限り，一人称単数において一m

（あるいは一mに由来する一n）は存在しなかった．このことはおそらく皆が同意するで

あろう．そのかわりに一連の印欧諸語によく知られている，一6変化が存在するが，

これが古いものであることには，いかなる疑いもない．ラリンガル理論の業績に

照らして明白になった新しい資料も，また古代に一6変化が，たとえばアヴェスタ

の一baraに対する古代インド語のbharamiのような，外ならぬインド・イラン語派

に認められる語尾に対して，優越していたことを示すすでに以前から知られてい

るいくつかの事実が，このことを物語っている」133と，彼はいう．

　次に「テマティック変化の二人称単数に関していえば，この場合にも我々は一s

を示唆するどのようなものも，見出せない．この一sを通常想定するのは，すでに

語尾一tの分析に関連して批判したのと同じ考え方に起因している」134と著者は指

摘している．

　以上から，の＝＊一tとすることは，はなはだ疑わしいということになり，もし

そうとすれば，＊一m，＊一sという項そのものについても，再検討の必要がでてくる．

著者は東バルト諸語の二人称単数の一ie〈＊一eiから，ギリシア語の現在二人称単数
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．砺あるいは古アイルランド語のberi＜＊be諭のように135，かつて＊一eisの形が存

在していたとしても，要素一sは後で附加されたものにすぎないとする．トポロー

フは，スラヴ語の一蓉iの形は，アテマティックの＊一siと＊一eiの混同の結果であり，

これはたとえばプロシア語の一se三／saiが，＊一siと＊一eiの混同の結果であると思われ

ることと，並行しているという．ここから彼は「．．．．．．すべてのバルト諸方言のば

あい，すでに40年前にエンゼリンが指摘したように，現在二人称単数＊一eiから出

発しなければならない」という．

　§203三人称単数については，彼は次のようにいう．

　　バルト諸語のテマティック変化の現在単数一人称にも，また二人称にも，アテマ

　ティック変化の，同じ人称に認められるものと並行する語尾が存在しなかったとすれ

　ば・スタングが考えたように，アテマティック変化の・tiに対応する，テマティック

　の動詞の単数三人称に，かつて一tが存在していたとすることはできない．ここでは

　中・受動相のいくつかの動詞において，ヒッタイト語の一hi（HI）変化の単数三人称で

　語尾が欠けていること・古代ギリシア語の単数三人称の一αで終わる形を引くことが

　できよう．このばあいかつて一tが存在したとしても，それは二次的な要素であった．

　　これらすべての事実，および一連の他の事実は，我々が知っている印欧語の諸方言

　の発展の最も古い時期に，現在三人称単数の機能をもって用いられた，語幹だけの形

　が存在していたことを示している．．…・．現在変化を過去変化と比較すれば，古バルト

　語期に特徴的であったのは，次のような変化の図式，すなわち，一6，一（e）i，一（零語尾）

　である．このような状態は，バルト語圏にとって，初原的なものであったと考えな

　ければならないであろう．上述の変化のその後の発達の歴史にみられる，いくつか

　の事実は，このような体系がきわめて古いものであり，少なくともその古さにおい

　て，インド・イラン諸語，古代ギリシア諸語，あるいはイタリア語派の諸方言から

　知られているものを，凌駕しているという考えに導くB6．

　このような考えに基づいてトポローフは印欧語に二つの変化系列があったと想

定する．そうすれば，たとえばテマティックな変化において，現在単数一人称の

語尾が，バルト語では＊一6を想定させるのに対し，スラヴ語では＊一6mを措定しな

ければならないことも，＊一miと＊一〇という，二系列の変化語尾の混同に由来する

と考えることができる137．

　トポローフは単数三人称の語尾の＊一t一という要素は「＿文献時代に直接先行

する時代に，テマティックのクラスのなかで，（iに終わる）第4クラスのみ」にみら

れ，これがやがて他のクラスにも一般化したのではないかという仮説を提示して

いるB8．
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　以上大ざっぱにみてきたように，トポローフのこの論文の意義は，青年文法学

派以来伝統的に継承されてきた，印欧語の動詞体系の見直しを迫るところにあっ

たと考えられるが，ここで注目されるのは，アテマティックの動詞が，テマティッ

クな動詞よりも古いものであるとする見解に対して，テマティックの動詞が古い

来源をもつこと，ならびに印欧語にはヒッタイト語にみられるように，動詞の変

化に二っの系列が存在していたことを，主張していることである．このあとの点

に関していえば，たとえヒッタイト語の動詞変化に二つの系列があったとしても，

そのことから直ちに，これらの系列が印欧祖語に存在していたことを証すること

にはならないから，トポローフの内的比較による，スラヴ語に関するこのような

主張は，印欧語におけるこれらの語尾の存在を立証するために，ぜひとも必要な

ものであったと，考えられる．

　§204クリヲヴィッチは，1964年に書かれた『印欧語の屈折カテゴリー』におい

て，印欧語にはかつて動詞の変化語尾に＊一m，＊一s，＊一tの系列と＊一興2，＊一t，＊一φの

系列が存在していたこと，そして完了と中・受動medi・一passiveとの間には密接な

連関があり，その関係は能動の現在形とアオリスト形の関係に並行していたこと

を述べている．すなわち，

　　　単数能動現在アオリスト　完了　中・受動アオリスト
　　　ー人称　　＊16ukom　　　＊luk6m　　＊16uk一∂20　　　＊luk一∂26

　　　二人称　　＊16ukes　　　＊luk6s　　＊16uk－tax　　　＊luk－tax

　　　三人称　　＊16uket　　　＊luk6t　　＊16uk－e　　　　＊luk－6

　完了形の起源は，著者によれば，機能的に後に＊一t・一によって構成されるに至っ

たものと同じ＊一6による動詞的形容詞の語幹に，＊一e2・，＊一ta・がそれぞれ一人称な

らびに二人称に附加されたものであるという．たとえば＊ghWen－6「彼は殺された」，

＊ghwen一貧26「私は殺された」，＊ghwen－t6・「おまえは殺された」のようなものである．

　本来の機能は著者によれば三つあり，一つは「殺されつつある」のような未完

了のもの，第二は「殺されている」＝「死んでいる」のような，状態を表すもの，

第三は「殺された」のように，完了的（アオリスト的）なものであるという．

　この＊ghWen6が動詞の体系に組み入れられ，＊g鍵6neのように変化すると，第

一，第二の機能と，第三の機能とが分化し，この形は第一および第二の機能をも

つに至り，第三の機能は＊ghWen6＞＊ghWn6が受け持つようになるという．また第

一の機能と第二の機能の分化は能動の語幹が中動に入り込むとともに起こったと

いう．このばあい，最も古い形はそのまま残って，完了形になったというのであ
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る．著者が語根＊共eug一「繋ぐ」によってこれを例示しているところに従えば・次の

ようになる．

　　　　　　　現在中動　 ＊兵ung－6　＞　＊美unk．t6

　　　　　　　完　　　　了　　＊更6uge
　　　　　　　アオリスト中動　　　＊三ug－6　　＞　　＊iuk－t6139

　クリヲヴィッチのいうように，完了形と中動形が同じ起源をもち，能動形と対

立していたとすれば，前者が状態動詞あるいは自動詞に由来し，後者が行為動詞

あるいは他動詞に由来する確率は高いということができよう．しかしこれが状態

動詞と行為動詞の対立であるのか，あるいはまた自動詞と他動詞の対立であるの

かについては，これまでの議論でははっきりしないように思われる．

　これに対してガムクレリゼらは・＊一miの系列がたとえば「人が獣を殺す」のよう

に，行為者と被行為者とがともに生物であるときに用いられるのに対して，＊一Ha

すなわち＊一受3・の系列は，たとえば「人が石をおく」のように，行為者が生物で

あって，被行為者が無生物であるときに用いられるとする．

　また＊一Haの系列は，一人称＊一Ha，二人称＊一t［h］Ha，三人称＊一eの形をもつが，

このうち三人称の形は本来無生物を意味上の主語とする状態動詞に用いられるも

のと同じであるとする．したがってこれは本来一人称あるいは二人称の形をもた

ないはずである．このこと，および一人称と二人称との形を比較すれば，＊・Haの

要素が共通することから，著者らは一人称の形は＊一¢一Ha，二人称は＊一t［h］一Haに分

解でき，＊一φ一は一人称の行為者を表し，＊一t【hLは二人称の行為者を表す要素である

とする．これに対して＊一Haの部分は無生物の被行為者を表す要素であるという

［G＆H296－299］．

　この言語が能格言語ではなくて活格言語に属するものであるという根拠は，お

そらく印欧語に広く認められる補充法suppletivismによる動詞の形成にあると思わ

れる．たとえば「存在する」を意味する語根＊es一はHitt．膳mi，膳zi，Skr．as－mi，as－ti，

Gr．dμ6，とστ‘，Lat．sum，est，Sl．es－mi，es－tfのように，一miの系列に属しているが，こ

れに対して同じ意味をもつ語根＊bhuH一はSkr．per£ba－bh丘va，Gr．per£π6φOκα，Lat．

per£fui，OE　be・mのように，＊一Haの系列に属する語尾をとる．これらが完了形に

現れることから，これらは元来状態を表す独立の動詞であったと考えるわけであ

る．同様にして，

　　　「横たわる」＊ses一：Hitt．善e菖一zi，Skr，sasti「眠る」

　　　　＊k［hje渓一：Hi七t．kittari（中動），Gr．κ∈57飢，SkL‘6te

　　　　（従来の表記＊kei一）
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　　　「立つ」＊stEh】aH一：Gr．rστημ乙，Skr．t減hati，Av，hi菖taiti，Hitt．t典mi

　　　　（従来の表記＊sta一）

　　　　＊or一：Hitt．a屯砲ari「起きる」，GL動τ・，Lat．・ri・r「起きる」

　　　「座る」＊es一：Hitt．e菖一zi，Gr．玩τα占，Skr．孟ste

　　　　＊set’一l　Skr．s記a（完了）［G＆II295］

　　　　（従来の表記＊sed．）

　これらの語根が，下位諸方言において一つの動詞の変化形式に統合されている

事が多く，語彙的意義が同じか，きわめて近いものであった可能性が強いことは，

確かである．しかしこの現象について何か確定的なことをいうにはまだ時期が尚

早であるような印象を与える．

　序にいえば，クリモフは，印欧語がかつて活格言語であった可能性に触れ，＊一s

をもつ格と，これをもたない格の対立が活性のクラスの名詞にのみみられ，不活

性のクラスの名詞においては，この対立が中立化すること，時称の体系は比較的

遅い時代のもので，アスペクトが初原的なものであったと思われること，「行く」，

「来る」，「走る」，「運ぶ」，「導く」，「取る」，「食べる」，「言う」，「打つ」，「在る」

などの動詞にスプレティズムがみられること，ヒッタイト語において古い属格の

語尾＊一〇m＞一anが活性の名詞にのみみられること，またこのことから印欧語は能

格言語というよりは活格言語であったと考えられることなど，活格言語にみられ

るさまざまな特徴が認められることを述べているが，断定は慎重に避けているよ

うに思われる［KTA207＆seq，］．

ま　と　め

　§205以上ガムクレリゼおよびイヴァーノフの共著になる，『印欧語と印欧人』

の第1部の内容を，内容的類型学の応用という点から概観してきた．現在印欧語

比較文法は，いろいろな新しい資料，とりわけアナトリア諸語の資料導入とその

研究の進展にともなって，激しい勢いで研究が進められているように見受けられ

る．このような時期には，多くの研究者がさまざまな仮説や新説を提示すること

が多くなるのは当然であり，したがってこれを専門にする学者でなければ，これ

らのすべてを視野に入れることができない以上，何らかの見解を述べることはむ

ずかしいと思われる．しかし新説を唱えるためには，従来の通説を吟味し，なぜ
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従来の説を排して，新説を立てねばならないかを，論じる必要があろう．モノグ

ラフの場合には，対象とする研究者において，すでに細かな専門的知識の存在を

前提とすることができるが，本書のような単行本のばあいには，やはりその点の

配慮が望まれる．このことは，音声に関する部分では，かなりの程度に実現でき

ていると思われるが，形態論においてはきわめて不十分といわねばならない．敢

えていえば，印欧語が活格言語であるという前提から，すべての論述がなされて

いると思われるのである．本書に散見される定言的な叙述の当否は，今後専門家

の判断に委ねなければならないが，著者らが内容的類型学をどのように比較言語

学に適用しようとしたか，という点については，成功不成功は別にして，本書の

試みはきわめて興味深い．内容的類型学に興味をもつものにとって，本書の意義

はまず第一にこの点にあるといえよう．
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　これは，京都大学学術出版会の1992年の理事会において出版が決定された

と聞いており・また同会の新刊予告にも載せられていたが，このように出版

が遅れたについては，一応の釈明が必要であろう．この原稿を完成原稿の形

で出版会に渡したのは，1993年の4月であったが，その後出版会の都合もあ

ったのであろう，出版の運びとならなかった．そこで出版会の八木俊樹氏に

了承を得た上で某出版社に依頼し，平成6年度の出版助成金の申請を行った

が，不幸にして不採用になった．その間を利用してできるかぎりの補足を行っ

たが，一つにはプライオリティーの問題もあり，またいつまでもこれにかか

ずらわっていては，身を入れて次の仕事に専念できないということから，と

にかく発表することにした．各方面から，引用の都合もあり，早く印刷して

欲しいという要望が多く寄せられたことも，動機の一つとなっている．そこ

で再度八木氏に問い合わせかたがたお願いをしたところ，早急に出版するこ

とになった．

　なお本稿の校正および索引の作成は研究室の木下晴世氏の手を煩わした．

記して感謝する次第である．また名古屋大学言語文化部助教授柳沢民雄氏に

は綿密に原稿に目を通していただいて，数多くの誤植や訂正の箇所を指摘し

て戴いたことも忘れられない．本書がなったのは，偏にそのほか名古屋大学

言語文化部教授中条直樹氏，大阪外国語大学教授石田修一氏その他の御協力

の賜である．そのほか京都大学大学院の院生李長波氏，同学文学部学生田中

大氏にも誤植の指摘をいただいた。なお引用文献の著者名については，和洋

を問わず，敬称をいっさい略させて戴いた．御断りしておきたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九四年八月十九日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者識
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を表す」ようになり，ついには「敬意を失って目下の者，一人称の代名詞，また擬人化して動物など

にも用いる」ようになった，とされている．
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阪のさる一流といわれるデパートにいって商品についていろいろ質問をしていると，売り場主任の男

性がいちいち「手前どもでは」という言葉を枕にしていたのが，生きた言語としての使用であったが

ために，ひどく印象的であった．ともに昭和40年ころのことである．
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般化を目指す類型論は特定の特徴を基準に，「この特徴に関しては，この言語はどのタイプである」と

いうように，特定的な類型化を基本としている」ということだとすれば，両者とも，根本の理論にお

いてはさほど異なったものではないといってよいであろう．

　第三のアプローチは，「種々の言語特徴の起こり方，つまり分布を中心に言語タイプを識別し，各タイ

プを通してみられる一般的な法則を追求し，人類言語全体に対する一般性，すなわち言語の普遍的特徴

（language　un圭vers田s）を把握しようとするもの」であるという。このアプローチの代表的な研究者として

は，さきに述べたグリーンバーグが挙げられる．たとえば，Greenberg，J．H．（ed．），ひ物6r5諮げ伽g襯9θ，

Cambridge（Mass），19631加ηg徽g6卯o‘o盟’αh説o漉o勉π4απσ砂痂o∂卿どθω，The　Hague，19741U物粥諮げ

h襯ση伽8襯罰v．1：Method　and　theory，Stanford，1978．このほか著名なものとして，Comrie，Bemard，

Lαπg徽g8襯勿6耀αなα寵」どπg廊砒砂蜘‘ogア，BlackwcU，1981などがある．

只　これはクリモフ，グリーンバーグの類型に対する定義の違いに帰着する．グリーンバーグ自身，彼

の言語的普遍に基づく言語類型学による言語の分類が，比較言語学による語族の概念のように，絶対

的なものであると思ってはいないと思われる．クリモフ自身が引用しているところによれば，グリー

ンバーグは次のように述べているという．

　類型的分類は「一連の仮に選んだ特徴によって種族を分類するのに似ている．たとえばもし母音の

対を区別する特徴として・円唇の存在あるいは欠如という，純粋に音声的なクリテリアを選んだとす

れば，世界の言語は二っのグループに分かれるであろう．すなわち，この対立原理が用いられている

言語と，用いられていない言語である．英語とイタリー語は円唇化を利用しないから，無数の他の言

語とともに，一つのクラスAに属する．．．．…一方フランス語とドイツ語は，それよりは少ない，さま

ざまな地域の言語とともにBのクラスに属する。．．＿、もし何か別の類型的特徴，たとえば名詞に従属
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　する属格の位置を選ぶと，また二つの言語クラスが得られる．しかしこれらは円唇化母音と非円唇化

　母音の対立というクリテリアに基づいて得られたものとは一致しない。二つのファクターを考慮すれ

　ば，四つのクラスが得られる＿．．要するに，系譜的分類と異なり，この，すなわち類型学的分類のば

　あいには，比較に用いられた言語現象の数と選択の仕方によって，言語グループの数は異なることにな

　る」（「言語の形態的類型学への数量的アプローチ」KBaHTHTaTHBHb戯HoAxoA　E　MopΦoπor四ecE面

　丁四〇πoMH照bIKoB，Hoθoeθ照％2θucmu駕e，BbIH．3，M．，1963，pp，62－63［KP25－26］）．

1αヴィルヘルム・トムセン著，高谷信一・泉井久之助訳『言語学史』弘文堂，1954，pp．96－97．（仮名遣い

　は現代仮名遣いに改めた．漢字一部訂正）

11．クレオール型およびサビール型の言語については，上掲の『近代言語学大系第4巻一言語の構造』

　の第7章および第8章のピエール・ペレゴの記述を参照．
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　ル・ペレゴの「サビール型言語」（pp、219－233）および「クレオール型言語」（pp、235－249）によっている．

　ともに小畑明訳である．詳細についてはこれを参照されたい．
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　いうテーゼが生じてくる．一方マルクス主義の教えるところによれば，あらゆるものの発展は不連続

　的に変化する．社会の発展もまたそうである。いわゆる革命である。したがって言語もまた不連続的

　に発展しなくてはならない．これがいわゆる唯物弁証法を機械的に言語の発展に適用した結果である．

56丑ecH四K孤，A。B．，Boπpocb巴卿％呪甑po∂c肌θα胤∂oeθpo％曲cκ鵬瑠b鵬oθ（『印欧諸語の

　親近性の研究の諸問題』），M，一JI．，1955，p5．

5Z　A即ec朋，K），丑，π∂ε脱u渇e四〇∂b乙coθpe鵡e陥施cmp那m鯉”蕊照％zθ％cmu％u（『現代構

　造主義言語学の理念と方法』〉，M・，1966，これには英訳がある．Apresjan，JuD、，P吻吻‘卿綴膨♂ho43げ

　60膨吻o㍑ワ5翻6砲副あπgμ魏め，tL　by　D、B、Grockett，The　Hague－Paris，1973，

5＆MeπbHHuyK，A・C・，HoHHTHH　cHcTeMbI　H　cTpyKTypblH3LIKa　B　cBeTe　AHaπeKTHqecKoro　Ma－

　TepuaπH3Ma（「弁証法的唯物論に照らしてみた言語の構造と体系という概念」），πe％概u3漏u　meo－

　pe㎜％％ecκ鵬πpo6謁e漏bL昇3b醐o詔α％研（『レーニン主義と言語学の理論的諸問題』），M．，1970，p，56．

5玖五eETepeBa，TA．，1勾皿勤pα3θum願coθpe渇ε冗冗oゼ謁概zθucm％κ冠（『現代言語学の発展の道

　程』），　M。，置964，pp．91－92，

6αyc涯ap，H．K．，UeHeHC距員H3b凪（「チェチェン語」）∂m％ozpα¢塀καθ随3α」73b耀o訓α隅e

　（∂κゆ（『コーカサス民族誌学．言語学』），T．2，THΦπHc，18881ABapc㎜藪H3風（「アヴァール語」），

　∂κ∬，T，3，THΦπHc，18891JlaKcKH最∬3HK（「ラク語」），∂κπT，4，THΦ∬Hc，1890，

61．　ycJlap，】［1・K・，πaKcKH避H3bIK，砂．σム，P，14L

6λ　ycπap，n，K，，qeqeHcKH澁H3b凪，ψ6菰，pp．64－65，

63．ycπap，H．K，ABapcE皿謎月3bIK，ψ漉，pp，122－123、

64・　ycπap，】ユ・K・，JlaKcKH量且3bIK，ψ厩乱，p・80・

6iイ．ヴェ．スターリン「言語学におけるマルクス主義」．

66たとえば，Mapp，H．兄，，HφeTHqec㎜玩KaBKa3H　TpeTH量∂THHHecKH員鋤eMeHT　B　co3HAaHHH

　cpe八H3eMHoMopcK醐KyπLTyp瓦（「地中海文化の創造におけるヤペテ語族のコーカサスと第三の人種

　的要素」），互36pα観bしe　pα60㎜b乙（『選集』），M，JL，1933（Nauka　Reprint，Tokyo），1977，p．g6．

6スMapP，H．∬．，HHA・eBp・ne蝦c皿e　H3b・KH　CpeA皿3eMHQM・pbH（「地中海のインド・ヨーロツパ諸

　言吾」），　∬36Pα％賜bLεPα60皿幌，T，1，P．185．

6＆MapP，H・H・，HΦeT四ecK朋TeopHH，βo叩ocb研3耶αθocθe隅ε％拠∬φe肌嘱ecκo鉦皿eo郷％

　（『ヤペテ理論に照らしてみた言語の諸問題』），1＝4刀Mκ1933；3BepH瓢eB，B．A．，πc皿op塀溜bしκo一

　顕α％塀XIヱκXθe駕oθθo％epκαz　u　u3θ謁e噸％甑の（『19⑫0世紀言語学史．解説と抜粋』），q．2，M，，

　1965，p．346，

6女スターリン「言語学におけるマルクス主義」．スターリンは，マールが自分の「マルクス主義的」な「新

　言語理論」に反対する学者を容赦なく迫害した「アラクチェーエフ（Apa隅eeB，A∬eKc崩AHApeeBHu

　1769－1834）的体制」（アラクチェーエフはアレクサンドルー世の政治家で，過酷な恐怖政治を行ったこと

　で，有名である）を敷いたことのほか，理論的には，マールが・言語が土台となる経済の上に立てられ

　た上部構造であるとして，言語の変化・発展を，経済の変化・発展に依存していると考えたことを批

　判している．

　　もしそうであったならば，言語はたとえば階級によって違ったものにならなければならないし，革命

　が起ったら新しいものに変わらねばならないことになる．スターリンは言語は民族全体のコミュニケー

　ションの手段であって，上部構造ではなく，その発展は漸進的なものであるという．これはいわば当

　たり前のことであるが，筆者はスターリンの本当の狙いは別の所にあったのではないかと考えている．

　　現在のロシア，東欧の状態をみれば無意味だと思われるが，当時，社会主義から共産主義への移行

　の問題が，盛んに議論されていたことは事実である．一方唯物弁証法は，ものごとがある状態から別の

　状態に移行するとき，急激な変化一革命一を経ると教えていた．しかし社会主義から共産主義へ

　の移行に際して革命が起こるのは都合が悪い．ここからスターリンは，言語の問題にかこつけて，弁

　証法の命題の修正をはかったのではないか，と思われるのである．またいわゆる「アラクチェーエフ

　的体制」については，真偽のほどは定かではない．彼の国がかつて体験した体制の中では，批判は誇

　張され，歪曲されるのがっねであったからである．
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　　この点にっいてかつて橋本萬太郎が，次のように書いていることに注意を喚起したい．「言語発展の

　段階説，ことに人種差別の偏見とむすびついたそれは，一番新しいところでは，1930年代からソ連の

　言語学界を風靡したニコライ・マールのヤフェット学説にまで影を落したと言われている．誤解を未然

　に防ぐために，先に言及することが許されるなら，故マール教授は，近辺にあった人々の証言を総合

　すると，まことに温厚な，公正な学者であって，現代史に果した彼のモンスター的役割の張本人とは，

　とても信じられない．政治的な配慮と偏見から来る特定面の誇張が皆無であると思っているわけではな

　いが，妙な公式記録よりは，わたくしは自分の知己たちの証言の方を信ずる．だから，かのヤフェット

　学説一特にその末期の議論　　にこめられたマール教授の真意というものは，再検討を要するかも

　しれない．なぜかと言うと，わたくしの読んだかぎりでは，マール教授は，孤立語が一番原始的な段

　階で，膠着語がその次，屈折語が最高の発展というような単純な頭脳であったとは，どうしても思え

　ない．わたくしは，それよりも，ごく少数の「語根」のくみ合せによって，種々な言語のなりたち（決

　して現況ではないことに注意）を解いて行こうとするマール教授のやり方に，現代における言語類型論

　の方向の，原初的な萌芽をみるような気がする」（「言語音形の構造類型」『月刊言語』1982，v，11，No，11，

　pp．35－36．）

　　一方セメレ・一ニィは，1982年に出版された『現代言語学の潮測の第5章「シヴエトにおける言語学」の

　ほとんどすべてをマールの問題に宛てている（Oswald　Szemer6nyi，R航磁g6η467徊046閉勘7鋤繍56郷‘ゐ嬢，

　Teil　II：Die　ftlnf2iger　Jahre1950－1960，v・Der　sprachwissenschaft　in　der　sowjetunion，Heidelberg，1982，

PP．1－21）．

　　これによれば，マールの失脚に至る経過は次のようなものであった．まず1948年に行われたマール

　の弟子のメシチャニーノフの講演（O　Hoπo凪eHHH　BπHHrBHcTHqecm員HayKe「言語の学における状

　況について」。4HOσσP，0π∬，V／5）およびフィリン（ΦHπHH，ΦeAoT　HeTp　l908・1982）の「言語学

　における二つの潮流」（O　AByx　HaHpaBπeH朋x　B　H3HEoBeAeHH員）という講演によって，反対派への

　攻撃の口火が切られた．とくに若いフィリンは，祖語の理論は「ドイツのファシストによって，彼ら

　の目的に利用され」，いまは「英米の侵略者によって利用されている」とし，ロシア語学の泰斗ヴィノ

　グラードフを，「西欧の言語研究者の奴隷的模倣者」であるとして非難したという（p，7）．

　　これによって触発された「マール主義者」と「形式主義者」との論争のクライマックスとして，マー

　スロフ（Mac∬oB，K）p崩CepreeBHq　I914－1990）が「ブルジョア科学からの徹底的な訣別」のために，

　ソヴエトにはマール学派という，一つの学派のみが存在することを，出席者に要求したという．

　　翌1949年の5月，共産党中央委員会宣伝部の機関誌『文化と生活』（鞠肋皿鯉α％窃c秘錐b）にベル

　ニコフとブラギンスキー（BparHHc㎜材，HocKΦCaMyHπoBHq190のの手になる「進歩的ソヴエト言

語学のために」（3a　Hepe八oBoe　coBeTcKoe　g3bIKo3HaHHe）という論文が掲載されたが，これと時を同

　じくして，共産党の圧力下にマール名称言語と思想研究所で二っの会議が開かれた．モスクワでは5

　月27－28日，レニングラードでは6月28－29日であった。反対派の学者はここに呼び出されて，マール

　の説を認めるように強要されたという（p．8）．

　　このようにしてマール派は全面的な勝利を収めたかにみえ，しばらくは重苦しい沈黙の時が流れたが，

　1950年5月9日付けのプラウダ紙上にチコバヴァ（q照06aBa，ApHo五bACTenaHoBHq1898－1985）の

論文「ソヴエト言語学の若干の問題について」（O　HeK・Topb・x　B・∬p・cax　coBeTcK・r・H3b・K・3HaH朋）

　が掲載された．この際に編集者は「ソヴエト言語学の現在の憂うべき状況を考え，批判と自己批判を

　通じてソヴエト言語学の発展における現在の停滞を克服し，この領域における今後の研究の正しい方

　向を確立するために，率直な議論を組織することが必要であると考えた」と述べている．このような

動きの結果として，スターリンの「言語学におけるマルクス主義」が発表され，マール派の失脚が決

　定的になる．1950年6月20日のことであった．

7αMapP，H，且．，HocTaHoBKa　yqeHHH　o6H3bIKe　B　MHpoBoM　Mac皿Ta6e　H　a6xa3cK崩H3bIK（「世界

的規模における言語の学の提起とアブハズ語」），刀36ρα％腸b乙e　pα60mbL，T．4，JI、，1937（Nauka　Reprint，

T・ky・1977），PP，57－58．

7ム　BQ碍9H　Ae　KypTeH9，y［．A．，O　cMe皿aHHoM　xapaKTepe　Bcex鼠3bIKGB，oψ．擁‘・，P，362，

笈Me砥aHHHoB，H，皿，，npo6∬eMa期accHΦHKa皿HH　H3bIKoB　B　cBeTe　HoBoro　y冤eH圏o　H3bIKe
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141．ただしカルトヴェリ諸語や多くのイラン諸語のように，対格言語に近づいている能格言語では受動

　構文も存在しているという．

14λクリモフは相について次のように述べている．「周知のように，主格（砿対格）言語の完全な，すな

　わち三文肢から成る受動構文は，能動構文の文体的なヴァリアントとして用いられる派生的な構文で

　ある．両方の基底には文の同じ深層構造があるといえる．能格言語においては能格構文は別の位置を

　占めている．ここではそれは非派生的，すなわち統語論的に基本的なものである。したがってそれは

　統語単位（文肢）が心理的な機能に，またそれらを通じて諸実体と諸特徴の現実の機能に対応する構築

　物として扱うことができる．したがってその文肢の間の関係は，言語外的状況の要素の間にある現実

　の関係を「恒等的に」写像している」

1裾di価sed　verbs，筆者は別の所でこれに「禰漫動詞」という訳語を与えたが，あまり評判がよくなかっ

　た．しかし適当な訳語がみあたらないので，ここでは「可変動詞」とすることにする．

144・月KoBπeB，H・Φ・，A皿xaMaΦ，丑・A・，1「Pα漏漏α肌欄αα∂b協e㍍cκ020面umεPαm轡P％ozo万3b粥α，

　p216，

1孤彼女はこれらの言語における受動相の発達は，一方では中動相から，および他方では印欧語の一e一お

　よび一ya一の上に行なわれたと述べている［GI50］．

146Schmalstieg，W皿iam　R，，Applications　of　the　notion　ofergadvity　to　the　Indo－European　languages『言

　語研究』1989，v．96，PP5－6．

14Z　Comrie，B．，Ergativity，p．360．

148，　協㎝，pp．359－363，

14玖　Yamamoto，Hideki，Toward　a　natural　explanadon　lbr　typological　phenomena　around　passives　and

　ergatives，『言語研究』1987，v，92，p，38．

15α　Co皿ie，B，，Ergativity，P．370．

151．KπHMoB，P．A，，βθe∂e陥eθ駕αθ鷲α3c冗oε冊bしκo訓α％％e（『コーカサス言語学序説』），M．，1986，

　P．37，

152，　躍㎝，P、147，

153．Me皿aHHHoB，H．H．11po6πe枷乙pα3θu肌”昇3b耀α，p，186、

154　『近代言語学大系第2巻一世界の言語』紀伊國屋書店，1972，p．306，

15iクリモフによれば，対格言語との中間に位置するカルトヴェリ諸語やインド・イラン諸語では，受

　動相はすでによく発達しているという．

156　ヒッタイト語の分詞＊一nt一は論理的な自動詞から派生すると能動的に・また論理的な他動詞から派生す

　るときは受動的に用いられるというように（Rosenkranz，Bemhard，Vergleichende　Untersuchungen　der

　謎tanatoHschen　Sprachen，7勧必加伽g諮‘伽一S渉傭（ゾ伽11廊Rψo窩8，The　Hague－Paris－New　York，1978，

　p，78），本来は相の区別がなかったと考えられるが，イヴァーノフはここからインド・ヨーロッパ祖語

　ではこれは本来動詞から派生された行為名詞であったとしている．びHBaHOB，B，B、，Xe㎜㎜c駕憾

　升3b粥（『ヒッタイト語』），M、，1963，p．置52，

15Z　Yamag“chi，Iwao，，Remarks　on　the　meanings　of　Russian　vcrbs，ノψα脇θS伽露σπゴE観E郷ψθ伽3躍4蜘

　v，1r1980r　pp、1－14

158．Yamamoto軍Hidekir　Toward　a　natural　explanation　fbr　typological　phenomena　around　passives　and

　ergatives，『言語研究』1987，v，92，pp、33－57．とくにp、38，

15只　Co血e，B、，Ergadvity，PP．368－374．

16αSchmalstieg，Wmam　R一，Applications　ofthe　notion　ofergadvity　to　the　Indo－European　Ianguages，『言

　語研究』198g，v、g6，pp，10－12．

161．活格言語の研究史にっいては，K朋MoB，r、A．，Tuπo加z”∬3bL陶θα％㎜％θ％ozo　cmpo鼠『活格

　言語の類型学』），M．，1977の第1章を参照．

162．マシュースはヒダツァの言語に同じような「例外」があることをみとめて，「ヒダツァの文を個々に

　ではなく文法全体として観察すると，能格の諸関係は，まったく存在していないというわけではない

　にしても，ヒダツァの基本的な特徴ではない」と述べ，さらに「したがって能格性はヒダツァ文法の
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　基本的な特徴ではなく，むしろ行為動詞と状態動詞という、，．＿動詞の構成の二つのタイプを基本的に

　区別することの当然の結果である」といっているという。4Matthews，G．H．，Hidatsa　syntax，Pσ卿5伽

　力”朋」伽g諮」瑠，The　Hague－Paris，1965，p，143．

1鼠活格言語に関する用語の種々の用法については，Tuπ侃02研∬3b乙櫛θ硫㎜％θ％ozo　cmρoπ，pp．48．52

　参照。

164　Conπie，B．，Ergativity，P、373．

16i　このほか能格言語のところで挙げたエスキモー・アレウト語族も，活格言語の構造をもっていると

　いわれるが，クリモフは動詞が他動詞と自動詞の対立をみせていることから，これは能格言語であっ

　て活格言語ではないとしている［KTA73］．

166印欧語が活格言語であったことは・とくにガムクレリゼ等によって強く主張されている．

16Z山口巖「ノヴゴロド原初年代記シノダリ本における活動体と不活動体の区別について」『古代ロシア

　研究』1962，v．2，PP53－95、

16＆ネミロフスキーの原典は，HeMHpoBcK耐，M．H．，Po八H　Kπacc．K　BoHpocy　o　reHe3Hce　Ho－

　MHH翻bHbIX期aCCHΦHK訓H凱「性とクラス．名詞分類の起源についての問題に寄せて」），∬3θ．捌一

　zΨ賜c四〇zo冗α卸％％o－ucc詫e∂oθα隅e謁bcκ020”％一mα駕Pαεθe∂ε冗耽昇，T．4，Bb皿2，0P脚oKHHHA3e－

　rpo3Hb逝，1935，PP．245－246であるという。

1硯原典は，Rodorigues，A・daH　Igna，MoψhoJo9毎40∂θ76071顔，Let「as（G膿iba）’1953，No’1’P臼128．

17α　Ebbing，」，E．，0猶α那窺α∫初ク認6吻π4吻∠1珈∬8，La　Paz（Bo五via），1965，p，245．

171．クリモフは，これら初期のタイプに属すると考えられる活格言語にみられる痕跡から，はじめには

　外界は言語にもっと具体的な反映の仕方をしており，多くの名詞のグループを区別していたと考えて

　いる．そしてこのような「多分類言語」の内部で，より抽象的な活動体と不活動体への二極化が起こ

　り，やがて活格言語へ発展するというのである．このような構造をもっている典型的なものは・アフ

　リカのバントゥー語族であるが，この語族に属するスワヒリ語においても，近年このような活動体と

　不活動体への分極化が生じているという［KTA264303］．詳細は本文該当箇所参照．

17Z　CoBa，JI，3，，∂θ飢”賜塀2pα渇踊α皿眠ecκ020cmpo∬θ∬3bLκαz5α冗m写（『バントゥー諸語にお

　ける文法構造の発達』），AHCCCP，JI．，1987．

1Zヱ　躍㎝，pp，15－16．

174　む餓，p22，

1Zi　Guny，A，，E旛伽餌忽翅観規oオ磁よ855μ7」64θ規痂θゴ85佐ηg鰯ゴπ40一躍猶ψ餓η838彦6hα痂‘o－5ゑ雁陶μ65，Paris，1924，

　P，450・

1761Benveniste，E、，0噌伽6546彪ノbηη8伽η4硲πoπ；56π説40一θ跡ψ66π，Paris，1935，pp32－33．

17Z　JleBH．Bpmπb，σθε郷麗c皿ecmθε朋oεθπepθ06b乙皿％o渇踊bmπe％u勤（『原始的思考における

　超自然的なもの』），M，，1937，pp．208－209．

178，丑ecHM耶aH，A．B，，HMeHHHe期accHΦ猛Ka皿mi　H　Hpo6πeMa　uHAoeBponeHcKorQ　c瑚QHeHKH

　（『印欧語の名詞の分類と名詞類変化の問題』）（πoκπα∂％鉱mα珊b臨81940冗α06叫e漏co6p側u％

　0π∬且HσσσP）［DS62－63］．

1双クリモフは，この語族を典型的な活格言語の類型に属するとしている．

18αクリモフの掲げている表には若干の誤り並びに誤解を招きやすい表記がある．ここではGregores，

　Emma　and　Jorge　Suarez，且D656ψ加げ60」勿痂’o聯傭，Mouton＆co・冒The　Hague－Paris，1967，P，131

　によって訂正した．

181．これについても，Boas，Franzandswanton，JohnR，，siouan，Dakota（Tetonandsanteedialects，Boaz，

　R’anz，ed．，飽πのooたげ孟彫r吻π1励齪Lθπg襯g65，Smithonian　Insdtution　Bureau　of　American　Ethnology，

　Bunedn40，Washington，1911，p908＆seq，）によった．

18λSwanton，John，Tlingit，oゆ磁，pp，170－172に従った。

1磁　このような三つの系列の接辞をもっのは，スー語族，ムスコギ語族およびイロクォイ語族に属して

　いる言語であるという．

184　これに加えてクリモフは，活性名詞には人，動物のほか，植物も属しており，そのため「生まれる」，
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　「死ぬ」，「育つ」，「痛む」，「引っ掻く」，「つかまえる」，「支える」，「引っ張る」，「立つ」，「横たわって

　いる」，「座っている」，「飲む」・「ピーピー言う」，「稔る」，「騒ぐ」，「震える」のような行為動詞や，

　「立ち上がる」，「傾く」，「曲がる」，「倒れる」，「運ぶ（木の葉をっける）」，「這う」のような移動の動詞

　とともに用いることができる，と述べている［KTA95－96］．

　　そうであるとすれば本文に挙げたものも，活格言語の包含事象でなければならないはずである．と

　ころが彼は別のところで，これを随伴事象であるとして，「これらの現象は活格言語の深層構造にお

　いて契機づけられていないので，本書では随伴事象であると性格づけられる，一すべてこれらの現象

　は活動体と不活動体の対立という，ただ一つの原理に依存していることを示しており，活格言語の発

　生の解明という見地からとくに興味深い」［KTA66］と述べている．活動体odushevlcnnyeと不活動体

　neodushevlennyeというカテゴリーは，多分類言語の内部で発達したというのが，クリモフの考えであ

　るが，彼がその発達の状況を，典型的な多分類言語であるスワヒリ語について観察している箇所をみ

　れば，活動体という用語は，ロシア文法のばあいと同じく，植物は含んでいない．そうすればこのよ

　うなクリモフの扱いには，疑問が残る．

18i山口巖「ノヴゴロド原初年代記シノダリ本における活動体と不活動体の区別について」『古代ロシア

　研究』1962，v2，PP．53－95．

186田yp皿HcKaH，M．A，，HMeHHble∬oceccHBHble　KoHcTpy阻聞H　Hpo6五eMa　HeoTTop㎜Mo謎HpH．

　Ha恥㎝OCTH（「名詞の所有構文と非分離所有の問題」），κα皿ezop脱価6bし肌塀賜06詫α∂α冗塀8昇3b耀e

　（『言語における存在と所有のカテゴリー』），M。，1977，pp．197－198．

18Z　Sap批，E＆Ho巧er，Harry，丑6Pゐo’oηo盟6π4脚ψhoJo劇げオhθハ勉oα加伽g麗g8，University　of　Califbmia．

　Pubiiadons　in　Linguistics，v．50，Berkley－Los　Angels，1967，p92．

188。Sap廿，E＆Ho辱er，Harry，乃θPゐoJoηo劇側ゴ四〇ψhoJo野げ虚hθ燕∂σhoよθηg麗g6，p、25．

189，　∫4㎝，p，91．

19α彼はまたホイジャーを引用して，求心相と遠心相とが，もっと複雑な対立を示している例を挙げて

　いる。たとえばアタバスカン語族では，活格動詞は1）φクラス，2）1クラス，3）Dクラス，4）1クラス

　の四類に分かれるという．φクラスは論理的な自動詞と他動詞を含む無徴的なクラスである．1クラス

　というのは，φクラスの論理的自動詞から派生する論理的な他動詞のクラス，Dクラスは¢クラスの

　論理的他動詞から派生する論理的自動詞のクラスである．また1クラスは1クラスの動詞から派生する

　論理的自動詞のクラスである．2）は実は1）のクラスの遠心相のクラス・3）は1）のクラスの求心相の

　クラスであると解釈できる．また4）は1クラスの動詞をさらにDクラスに変換したものであり，した

　がって1クラスに対応する求心相の動詞のクラスであるということになる．げH鱒er，H．，Athapascan

　morphology，3敵ゴ露5彪∠4規θ冠6αη1π4’αη」‘zη9μσ965，Univers玉ty　of　CaHfbrnia．Publications　in　Linguisdcs，v，65，

　Berkley－Los　Angels，1971，pp，B4－135．

191．体系的にこの問題を扱っているものとしては，たとえばraMRpe五HA3e，T，B．，HBaHoB，BHq、Bc．，

　”冗∂oeθpoηε伽κ穂万3b鷹u胤∂oeθpoπe蜘bし（『印欧語と印欧人』），T6HπHCH，1984参照．

19ユ遠心相の場合にはたとえばwac60wac60aara一曲〇一c「人が・人（の）・手・見る」＝「人が人の手を見

　る」のようになるという．

193・オタイナはこの言語のアムール方言のインフォーマント調査を行い，それに基づいた性質を表す語

　の語彙的・形態的研究から・性質を表す語の性格を明確にしようとしている．これは従来の研究者の

　中で，この種の語が形容詞であるのか，あるいは動詞であるのかについて，必ずしも意見の一致を見

　ていなかったからであるという．彼女はその中で，性質を表す語が形態的に行為を表す語と異なって

　いないことを指摘し，これらが状態動詞であると主張している．40TaHHa，r，A．，κα％cmθe珊bしe

　飢α20融巴θ盟θ砂ε駕o漏万3配％ε（『ニヴフ語の性質動詞』），M．，1978，p、7，p、13．

　　オタイナによれ礒　この言語は時称としては現在・過去と未来を区別し（現在・過去一dγ一t7，未来一ny－d’）

　（認躍，pp・65－70）・また直説法の語尾は一d，たt，であるという（励襯，p・71）．このかぎりでは・一d，／一t，の形は，

　メシチャニーノフのいうように述語をっくる働きをするものであり，現在・過去，および直説法は零形

　式であると考えることもできる．しかし一方ではこの形はたとえばnenid’「甘い」からneni－la・d・「甘

　い・接辞・d・」＝「甘いもの」のように，「恒常性」を表す接尾辞4a一（劾規，p．62〉をともなって名詞化
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　Eine　vorgeschich面che　Sprachgemeinscha銑in　Zentralasien，孟‘彪L初g諮∫初。4偲46η；毎6S認θπ吻卿ηπ観g伽‘α6，

　1969，t，19，pp20－211X崩AaKoB，C，M，，πpu冗賜u恥しu漏e冗腸o㍍鴬παccuφ貼冗α罵uuθ∂α2ecm側c窺記

　冊薦αの（『ダゲスタン諸語の名詞の分類の諸原則』），M，，1980，pp214－2171BepHep，r、K，，氷HBoB，

　r．T．，KxapaKTepHcTHKe　K∬accHo最cHcTeMblB　eHHce漁皿xH3bIKax（『エニセイ諸語のクラス体

　系の特徴に寄せて』），B∬，1981，No，5．

2E　Meinkof，C．，伽雌惚θ6輸∂6磐耽h6π伽伽寵砿漏θ沼αη卿諾ロ‘伽，Hamburg，1948－p，23．

214　ソヴァはバントゥー諸語には・pardtive－posessive期・spacial期，spacial－tempora1期という三つの発展

　の時期があるという．4CoBa，JI3，，∂θo脚η塀2pα謁湯α㎜脇e儒020cmpo∬6∬3b鵬αρ06側mッ，

　JI．，1987，p．309＆seq．

21ユXa轍aKoBC，M．，魚opaTHBHoe八嶺cTBHeHgpraTKBH翻EoHcTpyK耶∬（HaMaTepHaπe八arec－
　TaHcRHx　H3b・K・B）（「継続的行為と能格構文（ダゲスタン諸語の資料にもとづいて）」），B∬，量980，N・．5，

216　Gomhe，B．，ErgaUvity，融π顔6言露卯oJo野8勉漉8写ガ陀‘h6ph6πθ規6πo’g野げ如πgααg6，Sussex，1978，p346．

21Zクリモフも能格動詞と絶対動詞とを「他動詞」と「自動詞」という名で呼ぶことを避け，むしろ

　agentiveとfactitiveとするべきであるとしている．4K五HMoB，r．A，，Bθe∂e％寵θ％αθ磁3cκoε

　評3bし冗03冗α％ue，p．157、

　　これに対してゲツァゼとガイダロヴァは・同じような考えに基づいて・能格動詞をdynamicverbs，絶対

　動詞をstatic　verbsとよんでいる．4Peua八3e，H，0，，r崩AapoBa，Φ，Φ，，O　Bblp跳eHHH　cy6』eKTHo－

　06』eKTHblxomo皿eEM材BH6ep励cKo一陥BKa3cKHxH3HKax（「イベリア・コーカサス諸語における

　主語・目的語関係の表現について」），καme20p塀卿6配κmα財066εκ皿αθ冊b耀αコg　pα3艇％恥薦

　m％兄oθ，JI・，1982，p・［63・

21＆意味上の他動詞で絶対動詞として引き継がれたものには，たとえば「突く」，「たたく」，「つかむ」，

　「引っ張る」，「はじく」，「引っかく」，「咬む」，「なめる」，「吸う」のように対象の表面にしか行為が

　及ばないものや，「待つ」，「呼ぶ」，「頼む」，「見送る」，「追い越す」のようなものがあるという．ぴ

　K∬HMoB，r．A・，βθe∂e％ueθ鷲αθ％α3c鴉oe評3配鷲03冗側賜e，P，157．

　　このあとの種類の動詞は，かって筆者が「準他動詞」として定義したものに属している．4「準他

　動詞にっいて」『ロシア語ロシア文学研究』，1976，v，8，pp，1－12．

第2部

λクリモフはインド語派のヒンディー語にみられる能格的な構文に関連して，これが言語の内的な発

展によって生まれたというよりは，基層の言語の影響であろうと述べている．

～もちろんロシア語またはスラヴ諸語についての類型学を扱ったものは，これまでかなり多くみられ

る．しかしそれらは内容的類型学の立場からみて断片的なものであったり，形式的類型学のカテゴリー

に属することを取り扱ったものであったりすることが多い．

　たとえぱ言語を形式的に研究する中で類型学に至った代表的な研究者としてレヴジンPeB3四HcaaK

HOCHΦOB四（1923－1974）カ§挙げられる．その中でも代表的なものは「スラヴ諸語における比較の形式

の類型学によせて」（K　T四〇五〇mHΦopM　cpaBHeHHH　B　cπaB冊cKHx　H3bIKax，翅cc麗∂oθα％断物o

cmp騨肌gp％碗㎜凱飢oz％財，M，，1963），『モデル化の方法とスラヴ諸語の類型学』（Memo∂A¢o

∂e謁賜poθα％断u　muπo謁o断c謁αθ訂冗cκ篇∬3わ耀oθ，M．，1967），「バルカン諸語における定性のカテ

ゴリーの構造主義的類型学的アプローチの諸問題」（Bonpocbl　cTpyKTypHo－THπoπorH》ecKoro　no片

xoAa　K　KaTeropHH　QHpeAeπeHHocTH　B6aJIKaHcKHx∬3bIEax，βα詫κα冗cκu蕊謁u呪2θucmu％ec7¢u㍍

c60p冗u罵，M，1977）などがある．

　このほかたとえば論集『一般およびスラヴ類型学についての言語学的研究』（刀喘zθuc皿帆ec？じ％e

冠cc駕∂oθα冗研”06隅詑u　c謁αθ珊c柵官㎜脇飢o甜u，M．，1966）などに寄稿している研究者の論

文も，形式的類型学の立場のものである．内容的類型学に関するものとしては，代表的なものに，たとえ

ばカツネリソンの『言語類型学と言語的思惟』（Ka耳HeπbcoH，C．丑，，丁財πo謁02”π3b耀α鋤pε％εθoe
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アブハズ語　49，60，65，82，235

　アブジュイ（カドル）方言　49

　ブジェドゥグ方言　79

アブハズ諸語　49

アブハズ・アドィゲ（アブハズ・チェルケス）語派／諸

　　語49，72，82，84

アボリジン語　73，82，92

アラビア語　7，10，14，21，32，33，238

アラワ語92
アーリア・ギリシア語　267

アーリア・ヨーロツパ諸語　39

アリケム語91

アリュトル語50
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アルチン語　50
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　古アルメニア語231

　西アルメニア語231
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アレウト語50，106，251

アンディ語50
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アンバ語94
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イテリメン言吾　5Q，81

イベリア諸語→カルトヴェリ諸語

イベリア・コーカサス語族　49，60，73

イメレチン方言→グルジア語

（古）イラン語　127
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　非印欧（諸）語35，49，248
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　　67，73，82

インド・イラン語／諸語／語派　20，88，117，ll8，127，

　　128，225－227，232－234，238，263，265，267，269

インドネシア諸語　91

ヴェーダ　128，240

ウグロ・フィン語　265

ウディン語　50，80，U7

ウビフ語49，84
ウラルト（の言）語　51，61，92

ウンブリア語237，259
英語　3，5－7，10，11，12，14，22，26，30－32，56，59，61，

　　62，67，82－84，128，139，142，143，145，置57，162，

　　163，172，176，180，182，184，2i2

　古英語230

　英語系ピジン型言語　22

（古代）エジプトの言語　51

エスキモー（の言）語　7，50，53，73

エスキモー・アレウト語族／諸語　50，73

エスペラント　180，183，187

エニセイ語族／諸語　35，50

エヤク語91
エラム語　61，92

オジブワ語　67，100

オスク語　238
オーストラリアの（諸）言語　51，117

オネイダ語91
オノンダガ語　91

オフオ語91
オマグア語　91

オランダ語7

カイワ語91
カシミーリ言吾　238

カズィ・クムフ語→ラク語

カタウバ語　91

ガドベリ語　50

カドル方言→アブジュイ方言

カバルディン（高地チェルケス）語　49，72，84

カマユラ語　91，96，104

カラ・ラガウ・ラングス　79

カラチン語　50



カリェル語91
カルタリイ方言→グルジア語

カルトヴェリ（イベリア・南コーカサス）諸語49，

　　50，84r89，117，251

カンボジア語7
ギヌフ語50
キャフ語→アドイゲ語

ギリシア語　5，7，10，14，19，20，21，23，67，68，78，

　　94響95，212，224－227・232，234甲237，238，240－248，

　　249，252－254，257，259，263－265，267，268

　古代ギリシア諸語　270

　古代ギリシア語　242，245，269

　古典（期の）ギリシア語　244，259

　アルカディア方言／アルゴス方言／テッサリア方

　　言／ドーリア方言／ボエオティア方言／レスビア

　　方言　259

　キプロス方言　252

　ギリシア・アーリア方言　258

ギリヤーク（ニブフ）語　50，105，106

グァラニ語91，96－98，99，109

クメール語　7

グリイ方言→グルジア語

グリーク語91
クルィズ（ジェク）語　50

グルジア語　32，49，50，63，84，85，88，117，250

　古グルジア語62，81

　ヘブスル方言／カルタリィ方言／イメレチン方言／

　　グリイ方言　50

クルド語　118

クレオール型の言語　21，22

クレタ語238

クロウ語91
グンジブ語　　50

ケット語50
ケルト語　19

ケルト語派　265

ゲルマン語／諸語ノ語派　225，230，231

　古ゲルマン語250

ケレク語50
ケントゥム語群225，227－229

コアサティ語　91

コーカサスの（諸言）語　42，44，49，51，66，83，84，

　　250

　西北コーカサス諸語　235

　南コーカサス諸語　49，50

コカマ語91

コット語50

コモ語94
コリャク語　50

ゴート語19，94，212，221，226，227，230，237，250，

　　25L255，261

サテム語群／諸語　227－229

サビール（型の言）語21，22

　疑似サビール語　22

サーシー語78
サモア　90，117

サルギ語91
ザン（メグレル・チャン）諸語　50

サンスクリット7，19，20，68，69，78，88，94，128，

　　211r212響　220，222r224－226，228，229F　232－234，

　　237，238，240r248，252，253甲255，257，263

ジェク語→クルィズ語

シナ・チベット語族　51，82

シャム語7，32

ジヤワ語35

シリオノ語91
スー語族　91，99，150

スーダン諸語　32

スヴァン語　50，U7

スペイン語　7，32，139

スラヴ語／諸語／語派　33，34，129，B3，134，137，139，

　　142，　148，　158，　159，　亙61r　164，　176，　187，　189，　191，

　　192，196，197，214，228，234，238，252，255，256，

　　259，261，264，265，267－270

　共通スラヴ語　138

　古（代）スラヴ語　131，237，264，265

　古教会スラヴ語　148，158，228，251

　南スラヴ語群　137

ズールー語　94

スロヴェニア語　189，206

スワヒリ語　14，29，112－114，116

西夏語51
セネカ語91，99，150

セム語／諸語／族　10，14，33，39，112，238

セルビア語　189，191，206

セルボ・クロアチア語　B7

上部ソルブ語　206

タオス語　101

タカナ・パノ語　51

タガログ語91

ダゲスタン語61
ダゲスタン語派／諸語　50，72，73，80，82，g6

ダコタ（の言）語　89，91，97，98，99，101，102

タバサラン語　50

索引　307



ダルギン（ダルグワ）語　50，52，60，62，69，84，85

ダルド諸語　61

チェコ語　26，135－137，143－147，156，157，159，160，

　　164，187，189，191，206－207

　古チェコ語／現代チェコ語　136

チェチェン語　41，50，51，64

チェルケス諸語　49

（高地）チェルケス語→カバルディン語

（低地）チェルケス語→アドィゲ語

チェロキー語　91

チヌーク（の言）語8，81，82，101

チヌーク・チムシャン語族　51

チベット語　51

　古典チベット語　117

　近代チベット語　B

　現代チベット語7
チベット・ビルマ語派／諸語　51，53，117

チペブヤ語91

チャマル語　50

チャン（ラス）語　50

中国語　3，6，7，10，13，22，32，33，38，178

チュヴァン語50
チュクチ（の言）語50，52，251

チュクチ・カムチャツカ語族　50

チュルク諸語　48，248

チョクタウ語　92，109

チリカファ語　91，102

ツァフノレ（ツァフ）語　50

ツェス（デイド）語　50

ディババゥォンの言語　91

ディルバル語　59，78，117

ティンディ語50
デンマーク語　7

ドイツ言吾　3，7，10，32，94，128，142

　古高地ドイツ語　128，230，237

トゥテロ語91

トゥパリ語91

トゥピ語91，103，107

　古トゥピ語93
トゥピ・グアラニの言語／語族／諸語　91，93，96，107，

　　158

トゥリンギット（の言）語　91，98

トカラ語227

ドラーヴィダ語／語族　130，131

トルコ語9，10，14，21，23，31，32

ナヴァホ（の言）語　78，91，103，108，158

ナットレ語91

308　索　引

ナデネ語族　91，100，110

ナフ語59
ナフ（ヴェイナフ／バツビー・キスチン）諸語　50

ナフ・ダゲスタン語派／諸語　41，5置，67，80，82，84，

　　96，116冒ll7

　ナフ・ダゲスタン共通祖語　73

ニウエワ語51

ニヴフ→ギリヤーク語

日本語　3，4，12，14，22，2g，54，81，153，180，187

ネズ・パース語51，76

ネネツ（の言）語76，106，107，146

ハイダ（の言）語14，91，95

バグラリ（バグバリ）語　50

バスク語　51，79，85，117，161，162

バツビー・キスチン→ナフ諸語

バツビー（バツ）語50，80

パプアの言語／諸語　51，67，73，82

パルボラ語91
バルト（諸）語259，267－270

　東バルト諸語　269

　バルト諸方言　269

ハンガリー語　26，39

バントゥー語／（類）諸（言）語／語族　9，14，32，93，

　　112，115，116，127

バントゥー祖語　94，U5

ピジン型の言語　21，22

　ピジン英語22
ヒダツア語91，105

ヒチティ語91
ヒッタイト語68，213，227，252－256，261，264－267，

　　269，270，272

　古ヒッタイト語252，261

ヒナルグ語　50，58，59

ビルマ語7，32
ヒンデイー語　117

フィン・ウゴール諸語　46

フヴァルシン語　50

フォクス語8，82

ブジェドゥグ方言→アドィゲ語

プシトゥー（の言）語61，63，117

ブズィブ方言→アブハズ語

ブドウフ語　50

フパ語91
フランス語3，6，7，10，14，21，31－33，61，128，142

ブルガリア語　23，137，181，183

ブルシャスキ（の言）語35，51，80，81，117

プロシア　256，269
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エネルゲイア　24，27，36

　エルゴン　24，27

オーグメント　264
音韻（的）9，16，19，21，33，212，213，214，216－218，

　　221－225，228，231－233

　音韻推移Lautverschiebun9230，231

　音韻対応　212，216，227

　（音韻の）系列　217－228，230－236，238

　音韻（の）体系　212，214，216，217，235

　音韻（の）変化　7，138，211，212，268

　音韻法則10，20
音韻論（的）26，29，30，35，240

音声　16，26，213，246，273

音声（学）的　21，222，223

　比較音声学　221

音声言語　43

音節　16，28，33，231，238

　単音節　32，33，38

音素　17，30，103

音調（高い／低い）Il5，254，255

　オクシトン／バリトン　254，255

開音節の法則　264

下位言語　20，212，213，221，230

階梯　260
　零階梯　158，226，238，255，257

　e階梯　260，264

　0階梯　260，265

　延長階梯　264

　弱階梯　238，257

　正常階梯　260

　対応階梯　260

外来語　189

格7，12，21，31，41，51－55，61，62，64，74，75，85，90，

　　116，　119，137，139，141，186，199，201，203－206，

　　239，241，242，248，249，252，254，256，257，272

　格形成文脈　201－207

　格組織　58

　格のカテゴリー　206

　格の指標　119

　格（の）体系　59，64，71，84，94，239，249，254，259

　格標示　53，54

　格変化　61，84，137，141

拡散divergence／集約convergence（の相）20，22，

　　23，34，44

拡張子　248

カザン学派　36

活格（的）50，56，60，75，79，82，90，92，95，97，98，

　310　索　引

　　100，　102，　108，　110，　置18，　129，　137－139，　147，　148，

　　165p241，259，262

　不活格　97，98，101，102，110，12g，147，25g

　活格（の）体系　56，115

活格言語　55－57，74，75，77，79，81－84，86，90－92，

　　95－98，100rlOL103－112，114，ll5，ll8420，127r

　　129・　137－139・141r　147・　148・　152・153・155・　157－

　　159，E61，164，216，239，240，245，247，250，255，

　　262，271－273

　動詞型／名詞型／混合型　108

活格（型）言語類型　33，46，54，55，59，79，84，85，

　　90，110，127，165，216，239，240，241，247

　活格類型　50，86，116

　活格文類型　250

　活格型　117，146

活格構文　75，111

活格動詞　75，90，99，103，104，108，111，119，137，

　　161，262

　不活格動詞　262
活性／不活性　56，95－97，100，101，114，lIg，12g，158，

　　262，272

　活性／不活性動詞　262

　活性名詞　95－97，99，100，lIg，12g，253，254

　不活性名詞　97，101、11g，12g，253，254，262，272

活動体／不活動体　46，g2－g5，100，112，114，115，12g－

　　139，　145，164，206

　活動体／不活動体名詞　113，131，133，134，163，

　　181，189，191

カテゴリー束　198－200，206

　シンタグマ的カテゴリー　198，199，201

　パラディグマ的カテゴリー　198，lgg

　下位カテゴリー　205，206

可変動詞deHhsed／lab皿e　verb　57，刀，77，83，g6，g7

感覚動詞vcrba　sentiendi45，66，67

関係詞　12，127，128

冠詞　21，84，102

　後置（定）冠詞　23，183

完全に正規な言語　180－182

完備した（言語／語）　186

記号　30，48

　記号素　14，28

　記号要素　10

　言語記号　15，16

記号法的symbolistic　10

基層substratum　23，38，164

　基層（の）言語　61，128，164

基礎文法カテゴリー　174，175



規定語／被規定語　242，253

「機能」24－30，37

　最小の機能的単位　30

機能主義　24，27

　機能的構造主義　24

規範化（された言語／語）　183，184

基本概念／派生概念／関係（的）概念　11－15

　基本的関係（的）概念　7，10

　具体（的）関係概念　11，12，14，15

　純粋関係（的）概念　11，13

　純粋関係的言語　B

　混成関係的／言語　13，14

逆受身antipassive　57，58，60，78，79，88，89

共時47，53，215，217，218，220，221，229

　通時　41，47，53，83，88，215，218，220，221，229，

　　230

共通基語　Ig，20，227，231

極端に文法化した言語　179，180

具格　41，55，61，62，73，74，78，128，184，249，251，

　　252，254

梗形文字　213

具体格／文法格　249

屈折　3，4，6，15，32，48

　屈折的　5，U

　内的／内部屈折introflexive　14，31，33

屈折（型）（の）言語／屈折語infle磁ve　languages

　　3－5－9，10，B，31－33，39，48，145，169，185，190－

　　191，207，212

　外的／内的屈折型の言語　31，32

クラス　94，109，114，247，269

　（名詞の）クラス　29，83，84，92，94，112－114，272

　（動詞の）クラス　57，66，68，77，78，247，262，269

　人／人以外（物）のクラス　52，81，84，85，93，114，

　　144

　動物を表すクラス　93，112

　活性／不活性のクラス　101，114，158，262，272

　ゼロ／1／D／lクラス　77，78，103，！04

　hiクラス　264

　クラス接（頭）辞52，114

クリツク　17

グリムの法則230，231

形式所相動詞deponentia　67，68

形態　11，”，29，32，49，82，87，108，117，118，226，

　　234

　形態的／上　5，7，g，10，15，21，30，38，47，72，83，

　　87，88，103，107，118，B1，185，186，248

　無形態（な／の）15，177－179，186，188，189，192，

　　242

　形態（的）言語／無形態な言語　15，47，177，179

　無形態な語　178，179，188，189

　無形態でない語　192

　形態的な指標　83

形態素　30－33，48，103，256，258

形態論　b，30，33，47，48，58，59，87，213，216，217，

　　239，241，242，251，273

形動詞　45

　不定形動詞　58

　被動形動詞　148，151，164

形容詞　36，61，90，105－108，140，141－145，148，149，

　　164，177，181，187，189－243，244，253，254，270

　所有形容詞　U4

　性質形容詞　143

　不変化形容詞　189

　短語尾形　140－145，148，149，151，164

　長語尾形　140，141，143，144，187

言語学

　機能的（構造）言語学　26，35，37

　構造（主義）（的な）言語学　24，3g，169，207，213

　構造的・類型学的な言語学　215

　ランゲージ・ユニヴァーサルの言語学　215

　現代（の）言語学　18，24，2g，128

　新言語学　44

　マルクス主義的言語学　39

　アメリカの言語学　66

　ソヴエト言語学　37

　対照言語学contrast量ve　linguistics28

　地域言語学areal　linguistisc　19，23

　バルカン言語学　23

　比較・起源的／歴史的雷語学　19，23，40，215

言語性格学1inguiUcka　charakterisdka　27，28

言語的普遍1anguage　universals　17，18，28，2g

言語同盟language　union　23

言語のクラス　23，38，116，207

ケントゥム語群225，227，228，229

言理学glossemadcs24

語3，4，6，7，9，10，12，14，30－34，49，92，95－97，

　　99，　100，　106，　置07，　114，　130，　132，　146，　147，　157，

　　171－173，175，177－192，195－199，201，202，204－206，

　　213・216・220，227・246－248

語彙（的）7，9，15，19，20，22，48，53，59，66，67，70，

　　82－84，87，96，99，置00，105，108，m，112，115，

　　143，155，157，161，216－242，244，246，247，272

「行為」　8，16，41，46，52，54－56，66，68，74，75，76－79，

　　84，86，87，89，92，95－97，99，100，102－104，108一

索　引　　311



　　111，　119，　139，　148，　150，　丑52－154，　156，　159，　160，

　　163，241－243，245，247，250，251，262

　非行為的inactive247
行為動詞　75，90，95－97，99，105，110，247，271

行為名詞　74，94，186，241

行為者／行為主体agens41，51，54，55，62，64，70，

　　74－79，103－105，148，　152，153，　163，254，262，271

　被行為者／受容者patiens46，76，271

硬音　214

　軟音214
喉音217，218，221，223，227－229，234

　喉唇音　217，218，222，223，227－229

　口蓋化喉音　223，227－229

口蓋音　214

　口蓋化234，235，238
構造主義（的）24，39，40，46，47，212，213

　構造主義美学　26

構造的　5，10，Ig，28－30，36，38，42，48，116，118，128，

　　213，214，262

後置詞　130

膠着　3，6，15，48

　膠着的　9，11，14，15，38

膠着（型の）言語／膠着語aggludnaUve　languages

　　3r4，5，9r　置0・　13，31－33，47，169，186，　187，189，

　　197，207

　弱い膠着型／軽い膠着型／膠着・孤立型言語　13

　膠着・統合的な型　14

呼格　206，249

語幹（的）4，6，8，9，11－15，76，77，94，103，131，132，

　　134，135，137，145，192，239，242，248r250，252，

　　253・257・259，260・262，264・265・269・270

　定／不定動詞語幹　76

　語幹形成接尾辞　94

語形　7，9，32，33，178，201，221，249，259

語構成　33，244，24g

語根9，10，19，52，80，107，108，140，158，216，219，

　　222－226，232，235－238，240，255，264，265，267，

　　270，271，272

　語根動詞　267

語順　7，15，31，32，133

語族　8，10，14，20，23，33－35，39，42，49－51，60，61，

　　67，73，78，82，91，93，96，99－102，107，110，112，

　　117冨120，127，130，150，212

語頭　221，225，226，230，232，234，236

　語中221，225，230，232

　語末　178，212，226，268

　語尾　4，10，13，31，62，101，H7，133，135－138，140－

　312　索　引

　　145・　148，　149－　151－　164一　亙78，　王87，240，241，245，

　　248，249，251－254，256，258－272

　一次／こ次語尾　262－264，267

コペンハーゲン学派　24，25

孤立3，6，15，18

　孤立的　11，13，15

孤立型（型の）言語／孤立語isolating　languages3，

　　4，7，9，14，31－33，47，169，176，178，186，207

孤立型／やや総合的な型／完全な総合型／複総合型

　　7
孤立型／膠着型／多統合型　3レ33

混合類型　116

再帰化　56

再帰形　76

再帰動詞　154，155，163

再建／再構成／再構築　20，47，85，87，88，212－216，

　　220，223，235，239，247，255，262，263，267

サテム語群　227－229

サピア作成の基準のリスト　15

子音　10，14，16，33，222－226，230，234－237，264

　鼻子音　16

　子音群　10

　子音の交替　10

　子音連鎖　10

「使役」　8，68，72，84

使役動詞　68，72

歯音17，217，222，229

　歯擦音220，221

死語　50，51

時称　12，63，78，84，83，89，106，107，111，117，142，

　　145F147，149，156，196冒265，272

時制　7，HO－112，117

　現在　12，88，89，140，246，263－266，268，269－271

　現在（諸）時称　63，85，88，89，II7，143，251，264

　現在時称の指標　264

　現在形　62，63，67，84，107，142，143，145，146，15g，

　　160，245，246，265，270

　現在兼未来の形　21

　歴史的現在　160

　過去　6，14，22，79，84，106，147，148，150，199，

　　264－266－269

　過去（諸）時称　88，145，264

過去（の）形21，63，ll7，142－144，146，147，160，

　　164，180

　完了過去　88

　未完了過去　117，263，264

　近過去　8



　アオリスト　62，63，68，84，85，88，117，229，244－

　246，263・265，267，270

アオリスト形88，145，270

語根アオリスト　265

　シグマのアオリスト（第一／第二形）　244，264，265

単純アオリスト　264，265

　アオリストの指標　264

完了　15，78，79，84，110，232，246，270，272

完了系諸時称　142

完了形　67，107，127，246，247，265－267，270，271

第一／第二完了形　245

不規則完了形　246
　未完了　15，78，79，104，110，270

未来22，147，148，150，160，263

未来形　146，亘47，187

　複合未来形　187

自動・他動のカテゴリー／区別　70，242，245，247

自動詞と他動詞（の区別／対立）67，70，75，85，89，

　　90，96，97，103，105，115，119，127，147，157，240，

　　244r265，271

　自動詞　45，46，52，54，56，59，61，63，64，66，70－

　　72，74－77，79，86，89，90，95－97，100，103，105，

　　116，　119，　137，　153，　157，　162，240，243’245，250，

　　251，262，266，271

　自動性46，72，250

　意味上の／的自動詞　52，63，65，71，75，77，81，83，

　　85，89，96，99，100，103，105，119，137，162

　自動詞構文　53，54

　他動詞　41，44，45，52－54，57，5g，61，64，66－68，

　　70－72，74－77，79，81，86，89，90，95－97，103”105，

　　116，　119，　137，　138，150，　玉52，157，158，162，240，

　　242r245，250，251，262，265，266，271

　他動性　46，71，72，244，245

　意昧上の／的他動詞　52，63，65，71，72，75，77，81，

　　83，85，　86，　89，96，99，　103，　105，　110，　119，　130，

　　137，　139，　146

　他動詞構文　53，54，67

　準他動詞　86

斜格　78，79，118，248，255，257，259，260，261

　一般斜格　73

　斜格形118

　斜格要素　79

周縁的　29，96，186

主格　4，12，31，41，51，55，57，61，62，64，71，72，74，

　　89，91，118，130，131，B3，141，148，156，157，162，

　　181，　183，　184，　189，　190，　192－194，　196跡　199，201－

　　207・224・240－241・245・248－253・256－258，260，

　　261

主格的　60，118，245

　主格形　135－137，14g，157，241，252，261

　主格システム　118

主格言語nominative　Ianguages45，60，62，115，241

　主格（対格）言語　45

主格言語類型　45，247

　主格類型　116

　主格文類型　250
主格構造／構文　45，47，51，62，63，72，118，241，242，

　　251

主格・対格システム　88

主・対格　59，90，132，136，190，239，248，259，260，

　　261

　主・対格形　B1，176，260

　主・対格の指標　239

主・対格構文　90

修飾語　32，107，141，191，192，242，248

　被修飾語　32

主語・述語・目的語（補語）の関係　18，34，46，60，75，

　　86，ll5，213，250

主語・（と）述語（の）／主述関係　16，45，ll2，119，

　　141，145，　146，　156，　157，162，164，214，239，241

　主語と述語の文法的一致　142，143，148

主語・（と）目的語関係（の概念／図式／タイプ）45，

　　46，48，49，53，55，61，83，245，251

　主語4，8，13，16，32，41，52－55，57，60－63，66，

　　68－70，74，76，77，79，81，82，84，88，89，92，99，

　　105，113，116，118－120，133，137－151，153，155－

　　157，159，162－164，191，241，248，250，251，260

　意昧上の主語　52，54，58，59，62－66，69，70，72－76，

　　78，79，81，89，95，97，99，105，110，119，120，128，

　　138，139，　146，　151，　155，161，271

　代名詞的な主語　8

　文法的な主語　26

　論理主語　51

　主語の指標　60，61

　述語　13，32，34，37，44，45，57，58，64，66，67，

　　69，70，72，74，75，89，98，105－108，112，ll5，119，

　　139－153，155－157・159・161－164－214・241・242，247・

　　248，250

　述語性　108，146，147，151，155，164

　述語構文　45

　意味上の述語　69，70，74，79，亘46

　形容詞述語　90，142，148

　動詞述語　61，62，69，73，74，76，79，118－120，138，

　　142冒148－149r　l51，153，200

　　　　　　　　　　　　　　索　引　　313



　（動詞述語）名詞説　73

　意味的な自／他動詞述語　7g

　名詞述語　％

　合成述語　45

　述語動詞　56，69，70，74，78，89，m，137，139，143，

　　147一亘49，161

　述語（動詞）の（相対的）独立（性）142，143，146，

　　149，159，164，214

状況語　241，247－249，250，254

　状況語的（規定語的／修飾語的／副詞的）242，248，

　　249

小詞　22，107，145

　疑問の小詞　147

小辞263－265

「状態」46，52，77，89，92，96，97，99，102，119，140，

　　144，　149－152，　154，　158，243，246，247－251，262，

　　270r271

　状態カテゴリー　150

状態動詞　74，75，83，90，95－97，99，105，107，110，

　　141－143，157，158r247r27置

情緒格　51，67

情緒構文a伍ecdvc　con蹴ucdon51，66，67，6g，83，

　　155，159

情緒動詞verba　afectuum　59，66，67，100，102，105，

　　150，159

象徴的　6，10，11

冗長度redundancy　I8

上部構造／下部構造　42，43

助動詞　79，161，187

所格　31，89，248，249，252，254

「所有」　22，73，103，157，158

　分離／非分離所有　Io正，Io2，105，158，261

　所有形　74

　所有（の）接辞　103，158

　所有変化　76，g3，114

所有の構文　157

所有動詞verba　habendi　lO2，157，158

所有形容詞　ll4

所有代名詞　73，103，256，261

所有格　76

唇音　217，2B，221，222，227，228，235

　唇音化　235，238

親近（性）19，20，22，26，34，35，38，3g，42，46，211，

　　214，215，265

人工語　180，183，187

　自然言語　52，182

深層構造　48，66，75，192，193，lg5

　314　索　引

　表層構造　75

親族関係　95，101，132

シンタグマ　69，73－75，79，111，161，198，199，201

　規定的／述語的シンタグマ　70

　第一次のシンタグマ　69，70，74，79，120

　第二次のシンタグマ　69，70，74，120

随意性／的　156，158

　不随意（な／の／的な）行為／状態／性格　96，99，

　　100，　105，　150－155，　159

随伴事象frequent曲a45，57，65，75，77，80－82，87，

　　96，97，100，105，119，120，159，161，240，245

数7，12，16，22，30，31，84，98，107，115，143，148，

　　180　202　205　207　248　256　265

　非分割多数性の指標　260
　単数　4，12，16，17，21，30－32，59，79，81－84，98，

　　99，　102，　108，　113，　114，　131－137，　140，　145－　163響

　　175甲　180r　183r　184，　190－196，　198－202r　204－207，

　　248，249甲251－255，258－266，268－270

　単数形　184，257

　双数　16，17，254，256－258，265

　双数形　261

　双数のカテゴリー　256

　複数　4，6，8，12，15－17，21，30－32，79，81－83，98，

　　101，　108－110，　113，　114，　130－137，　141，　142，　146，

　　180，　183冒　184冒　190，　191，　199－202，204－207r212r

　　243，251－253，255－266

　複数形　7，132，134，136，162，182，187，188

　複数性　9，82，108

　複数の指標　81，252，153，259

数のカテゴリー　205

数詞　29，101

　助数詞　29

　分類数詞　114

数理論理学　24

数量詞　203

セーマscma　30－33

性7，12，17，22，29，31，59，61，92，94，置01，112，133，

　　140，143，148，180r182，191，192，202，207

　文法（的）性genre92，94

　男性4，12，52，58，61，78，80，92，101，131，B3－

　　137－　140－142，　145－　181・　191甲　198，201曹203，　206，

　　239，240，248，254，259－260

　男性名詞　匪32－B8，lg1，200，204，23g，253

　中性　92，95，101，134，140－142，191，201，239，240，

　　248r249，255，259，260

　中性名詞　132－136，191，23g，248，24g，253－255，

　　259－261



　女性　4，12，31，58，61，84，92，101，133－137，140－

　　142，145，191，201，205，240，248，254，260

　女性名詞　132－136，191，261

　共通性　253
　生物性／無（非）生物性　239，240，249，252－255，

　　259，260

　生物性／無生物性（の）名詞　249，253，254，259

生格　131，135，137－140，144，150，152，162，164，置75，

　　181」85，189，190，192，194，199－201，203，204，

　　207

　数量生格　200，201，204

　否定生格　138，150，162，164

　部分生格　13g

　生格形　134，136－138，186，2GO，204

生・対格　131－134，136，190

　生・対格形　131－134，136，137

生物・無（非）生物（のカテゴリー／類別）　92，93，115

　生物と無生物　80，83，112，27王

生物／生き物　8，56，68，75，80，83，92，100，110，112，

　　117，lI9，133，148，240，250，252，261，271

　動物　80，92，93，95，100，101，112，113，115，119，

　　131噌137，139，144，148，154，189

　植物80，93，95，100，101，112，113，119，129

絶対格　52，55－66，69・79，84，89－g1，110，118－120，

　　137，139，147，148，161，250

　絶対格の指標　120

絶対言語類型　46

絶対（格）構文absolute　structure52，57，60．62，64－

　　66r69，70，72，77冒　111，153

絶対（格）動詞　71，73，74，77，81，83，90，99，100，

　　105r　l　l　L　l19r　l20F137p　148置157・　187，245F250・

　　262

青年文法学派Junggrammatiker20，35，211，212，

　　249，264，270

声門説／ラリンガル理論　219－221

声門閉鎖　219－220，232

　声門閉鎖音　218，222，224，230．232

接辞　6，9－11，15，52，55，60，66，68，69，73，76，77，

　　84，97，99，亘02－107甲113，142，149，150，158

接辞的　38，73

　指小辞　107，114，240

　指大辞　107

　前椅辞　261

　後僑辞　256，257

　結合辞　115

　時称接辞　63

　人称接辞　67，76，97，g8，101，102，1G6，141，14g

接頭辞　7，9，31，33，60，66，82，113415，120，234，

　　264

接尾辞　7，9，22，31，33，60，62，66，94，120，142，148，

　　158，248，252，254，255，260

前置格175，194，195，200，201

前置詞　31，139，158，178，200

「相」46，58，62，64，67，68，71－73，75－78，85，88，103，

　　104，120，154，245，267

　遠心相／求心相extroverトintrovert75，79，103，

　　104，105

　遠心／求心性　46

　遠心／求心（的）／非遠心（的）　78

　非遠心相／非求心相　lo4，105

　受動　41，42，44，57，58，62－64，71，72，75，78，79，

　　85，88，120－148，151，163，164，239，243，245，265

　受動（の）形　4置，56，67，74，88，148，153，243，245，

　　265266
　受動相　75，79，89，103，104，245

　受動（の）構文　51，56－58，61－63，78－80，88，89，

　　148，154

　受動態　26，116，163

　被動　62

　被動相　62

　能動41，42，62－64，67，71，72，75，78，79，85，119，

　　120，148・164・239・245・250・263・265，270

　能動（相の）形41，57，68，88，262，263，265，266，

　　271

　能動相68，69，75，88，89，104，105，245

　能動構文　61，63，78，89，148

　中動　41，42，78，245，260，263，265，267，270－272

　中動（相の）形41，68，69，245，265，271

　中動相　67，69，78，104，105，267

　中・受動相mediひpassive88，269，270

造格　152－154，175，183，184，192－195，196，200，201，

　　203，205

　限定の造格　152

総合的／やや総合的／複総合的言語　7

側音　17

属格31，55，73，84，115，135，175，181，224，230，240，

　　241，244，249，251－253，258，259，272

　部分属格　254

genitivussu可ectives／・bjectivus55

　主格と対格の転位transposition　55

　属格（の）形252，261

祖語19，73，92，94，104，108，115，211－2置4，216，217，

　　219，220蜜222，224，231，239，247，258，262，265，

　　270
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　祖形　74，224，236，259，263，267

外連声　234

ソナント　223，225，228，230，238

そり舌音　229

「存在」　143，146，147，157459，27吐

　存在動詞　102，103，158

　存在文　162
対格　31，41，45，55，57，61，64，67，70，71，74，89，

　　117，　127，　128，　130－139，　148，　150－153，　162，　175，

　　176，　181，　184，　189，　190，192－194，　196－200，201，

　　203，239－245，247－250，252－2551259，261

対格的　54，59，60，117

　関係の対格　242，243

　内的対格　244

　限定の対格243

　対格形　134－138，200，244，254，255

　対格の指標　117

　対格パターン　54

対格性accusadvity54，59，60，88

対格言語accusativelanguages45，50，51，53，55－57，

　　59，62－64，66，67r70，7且，74，75，77，78，80，84，

　　85，87，　90，92，　97，　105－　107，　115，　118－120，　127，

　　137－139，　147，　148，　152，　156，　162，　164，207，214，

　　216，250

　対格（主格）言語　61

対格言語類型　46，54，55，84，86，87

　対格類型　50，116，117

　対格型　53，54，84，117

対格構文　47，85

対・主格形　136

対象活用objecdve　conjugation41，66，70

代償延長　229，259

代名詞（的）8，89，117，141，157，180，252，256，257

　指示代名詞　101，248，260

　承前代名詞anapho亘ques140

　所有代名詞　73，103，256，261

　人称代名詞　2至，117，146，149，160，179，180，255，

　　256，261

　代名詞的指標　89

タイプ5，13，15，29，33－35，45，63，66，92，94，115－

　　117，147，148，241，250，251，256

奪格　31，249，252

多統合型の言語　31－33

多分類言語（の類型／体系）93，112，114－116，118，

　　127

　二分類／三分類体系　94

単語　3，4，6－9，12，14，171，213

　316　索　引

段階理論　37，39，42，43，45

単純な（言語／語）　182－185

　完全に単純な（言語／語）184，185

　理想的に単純な（言語／語）　185，186

男人体／非男人体　135

調音位置／部位　217，222，223，238

直格　118
「テーゼ」　33，34

定性　84，140，141

　不定陸　84，140，248

定冠詞／不定冠詞　84

定動詞　76，108，10g，157，161

　不定動詞　76，108，109，161

テマティック／アテマティック　262，263，266－270

同音異義

　形態的（な）同音異義　185，186

　文法的（な）同音異義　175，176，178，179，181，182，

　　194，207

同化　222，226

　順行性／逆行（性の）同化　226

統計的普遍　17

統合的・形態的言語　47

統語法　21，22，128

　統語（論）（的〉15，33，36，37，44，46，47，49，53，

　　56，58，59，61，72，87，117，138，241，242，249，262

　統語（辞）関係　6，15

　統語構造　36

　統語的単位　46

統語的ピボットsyntacdc　pivot56

動詞　3，8，19，21，31，35，36，41，42，44，45，51，52，

　　56－63，65－84，88－90，93，95－97，99－108，　110，112，

　　113，　117，　119，　120，　128，　130，　137，　139，　140，　142－

　　145，　149，　150，　152，　154，　155，　158－160，　163，　164，

　　172，　176，　180，　181，　186－188，192，　196，207，240冨

　　242－248，250，251，256，260，262，263，265，267，

　　269－272

　動詞組織　65

動詞の系列　63，65－67，76，77，84，g7．gg，101，102，

　　149－150，245r261，264－267，269－272

動詞の分類／類別　59，97，100，158，262

動詞の目的形　57

等質／等質性　186－192，197－199，205，206

　カテゴリー（束）の等質性　205，206

　形式的（な）等質性　187，188

　制限された等質性（をもつ言語／語）　189－191

　形式的に等質な言語／語　186－188’

　完全に等質な言語／語　188，189



二価動詞　86

人称　12，65，66，106，107，116，142，143，146，159，

　　180，196，256，269

　人称の指標　65

　人称（構）文　153，155，157，159，203

　不定人称文　162－164

　非人称　149・152

　非人称（の）形　149，151，154，155

　非人称（構）文　152，153，155，203

　非人称述語　150

　非人称動詞　153

　一人称　62，76，77，82－84，99，101，102，109，110，

　　128，160，161，180，187，188，255－258，261－264，

　　268－271

　二人称　17，62，76，77，84，99，101，110，180，255騨

　　258，262－265甲268－271

　三人称　8，12，17，52，63，76，77，79，84，93，102，

　　104，　110，　145，　161－163，　180，　199，258，260，262－

　　265，268－271

認知動詞　45

能格ergative　case51－55，57－65，70・74，77－79，82，

　　84，88，91，　118－120，　128，　137－139，　147，　148，　165，

　　240，241，250

能格的　51，54，58－60，88，H7，118，128

　能格形　74，84

　能格・具格形　73

　能格系列（の指標）66，84

　能格パターン　54

能格性37，53，54，57，5g，60，88，gO，128

　split　ergativity　　60，63，84，90，1茎6

能格言語　41，45，51－53，55－61，63－67，69－75，77，

　　79噌83，　85，　87－90，　92，　96－98，　100，　105，　110－112，

　　115，　118－120，　127，　128，　137－139，　147，　148，　152－

　　154，157，161，162，164，239，241，271，272

　動詞型／名詞型／混合型　65，84

能格（型）言語類型　33，45，46，49，50，53－55，59，79，

　　83－85，90，96，145，146，216，240，241

　能格類型　50，86，116，ll7

　能格型　53，54，57，84，117

能格構造／構文　45，47，51．53，57，58，60－66，6g－73，

　　77，78，85，88－gO，127，128，148，154，242

　能格（構文）受動説　41，51，61

　（能格構文）中立説　64

能格動詞　57，71，73，74，77，80，81，83，gO，105，11g，

　　120，137，148，157，161

排外形exclusive　form　82，83，g8，10g，110，255－258，

　　261

　包含形inclusive£orm　82，83，98，109，110，160，

　　161，255－258－261

派生（的）10，14，15，57，72，74，78，186，246，254，

　　262

　派生概念　11，14

　派生接辞　6
　基本的／派生的な相　88

派生動詞　89

パラダイム　175－178，183－185，188－192，194－196，219，

　　221r246，248，249，252

　整合的なパラダイム　190，191

パラディグマ　195，198，199，201，205

破裂音　217・222，229－233，235－237

　内破裂音221
　有声／無声破裂音　231

　無声有気〆無気破裂音230

バルトロメイの法則　226，227

範疇語　102

ヒエラルキー　18，27，34，47，60，117

　階層（的関係ノ構造）27，33，34，46，49、65，213

鼻音　17，252

比較言語学　19，20，22，23，35，38，39，42，45，46，83，

　　87，211－214，220｝223，241，242，244，247，249，273

　比較文法　38，39，41，44，46，213，216，220，232，

　　233，239r249，263，264－267，272

表現の欲求／伝達の必要　25－27

「一つの言語」eineSprache　29

品詞3，12，106，107，151，176，177，207

副詞　36，150，178，242，244，248，249

　話法の副詞　150

複統合言語　6，8

不定格casus　ind面nitus248

普遍的分布法則　18

部分格　161

プラーグ学派　24－28，33，35，37，38

　プラーグ言語学団　24

　チェコ派／ロシア派　26

文3，6，7，H－14，26，32，36，41，44，45，49，56，57，

　　62，63，69，74，76，78，83，84，106，119，120，128，

　　132，145－147，154，155，161，171，172，疋81－183，

　　203，242，247，248，250

　一肢／二肢文　70，147

　印欧語の文　212，247

　不定法文　155．157，164

　文の原型　73

　文の構造　37，41，51，120，247，251

　文の成分　32，70

　　　　　　　　　　　　　　索引317



分詞　45，85，127，142，226

　過去分詞　128，142

　完了分詞　183

　能動過去分詞第二形　145

　能動完了分詞第二形　142，143，145

分析的／統合的／複統合的analytic／synthe就／poly．

　　synthedc　　6－9，1L　13－15

　分析型言語　6

文法　16，19，27，29，30，37，46，49，114，201

文法的　7，11，12，26，29，30，32，33，37，41，46，48，

　　49，57，81，92，96，105，　EO8，111，　119，　157，242，

　　247

　非文法的　56，57

　歴史文法　211

　哲学的文法　38

　文法化　75，138，179

　文法的な形態　108

　文法（的）形式　19，54

　文法（的）現象　18，29

　文法（的）構造　37，48，85，86，128，247

　文法（的）体系　29，85

　文法的・統語的単位　46

　文法（的）要素　32，49

文法（的な）カテゴリー／範疇　36，51，55，66，75，77，

　　100r103冒　174，175，197，198，207，242，254，255

（文法的な）一致　41，54，58，61，62，66，70，73，80，

　　113－115，　120，　128，　138，　139，　142，　143－　148－　149，

　　152，180

分類（言語の）5，6，8，9，11，13，15，18，31－33，36，

　　39，49－52，　169，207

　形態的手順による分類　15，30

　形態的構造的分類　38

　形態論的／統語論的分類　47

　系統的（親近性による）分類　42，44，46

　類型（学）的／（親近匪による）分類　5，6，42，44，

　　46響47

分類子　29，32

分類のクリテリア　30，31

（位置による）変異　2亘9

　自由変異　182，183

　文法的変異体　183，184

変化／語形変化　6，7，9，69，77，98，106，107，114，

　　133，140，142，175，178，187，189，239，248，251，

　　256，260，268－270，272

　変化形　172，175，178，188，262

　人称変化　142－145，148，14g，164，180

　代名詞変化　256

318　索　引

　動詞変化　94，256，265，270

　名詞変化　65，84，94，115，178，重86，249，252，262

　主語的／主語・目的語的な変化　251

　テマティック／アテマティックの変化　266－268

　MI／HI変化　262，265，266，26g

　現在／過去変化　269

　内部的替変による語形変化　7，10

（非）弁別的　30，219，223，232

母音　10，14，16，17，33，99，212，213，223，225，229，

　　230－232，234，237，238，259

　幹母音　140，259

　（語）幹形成母音　62，262，264

　長母音　259

　二重母音　10

　母音群　10

　母音交替　10，213，258

　母音組織　238

　母音度　254，264

　母音の減衰　238

　母音の延長　240

「法」modus7，HO，264

　インユンクティフ；希求法　263

　接続法　145，157，263

　直説法　159，263

　命令法　264
　不定法　23，155－157，176，187

包含事象implication　18，55，65，70，71，75，79，81，

　　95－98，100，101買104冒109，11L　I15r　I19冒148，159，

　　162，240，245，255，262

方言　6，49，50，79，214，231，232，252，253，255，258，

　　259，268，269，272

北欧学派　24

補語　46，97，177，186，201，242

　直接補語　45，241，242，245

　対格補語　70，240

　生格の補語　144
　与格（の）補語　144，149，155，250

母語　21

補充法suppletivism　248，271

ポテブニャ派　37

摩擦音　230，231

　有声／無声の摩擦音　230，231

マルクス主義　3g，40，43，44

無徴（な／的）unmarked　52，57，62，69，70，90，91，

　　103，120，137，138，216，218，221，223，229

　有徴的marked53，54，6g，78，gO，104，130，137．

　　139，218r219，221



無標（的）　17，117

　有標（的）17，117，173

名詞　3，4，12，29，31，36，37，52，54，58，59，6置，62，65，

　　67，69，70，71，73，79－84，89，92－98，100－103，106－

　　108，　llO－115r　117，　119，　120，　130－135，　137r　139r

　　140，　141，　146－148，　150－154，　157，　158，　161，　175，

　　176，178，181，189，191，192，196，202，204，205，

　　242，248，249，251－253，256，259－262，272

　行為名詞　74，186，241

　固有名詞　131，133，136

　指人／非指人名詞　191

　集合名詞　190，200，201，260

　常時複数名詞　且90，191

　常時単数名詞　191

　普通名詞　117，131，133，136

　物質名詞　200，201

　不変化名詞　178，186，189，204

　名詞形　140

　名詞句　53，56，88

名詞の分類／類別　59，92－94，102，112，113，115，Bo，

　　189，248，262

名詞類nomin訓s61，147

メタ理論　215

目的格　61，130，198

目的語　8，13，18，34，41，45，46，48，49，52－55，60－63，

　　66，69，70，73－77，79782，83，86，87，89，92，IlO，

　　115，　119－　128，　130，　133，　137－139，　147r　150－153，

　　164，213，241－245，248－251

　直接目的語　46，69，72，118，139，243，247，249

　間接目的語　8，55，66，69，241

　意味上の目的語　54，59，60，62，64－66，69，70，74－

　　76響78－81，83置89，93r97，99，　1111112r　lIgr　l20，

　　128，137－139，159，161，242

　代名詞的な目的語　8

目的語の指標　60，61

ヤペテ理論　42

　ヤペテ諸語　42，46

唯物弁証法　40，43

融合的／融合的・分析的／融合的・統合的／象徴的・融

　　合的　14

有声／無声（の）219，226，230－232

　有声・無声（の）219，231，235，236

　有声音218，230，232

　有声化　231

　有声無気（の）230，232

　有声無気音216，217，21g，221，222，225，230－233

　有声有気（の）233

　有声有気音218，219，222，225，230－232

　無声音216，218，222

　無声有気（の）230，233

　無声有気音　213，218，231，232

　無声無気（の）233

　無声無気音218，219，222，230，231

有気／無気（の）219，223，224，230－232

　有気・無気の　232

　有気音216，219，223－226，230，236

　無気音224－226，230，236

　無気化　224
様態（性）modaHty　110，151，155－157

与格　31，51，55，57－59，62，63，67，72，78，84，139，

　　140，　144，　149，　151，　152，　154－156，　175，　185，　192－

　　196，201，203，243，249，254，255，260

　与格形　200

　主語／目的語をを表す与格　55

　目的与格　250

与・所格89，252

より静的な動詞　90

　よりダイナミックな動詞　90

ヨーロッパ中心主義　5

ラリンガル　221，233，237，238，268

ランゲージ・ユニヴァーサル　214－216，220

リエゾン　265

類型／言語（の）類型　3，5，6，8，9，13，16，18，23，28－

　　34，42，44－47r49r52，53，55，58，60，65，66，75，

　　82－84，87，89－90，97，98r　I12，115－120，　127，146，

　　158，165，169，　192，　197，207，213，214，216，239，

　　241，245

　理想的な類型Idealtypus169，207

類型的

　類型的分類　6

類型的基準

類型的発展

類型的原理

類型的要素

類型的分布

類型的特徴

18

42

111

116

117

207

類型学／言語類型学（論）typology　5，6，15，16，18，

　　19，23，24，26，28，29，32，34－38，41，42，45，49，

　　56，59，60，90－104響　1167118－119，127r128，142，

　　169，　E91，207，211，214－218，220，229，230，233，

　　241，247

　形式（的）（な）類型学　16，36，38，48，16g，180，

　　207，208

　内容（的）（な）類型学contensive　typology　I1，

索　引　　319



　　15，16，18，23，24，27，28，34，37，44，47－49，53，

　　56，65，83，87，　115－117，　127，　129，　165，169，207，

　　208，213，215，216，22玉，239，245，272，273

　類型論／言語類型論　52，53，207，216

類型学的／言語類型学的　16，18，1g，23，27，28，33，

　　34，36－38，40，42，44－48，56，66，87，1置5，117，亘29，

　　146，164，176，207－214，215，218，220，230，235，

　　251，255，256，258

歴史主義　20，3g，40

レニングラード学派　95

連辞　22，85，107，142－146，148，157，164

渡り音　238

320　索　引
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