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ゲルマン語のアクセント型と名詞の語形変化
 ─ トカラ語との比較において

　　　　　　　齋藤　治之

序論

　ゲルマン語におけるアクセント型と重子音化の関係についての問題は近年盛

んに論じられるようになったが、その端緒を成したのは R.Lührによる“Expres-

sivität und Lautgesetz im Germanischen (1988)”である。この中で著者は、１）音

法則に基づく子音の重複、２）重複した子音（重子音）が何か特別の意味機能

を有しているか、という問題を扱っている 1。特に１）の問題はゲルマン語の

形態論における新語の派生と大きく関わっており、その後この問題を扱った多

くの研究が発表されている 2。

　本稿は、ゲルマン語におけるアクセント型と語形変化および重子音化の関係、

アクセント型相互の移行問題、さらにトカラ語における同様の問題について考

察を加えることを目指している 3。

　後述するように、これら両言語は記録に残された年代はサンスクリット語や

ギリシア語と比べて新しいが、言語面では後者の諸言語より古い特徴を残して

いる場合も多く確認されている。語形変化における部分的な古いアクセント型

の保持もその一つとして挙げられる。本稿ではこのような観点からゲルマン語

とトカラ語の共通点を指摘してみたい。

Ⅰ．インドヨーロッパ祖語の名詞類語形変化におけるアクセント型 4

　インドヨーロッパ祖語の名詞類語形変化においては語根、接尾辞、語尾の

いずれかにアクセントが置かれ、その結果、次のようなアクセント型が確認
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される： １）proterodynamisch、 ２）hysterodynamisch、 ３）akrodynamisch、 

４）amphidynamisch、５）holodynamisch。

W（語根）、S（接尾辞）、E（語尾）、z（零階梯）、stark（強語幹）、schwach（弱語幹）、

Lok.（所格）という略号によって表現すれば、それぞれ次のように図式化する

ことができる 5。

１）インドヨーロッパ祖語の proterodynamischアクセント型図式（下線部はア

クセントを担う）：

　 W S E

　stark W S E

　schwach W S E

インドヨーロッパ祖語の proterodynamischアクセント型の母音交替パターンは

以下の通りである：

 W S E

　stark é z z

　schwach z é z

　Lok. z é

インドヨーロッパ祖語（uridg.）*séṵHnu- ‚Sohn‛を例に取れば：

　stark uridg. Nom.Sg.*séṵH-nu-s ≧ ved. sū-nú-s, urgerm. *sūnuz > got. sunus

 uridg. Akk.Sg. *séṵH-nu-m ≧ ved. sū-nú-m, urgerm. *sūnun > got. sunu
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　schwach uridg. Gen.Sg.*suH-néṵ-s > ved.sū-nó-s < *sū-náu-s, urgerm. *sūnauz > 

 got. sunaus

２）インドヨーロッパ祖語の hysterodynamischアクセント型図式（下線部はア

クセントを担う）

 W S E

　stark W S E

　schwach W S E

インドヨーロッパ祖語の hysterodynamischアクセント型の母音交替パターンは

以下の通りである：

 W S E

　stark z é z

　schwach z z é

　Lok. z é

インドヨーロッパ祖語（uridg.）*ph2tēr ‚Vater‛を例に取れば：

　stark uridg. Nom.Sg. *ph2-tēr > ved. pi-tā, urgerm. *faðēr > got. fadar

 uridg. Akk.Sg. *ph2-tér-ṃ > ved. pi-tár-am, urgerm. *faðeru(n) > got.  

 fadar

　schwach uridg. Gen.Sg.*ph2-tr-ós ≧ ved. pi-túr, urgerm. *faðurz > got. fadrs
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３）インドヨーロッパ祖語の akrodynamischアクセント型図式（下線部はアク

セントを担う）

 W S E

　stark W S E

　schwach W S E

インドヨーロッパ祖語の akrodynamischアクセント型の母音交替パターンは以

下の通りである：

   W S E

　stark ó　od.　ē z z

　schwach é z z

インドヨーロッパ祖語（uridg.）*nekw- ‚dämmern‛を例に取れば：

　stark uridg.Nom.Sg. *nókw-t-s > lat. nox, gr.νύξ, urgerm. *nahwts > got. nahts

 Akk.Sg. *nókw-t-ṃ > lat. noctem, gr. νύκτα, urgerm. *nahwtu(n) > got.  

 naht

　schwach Gen.Sg. *nékw-t-s > heth. nekutS , ≧urgerm. *nahwtiz > got. *nahts

４) インドヨーロッパ祖語の amphidynamischアクセント型図式（下線部はアク

セントを担う）
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 W S E

　stark W S E

　schwach W S E

インドヨーロッパ祖語の amphidynamischアクセント型の母音交替パターンは

以下の通りである：

 W S E

　stark é o z

　schwach z z é

　Lok. z é

インドヨーロッパ祖語（uridg.）*dḭeṵ- ‚Himmel‛を例に取れば：

　stark uridg.Nom.Sg. *dḭḗṵ-s > ved. dyáus, gr.Ζευς

 Akk.Sg. *dḭéṵ-m > *dḭḗ-m > ved. dyām, gr. Ζην, lat. diem

　schwach Gen.Sg. *diṵ-és > ved. divás, gr. Διϝός

　Lok. Lok.Sg. *dḭéṵ-i ≧ ved. diví, gr. Διϝί

５) インドヨーロッパ祖語の holodynamischアクセント型図式（下線部はアクセ

ントを担う）

 W S E

　stark W S E

　schwach W S E
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　Lok.Sg. W S E

インドヨーロッパ祖語の holodynamischアクセント型の母音交替パターンは以

下の通りである：

 W S E

　stark é o z

　schwach z z é

　Lok.Sg. z é 

インドヨーロッパ祖語（uridg.）*dhéghōm- ‘Erde’ を例に取れば：

　stark uridg.Nom.Sg. *dhéĝhōm > heth. te-e-kán; gr. κθών

 Akk.Sg. *dhéĝhom-ṃ > *dhéĝhōm > ved. kṣām

　schwach Gen.Sg. *dhĝhm-és > heth. ták-na-a-aš, gr. νκαμαί, ved. jmás

 Lok.Sg. *dhĝhém > *ĝhðém > ved. kṣámi

以下、本稿ではゲルマン語の名詞変化において意味を持つ proterodynamisch、

hysterodynamisch、holodynamischの３種類のアクセントパターンを扱うことと

する 6。

Ⅱ．ゲルマン語の名詞語幹におけるアクセント型の母音交替パターン

１．n-語幹

１）proterodynamisch
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   W S E

　stark Nom.Sg. é -ōn- z

　 Akk.Sg. e -ón- z

　schwach z -én- z

　 Lok. z -én- z

　stark Nom.Sg. *´-ōn > *-ō

    Akk.Sg. *´on-ṃ > *-anun

　schwach Gen.Sg. *-én(e)s > *-eniz

 Lok..Sg.  *-éni > *-eni

urgerm. *ƀeṵđōn- „Bote‟

Sg.

Nom. *bhéṵdhōn > *ƀeṵđōn

Akk. *bhéṵdho-n-ṃ > *ƀeṵđanun

Gen. *bhudhé-n-(e)s > *ƀuđeniz

Lok. *bhudhé-n-i > *ƀuđeni

２）hysterodynamisch7

 W S E

　stark Nom.Sg. z/o -ḗn- z

 Akk.Sg. z/o -én- z

　schwach z/o -n- é

 Lok. z/o -én- z
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　stark Nom.Sg. *-ḗn > *-ḗ

　 Akk.Sg. *-énun > *-enun

　schwach Gen.Sg. *-nés > *-niz

　 Lok..Sg. *-éni > *-eni

urgerm. *uχsē „Ochse‟

Sg.

Nom. *h2uksḗn > *uχsē

Akk. *h2uksén-ṃ > *uχsenun

Gen. *h2uks-n-és > *uχsniz

Lok. *h2uks-éni > *uχseni

３）holodynamisch

 W S E

　stark Nom.Sg. é -ōn- z

  Akk.Sg. e -ón- z

　schwach z -n- é

 Lok. z -én- z

　stark Nom.Sg. *´-ōn > *´-ō

 Akk.Sg. *´-onun/*-ónun > *-anun

　schwach Gen.Sg. *-nés > *-niz

　Lok..Sg. *-éni > *-eni
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urgerm. *χasan- „Hase“（< *kaso- “grau” + -n (= individualisierender n-Stamm)）

Sg.

Nom. *ḱásō > *χasō

Akk. * ḱáso-n-ṃ > *χasanun

Gen. *ḱas-n-és > *χazniz

Lok. * ḱas-éni > *χazeni

urgerm. *ēþma- “Atem” (ahd. ātum, ae. ēðm)

Sg.

Nom. *h1éh1tmōn > *ēþmō

Akk. *h1éh1tmon-ṃ > *ēþmanun

Gen. *(h1)h1tmn-és ≧*ēđmniz

Lok. *(h1)h1tmén-i ≧*ēđmeni

２．i-語幹

１）proterodynamisch

 W S E

　stark Nom.Sg. é -i- z

 Akk.Sg. é -i- z

　schwach z -éḭ- é/z

　stark Nom.Sg. *´-i-s > *´-iz

  Akk.Sg. *´-i-m > *-in
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　schwach Gen.Sg. *-éḭ-s > *-eḭs

 Lok..Sg. *-éḭ > *-eḭ

 Dat.Sg. *-éḭ-eḭ

urgerm. *kenđi- “Geschlecht, Kind, Stamm” (an. kind; got. kindins „Statthalter“)

Sg.

Nom. *ĝénh1-ti-s > *kenđiz

Akk. *ĝénh1-ti-m > *kenđin

Gen. *ĝṇh1-téḭ-s > *kunđeḭs

Lok. *ĝṇh1-téḭ > *kunđeḭ

vgl. skt. jātí- “Geburt, Geschlecht”

Nom. *ĝénh1-ti-s≧ *ĝṇnh1-tí-s > jātís

Akk. *ĝénh1-ti-m≧ *ĝṇnh1-tí-m> jātím

２）hysterodynamisch

 W S E

　stark Nom.Sg. z/o -ḗḭ- z

 Akk.Sg. z/o -éḭ- z

　schwach Gen.Sg. z/o -i- é

　stark Nom.Sg. *-ḗḭ > *-ḗ ≧-í-s > *-is

 Akk.Sg. *-éḭ-ṃ > *-ein

schwach  Gen.Sg. *-ḭ-és≧ *-éḭs
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urgerm. *skriđi- “Schritt, Gang” (ahd. scrit)

Sg.

Nom. (*skritḗḭ ≧)*skrit-í-s > *skriđis

Akk. *skrit-éḭ-ṃ ≧*skrit-í-ṃ > *skriđin

Gen. *skrit-ḭ-és* > *skriđḭes ≧ * skriđeḭs

(cf. ved. Dat. bhujyé < *bhuj-ḭ-éḭ)

３）holodynamisch

 W S  E

　stark Nom.Sg. é -i- z

 Akk.Sg. é -i- z

　schwach Gen.Sg. z -éḭ- z

 Instr.. z -i- é

　stark Nom.Sg. *´-i-s > *´-iz

 Akk.Sg. *´-i-m > *-in

　schwach Gen.Sg. (*-ḭ-és ≧)*-éḭ-s > *-eḭs

 Lok..Sg. *- ḗḭ > *-eḭ

 Instr.Sg. *-ḭ-éh1 > *-ḭ-ē

urgerm. *freχti- „Frage“ (an. frett, ae. freht)

Sg.

Nom. *préḱ-ti-s > *freχtiz

Akk. * préḱ-ti-m > *freχtin

Gen. *pṛḱ-téḭ-s > *furχteḭs
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Lok. *pṛḱ-tḗḭ > *furχteḭ

３．u-語幹

１）proterodynamisch

 W S E

　stark Nom.Sg. é -u- z

 Akk.Sg. é -u- z

　schwach Gen.Sg. z -é/óṵ- é/z

 Lok.Sg. z -éṵ- é/z

　stark Nom.Sg. *´-u-s > *´-uz

 Akk.Sg. *´-u-m > *-un

　schwach Gen.Sg. *-é/óṵ-s > *-e/aṵs

 Lok..Sg. *-ḗṵ > *-eṵ

 Dat.Sg. *-éṵ-eṵ

urgerm. *χunχ/gru- „Hunger“ (got. hūhrus, ahd. hungar)

Sg.

Nom. *kénk-ru-s > *χenχruz

Akk. *kénk-ru-m > *χenχrun

Gen. *kṇk-ré/óṵ-s > *χungre/aṵs

Lok. *kṇk-rḗṵ > *χungreṵ

２）hysterodynamisch
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 W S E

　stark Nom.Sg. z/o -ḗṵ/éṵ- z

 Akk.Sg. z/o - ḗṵ/éṵ- z

　schwach Gen.Sg. z/o -u- é

　stark Nom.Sg. *-ḗṵ > *-ḗ ≧-í-s > *-is

 Akk.Sg. *-éṵ-ṃ ≧ *-ein

　schwach Gen.Sg. *-ṵ-és > *- ṵes

urgerm. *sṵerū- „Schwiegermutter“ (ahd. swigar)

Sg.

Nom.*sṵeḱr-ḗṵ/éṵh2 ≧*sṵerū

Akk. *sṵeḱr-ḗṵ/éṵh2-ṃ ≧ *sṵerŭn

Gen. * sṵeḱrúh2-és ≧ *sṵerūs

３）holodynamisch

 W S E

　stark Nom.Sg. é -oṵ/ōṵ- z

 Akk.Sg. é  -oṵ/ōṵ- z

　schwach Gen.Sg. z -z- é

　stark Nom.Sg. *´- ōṵ-s > *´-auz

 Akk.Sg. *´-oṵ-ṃ > *-aṵn

　schwach Gen.Sg. *-ṵ-és > *- ṵes
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Ⅲ．ゲルマン語の名詞類語形変化における重子音と類移行

　ゲルマン語の名詞類語形変化における重子音化は動詞類と同様に主に後続す

る -j-、鼻音 -n-,-m-,流音 -r-,-l-により引き起こされる。特に n-語幹においては

弱語幹で -Cn-という子音連続が生じるので、鼻音 -n-による重子音化が極めて

頻繁に見られる。例を挙げれば、gnebh “zusammendrücken →名詞：Geballtes”

という語根からは、次のような重子音化の有無により区別される形が作られ

る 8。上述したように、-ƀn-という語幹における子音連続は hysterodynamischと

holodynamischのアクセント型に由来するが、語根母音が -o-なのでこの場合、

hysterodynamischの型が該当する：

uridg. *gnobhḗn > urgerm. *knaƀn > ahd. knabo “Knabe”; uridg. *gnobhn- > 

urgerm.*knapp > afries. knappa, an. knappr „Knopf“

urgerm. *knaƀn- “Knabe”

Sg.

Nom. *gnobhḗn > *knaƀn

Akk. *gnobhé-n-ṃ > *knaƀenun

Gen. *gnobh-n-és > *knaƀniz > *knaƀƀiz > *knapp-（派生語幹）

Lok. *gnobh -éni > *knaƀeni

　それに対し、同化による重子音化が起こらず、その結果弱語幹から派生した

語が存在しない場合はその語幹が proterodynamischのアクセント型に由来する

ことが分かる：

urgerm. *ƀeṵđōn- „Bote“

Sg.

Nom. *bhéṵdhōn > *ƀeṵđōn
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Akk. *bhéṵdho-n-ṃ > *ƀeṵđanun

Gen. *bhudhé-n-(e)s > *ƀuđeniz

Lok. *bhudhé-n-i > *ƀuđeni

　従って、上述の uridg. *gnobhḗn> urgerm. *knaƀn > ahd. knabo “Knabe”; uridg. 

*gnobhn- > urgerm.*knapp > afries. knappa, an. knappr “Knopf”の変化表の中、後

者は属格に基づく新語形成に由来する：

 Paradigma 1

 nom. *knaƀō

 gen. *knappaz

 lok..(> dat.) *knaƀeni

 Paradigma 1ˊ Paradigma 2

 nom. *knabō nom. *knapō

 gen. *knabbaz gen. *knappaz

 dat..*knabeni dat..*knapeni

　しかしアクセント型は不変ではなくある一つの型から他の型へと移行するこ

とがある。その際 hysterodynamischおよび holodynamischから proterodynamisch

への移行が一般的である。例えば nhd. Schnittは ahd. snit „Getreideernte“に遡る

が、語末の -tは uridg. 　*sneḭt „schneiden“という語根から考えて、接尾辞ある

いは語尾にアクセントが置かれてできた形であることが Vernerの法則から証

明できる：*snitḗ≧ *snit-í-s > *sniđis > ahd. snit。このような動詞語幹から作ら

れた -接尾辞 tiによる男性動作名詞の大半はゲルマン語において hysterodyna-



ゲルマン語のアクセント型と名詞の語形変化

―56―

mischのアクセント型を示していたと考えられている。

hysterodynamisch

CṚCḗḭ /éḭ-Typ

urgerm. *sniđi- „Schnitt‟ (ahd. snit)

Sg.

Nom. (*snitḗḭ≧)*snit-í-s > *sniđis

Akk. *snit-éḭ-ṃ ≧*snit-í-ṃ > *sniđin

Gen. *snit-ḭ-és* > *sniđḭes≧ *sniđeḭs (→proterodynamisch)

holodynamisch

urgerm. *freχti- „Frage“ (an. frett, ae. freht)

Sg.

Nom. *préḱ-ti-s > *freχtiz

Akk. * préḱ-ti-m > *freχtin

Gen. *pṛḱ-téḭ-s > *furχteḭs(→ proterodynamisch)

hysterodynamischの i-語幹名詞はゲルマン語では稀であり、他のアクセント型

への移行の傾向が見られる。このことは n-語幹名詞においても同様である：

holodynamisch

urgerm. *léṵχōn-/*luén- „Lohe“ (ahd. lohe-, an. logi)

Sg.

Nom. *léṵkōn > *léṵχōn

Akk. *léṵkon-ṃ > *léṵχanun
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Gen. *lukén-es > *luk-nés > *luéniz (→ proterodynamisch)

アクセント型への移行は全ての格を伴うのではなく、その一部が関わる場合も

見られる：

urgerm. *χanḗn/*χánōn- „Hahn“

hysterodynamisch proterodynamisch

Sg.

Nom. *kanḗn > *χanḗn Nom. *kánōn > *χánōn

Akk. * kané-n-ṃ > *χanénun Akk. * káno-n-ṃ > *χánanun

Gen. *kan-n-és > *χanníz Gen. *kan-én(e)s > *χanéniz

 Got.  An.  Ahd.

Sg.Nom. hana < *χanḗn  hane < *χanḗn hano < *χánōn

Akk. hanan < *χánanun  hana < *χánanun hanon < *χánanun

Gen. hanins < *χanéniz hana < (*χánaniz) hanen < *χanéniz

上述とは反対に、proterodynamischから hysterodynamischへの移行も見られる：

proterodynamisch

urgerm. * h1néh3mṇ „Name“

Sg.

Nom. *h1néh3mṇ > *nōmun → skt. nāma, lat. nōmen

Akk. *h1néh3mṇ > *nōmun

Gen. *h1néh3mṇ > *nōmun

　　　↓

hysterodynamisch
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CoRCḗn/én-Typ

urgerm. *nomḗn “Name”（集合名詞）

Sg.

Nom. *h1no(h3)mḗn > *nomḗn → got. nama

Akk. *h1no(h3)mḗn > *nomḗn

Gen. *h1no(h3)mnés > *nomnés → *nomnṓn/*nomn → got. namn-, toch. B ñem

Ⅳ．トカラ語の名詞類語形変化と類移行

上述のように、ゲルマン語とトカラ語の“名前”を意味する語は *h1no(h3)mḗn 

> *nomḗn > got. namaと*h1no(h3)mnés > *nomnés > toch. B ñemのように、他の

語派の同じ語根に由来する語とは異なり、hysterodynamischのアクセント型に

基づいている。このように、トカラ語では他の語派が proterodynamischなアク

セント型を示したり、あるいは語形変化表内部での類推形を示すのに対し、よ

り古い語形が保たれている場合が多く見出される。ゲルマン語同様動詞語幹か

ら作られた接尾辞 -tiによる hysterodynamischのアクセント型を示す動作名詞と

して次のような語形変化表が挙げられる（＝ CṚCḗḭ/éḭ-Typ）：

toch.B plāce „Rede‟

Sg.Nom. plāce < *bhḷh1tḗ(ḭ))

Akk．plāc < *bhḷh1tím

トカラ語における hysterodynamischのアクセント型を示す i-語幹名詞には次の

ような語が属する。この表からサンスクリット語では Akk.（対格）-ímの母音

が類推により Nom.（主格）-ísにも及んでおり、トカラ語が hysterodynamisch

の本来の変化を保持していることが分かる：
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CṚCḗḭ/éḭ-Typ

toch.B maśce „Faust‟9 skt. muṣṭís „Faust“

Sg.Nom. maśce < *mustḗ(ḭ) Nom. muṣṭís ≦*mustḗ(ḭ)

Akk．maśc < *mustím ↑Akk. muṣṭím < *mustím

toch.B āśce „Kopf“ lit. akstìs „Bratenspieß“ russ. ocть „Spitze“

Sg.Nom. āśce < *h2e(ḱ)stḗ(ḭ) Nom. akstìs ≦*h2eḱstḗ(ḭ) Nom. ocть ≦*h2e(ḱ)stḗ(ḭ)

Akk. āśc < *h2e(ḱ)stím  ↑Akk. akstìm < *h2eḱstím ↑Akk. ocть < *h2e(ḱ)stím

動作名詞以外にも hysterodynamischのアクセント型を示す i-語幹名詞が存在す

る：

toch.B *klokaśce „Pore“ av. kauuā „Dichter“

Sg.Nom. *klokaśce < *kloṵeh2kustḗ(ḭ) Nom. kauuā > koṵh1ḗ(ḭ)

Akk. klokaśc < *kloṵeh2kustím Akk. kauuaēm > koṵh1éḭṃ

hysterodynamischのアクセント型を示す n-語幹名詞に関しても次のような例を

挙げることが出来る。トカラ語はゲルマン語と異なり、語尾は -ḗnのみでなく

-ṓnも示す：

CṚCṓn/ón-Typ CṚCḗn/én-Typ

toch.B okso „Ochse“ got. auhsa „Ochse“

Sg.Nom. *h2uksṓn > okso Nom. *h2uksḗn > *uχsē > got. auhsa

Akk. *h2uksón-ṃ ≧oksai Akk. *h2uksén-ṃ > *uχsenun > got. auhsa

意味が不明な toch.B nākoが hysterodynamischのアクセント型を示す n-語幹名

詞として解釈され得るならば、次のような変化表が可能である 10：

toch.B nāko „Anke, Butter?“
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Sg.Nom. *h3ṇgṵṓn > toch.B nāko

　Akk. * h3ṇgṵón-ṃ > toch.B *nāko

この語は他の多くの語派では -e-階梯の語根による n-語幹名詞を示す：

uridg. *h3éngṵṇ „Anke, Butter“

Sg.Nom. *h3éngṵṇ ≧* h3ṇgṵṇ > lat. unguen, air. imb

　(Nom. *h3éngṵōn > urgerm *ánkṵō > ahd. anko) 11

　Akk. *h3éngṵṇ

　Gen. *h3ṇgṵéns

一方、語尾 -ḗnによる n-語幹名詞には次のような名詞が属する：

CṚCḗn/én-Typ

toch.B riye „Stadt“

Sg.Nom. *ṵriḭḗn > riye

　Akk. *ṵriḭén-ṃ ≧ri

接尾辞 -tiの場合と同様に、起源的に hysterodynamischのアクセント型を示す下

記の動作名詞接尾辞 -menによる動作名詞（nomina actionis）も多く存在する：

CṚCḗn/én-Typ

toch.A nakäm, toch.B nāki „Tadel“

Sg.Nom. *h2ṇh3-k-men > urtoch. *nākämḭä(n) > toch A nakäm, toch.B nāki

　Akk. *h2ṇh3-k-men > urtoch. *nākämḭä(n) > toch A nakäm, toch.B nāki

toch A *plakäm, toch.B plāki „Zustimmung“

Sg.Nom. *pḷh3kmen > urtoch. *plākämḭä(n) > toch A *plakäm, toch.B plāki



ゲルマン語のアクセント型と名詞の語形変化

―61―

　Akk. *pḷh3kmen > urtoch. *plākämḭä(n) > toch A *plakäm, toch.B plāki

toch.A wakäm, toch.B wāki „Unterschied“

Sg.Nom. *ṵh2ĝmen12  > urtoch. *ṵākämḭä(n) > toch A wakäm, toch.B wāki

　Akk. *ṵh2ĝmen > urtoch. *ṵākämḭä(n) > toch A wakäm, toch.B wāki

toch.A okäm, toch.B auki „Zunahme“

Sg.Nom. *h2eṵgmen > urtoch. *āṵkämḭä(n) > toch.A okäm, toch.B auki

　Akk.*h2eṵgmen > urtoch. *āṵkämḭä(n) > toch.A okäm, toch.B auki

次の“（子）羊、山羊”を意味する語も起源的に CṚCḗn/én-Typに属する：

uridg. *ṵṛh1ḗn „Lamm“

Sg.Nom. *ṵṛh1ḗn > ved. urā

	Akk. *ṵṛh1én-ṃ > ved. uraṇam

 Gen. *ṵṛh1-né-s > gr* ῥηνός≧ἀρνός

上述のゲルマン語 *uχsē „Ochse‟も祖語のこのタイプに属する：

urgerm. *uχsē „Ochse‟

Sg.

Nom. *h2uksḗn > *uχsē

Akk. *h2uksén-ṃ > *uχsenun

Gen. *h2uks-n-és > *uχsniz

しかしトカラ語では主格は語幹で -e-階梯を示し、対格は -e-階梯の語根にアク

セントが置かれる。toch.B arkuye “Notwendigkeit”も同様である 13：

toch.B yriye „Schaf“
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Sg.Nom. *ṵerh1ḗn > urtoch. *ḭärḭœ(n) > toch.B yriye

　Akk. *ṵérh1en-ṃ > urtoch. *ḭärḭä(n) > toch.B yari

toch.B arkuye „Notwendigkeit“

Sg.Nom. *h2erkṵḗn > urtoch. *ārkṵœ(n) > toch.B arkuye

　Akk. * h2érkṵen-ṃ > urtoch. *ārkṵä(n) > toch.B *arku

以下の語も主格の用例は確認されていないが、toch.B yriye „Schaf“と同じ変化

を示していたと考えることが可能である：

toch.B *pliye (obl. pali) „Schnur“

Sg.Nom. *pelḗn > urtoch. *pälḭœ(n) > toch.B *pliye

　Akk. *pélen-ṃ > urtoch. *pälḭä(n) > toch.B pali

以下の語はアクセントが第一音節に固定された akrodynamischなアクセント型

を示す：

toch.B yepe „Waffe“

Sg.Nom. *ṵḗbhen > urtoch. *ḭepḭä(n)ḭärḭœ(n) > toch.B yepe

　Akk. *ṵḗben-ṃ > urtoch. *ḭepḭä(n) > *yepi ≧ toch.B yepe

結論

　前述のように、アクセント型は不変ではなくある一つの型から他の型へと

移行することがある。ゲルマン語では i-語幹名詞 urgerm. *kenđi- “Geschlecht, 

Kind, Stamm” (an. kind; got. kindins „Statthalter“)に関して以下のように祖語の

proterodynamischなアクセント型が保たれている：
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Sg.

Nom. *ĝénh1-ti-s > *kenđiz

Akk. *ĝénh1-ti-m > *kenđin

Gen. *ĝṇh1-téḭ-s > *kunđeḭs

Lok. *ĝṇh1-téḭ > *kunđeḭ

しかしサンスクリット語では hysterodynamisch型へと移行しており、語幹の母

音も本来の主格 -ḗḭ-（延長階梯）、対格 -eḭ-（強階梯）から -i-（弱階梯）に変化

している：

skt. jātí- „Geburt, Geschlecht“

Nom. *ĝénh1-ti-s≧ *ĝṇnh1-tí-s > jātís

Akk. *ĝénh1-ti-m≧ *ĝṇnh1-tí-m> jātím

　またトカラ語では i-語幹名詞は hysterodynamischなアクセント型に関して、

サンスクリット語と比較した場合、主格 -ḗḭの語尾において本来の変化を保持

していることが分かる：

CṚCḗḭ/éḭ-Typ

toch.B maśce „Faust“ vgl.  skt. muṣṭís „Faust“

Sg.Nom. maśce < *mustḗ(ḭ) Nom. muṣṭís ≦*mustḗ(ḭ)

　Akk．maśc < *mustím Akk. muṣṭím < *mustím

　 さ ら に、proterodynamisch な ア ク セ ン ト 型 を 示 す urgerm. * h1néh3mṇ 

„Name“はゲルマン語とトカラ語では共に hysterodynamischなアクセント型

（CoRCḗn/én-Typ）を示している：

proterodynamisch

urgerm. * h1néh3mṇ „Name“
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Sg.

Nom. *h1néh3mṇ > *nōmun → skt. nāma, lat. nōmen

Akk. *h1néh3mṇ > *nōmun

Gen. *h1néh3mṇ > *nōmun

hysterodynamisch

CoRCḗn/én-Typ

urgerm. *nomḗn- „Name“（集合名詞）

Sg.

Nom. *h1no(h3)mḗn > *nomḗn → got. nama

Akk. *h1no(h3)mḗn > *nomḗn

Gen. *h1no(h3)mnés > *nomnés → *nomnṓn/*nomn → got. namn-, toch. B ñem

　既に述べたように、ゲルマン語とトカラ語は記録に残された年代はサンスク

リット語やギリシア語と比べて新しいが、言語面では後者の諸言語より古い特

徴を残したり、共通の言語現象を示している場合も多数存在する。今後両言語

のより詳細な比較が必要であると考えられる。
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