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1. はじめに
Ethnologue (Lewis et al. 2013) によると、フィリピン共和国では 181 の言語が話されてい
る。その一部にはフィリピンの先住民族、ネグリト族によって話されている諸言語が含ま
れ、それらの多くは話者数が非常に少ないいわゆる危機言語 (endangered language) であ
ると言われている (Headland 2003)。そのネグリト族によって話されている言語の中でも、
消滅が危惧されている言語の一つがルソン島北部で話されているアルタ語 (Arta) である。
筆者はそのアルタ語を 2012 年から現地調査しており、その調査結果の一部は、アルタ語の
文法概要として Kimoto (to appear) でまとめた。本稿ではそれを補う、もしくは改訂する
形で、名詞句の構造や機能を中心とした記述・分析と通時的考察を行う。以下 2 節で簡単
に Kimoto (to appear) で述べたもののうち本稿に関係する事項を概観し、3 節〜5 節で名
詞句構造に関する詳細を記述する。3 節では、名詞の文法的特徴と、それが名詞句の中で
用いられる際に共起する決定詞の諸相を記述し、4 節では人称代名詞のシステムに関する
記述と通時的考察を行う。5 節では指示詞と空間指示の問題を取り扱い、6 節を結語とする。

2. アルタ語概観
フィリピンに定住している民族を構成するのは、近代以降にスペイン等から入植した
人々以外に、約 2 万年前から伝統的に狩猟採集の生活を送ってきたフィリピンの先住民、
ネグリト族と、約 4-5000 年前に移住したと言われるオーストロネシア語族の話者集団に分
けることが出来る。ネグリト族は、オーストロネシア語族の話者集団が移住する前には、
非オーストロネシア系の言語を使用していたと仮定されるが、現在ではオーストロネシア
系の言語に置き換わっている (Reid 2013)。
アルタ語もそのネグリト族の一つであるが、言語学的にはオーストロネシア語族、マラ
ヨ・ポリネシア語派、北ルソン諸語 (Northern Luzon; 以下 NLzn) に属しているとされる
(Reid 1989)。居住地は、キリノ州ナグティプナンを中心とする集落だが、特に、ディシム
ガル地区 (Disimungal) のカルボ (Kalbo)、プラン・ルーパ (Pulang Lupa) にアルタ人の
コミュニティがある。しかしそのコミュニティにはナグティプナン・アグタ語を母語とす
るネグリト族も居住しており、彼らはそれぞれの言語を解するようになってきている。実
際アルタ語話者もアルタ語の他、ナグティプナン・アグタ語、イロカノ語を話すことが出
来る。話者数は、流暢で、語彙の知識を豊富に持つ話者が 11 人、アルタ語を十分に理解は
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できるが、流暢に使用できない話者は、30 人〜40 人前後である。
アルタ語が文献に初めて登場するのは、文化人類学者 T. Headland の語彙リストを基に
した Fox and Flory (1974) であるが、アルタ語が一本の論文で論じられたのは、Reid (1989)
が最初である。そこでは、現地調査を元にして、語彙、幾つかの動詞・形容詞の形態論、
代名詞体系、そして音韻変化から推定されるアルタ語の系統関係が論じられている。また
Kimoto (to appear) では、音韻論から形態論、統語論までの文法が概観されている。
本研究の調査方法としては、主に 3 名のアルタ語話者の協力の下、語彙収集、談話の収
録を行った。まず語彙収集については、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
(1966)『アジア・アフリカ言語調査票 上』の項目に従い、その語彙、それを用いたセンテ
ンスをイロカノ語で提示し、それをアルタ語で翻訳してもらうという作業を行った。それ
を通じて得られたデータと、話者の独話、会話を 30 分程度音声・ビデオ収録し、それの書
き起こしと対訳を行ったデータ、そして発話を直接書き取ったデータ、以上の 3 つの方法
で収集したデータを元に、以下で論じる記述を行った。
アルタ語は、16 の子音 /p,  b,  t,  d,  k,  g,  m,  n,  ŋ,  s,  h, ʔ, l, r, j, w/ と、6 個の母音 /a, i, e, u,
o, əә/ を持つ（以降、声門閉鎖音 /ʔ/ は ' 、schwa 音 /əә/ は è、/j/ は y で表記する）
。声門
閉鎖音 /ʔ/ は音素としては語頭、語中、語末いずれの位置にも生起するが、語頭、語末に
おいては、#__V または V__#の環境でゼロとしても実現する。母音は長短の区別が存在し、
例えば bilèg「速さ」と bi:lèg「ネックレス」は長短の最小対立を成す。ただし、è /əә/ には
それに対応する長音が存在しない。
語順は動詞（ないし述語）が先頭に生起する述語先行型 (predicate initial) 言語である。
後述するように実質名詞句 (full nominal) の場合には名詞に決定詞（冠詞）が先行し、決
定詞によって名詞句の格・数・定性が示される。格は、絶対格、能格、斜格が区別され、
絶対格は自動詞の S と他動詞の O に用いられ、能格は他動詞の A に用いられる。動詞に
は、ある特定のヴォイスが標示されなければならず、行為者ヴォイス (AV) の場合には、
動作主項が絶対格を取り、被動作主ヴォイス (PV) の場合には被動作主項が、場所ヴォイ
ス (LV) の場合には場所、間接的受影者が絶対格をとり、主題ヴォイス (TV) の場合には
主題（ある行為によって移動が伴う物体）が絶対格を取る。以下にその例を示す。
(1)

Mang-atèd=tid ta
arta=y
ta
baggat.
AV-give=3PL.ABS OBL.INDF person=SPC OBL.INDF rice
‘They  will  give  rice to the person.’

(2)

Atd-an =di
i
arta=y
ta
baggat.
give-LV =3PL.ERG SG.ABS.DEF person=SPC OBL.INDF rice
‘The  person  will  be  given  rice  by  them.’

(3)

Y-a:tèd=di
i
baggat=i ta
arta=y.
TV-give =3PL.ERG SG.ABS.DEF rice=SPC OBL.INDF rice=SPC
‘The  rice  will  be  given  to  the  person  by  them.’
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(1) では、mang-という行為者ヴォイスを取るために、この事態の行為者（三人称複数）
が絶対格代名詞で生起している。一方、(2) では、場所ヴォイスを取ることで、受取手で
ある arta=y「人」が絶対格を取り、(3) では主題ヴォイスを取るために、この行為によっ
て移動を伴う物体である baggat=i「米」を有する名詞句が絶対格を取っている1。
さらに、以上の例からこの言語が能格・絶対格タイプの言語であることが分かる。ヴォ
イスによって選択される項（＝絶対格）は、(1) の自動詞構文（絶対格以外が斜格で示さ
れていることに注意）では動作主役割であるのに対し、(2), (3) では動作主以外の意味役割
である。一方で (2), (3) では動作主は (1) とは異なる形式 =di （＝能格）で現れている。
したがって、形態論的に能格・絶対格タイプの言語であることが分かる 2。
では以上を踏まえた上で、名詞と名詞句の問題について考えていく。まず実質名詞句を
構成する、名詞と決定詞を中心とした記述を行う。

3. 名詞と決定詞
3.1 名詞句スキーマ
アルタ語では、通言語的に俯瞰してそれほど複雑な名詞句の構造を有するとは考えられ
ないものの、すべての議論の前提として、名詞句を構成する要素がどのように組み立てら
れるかについて概観しておくのがよいだろう。まずもっとも単純な構造は、格・定性・数
が決定詞によって示され、名詞と特定性標識 (speicficity marker) が付与された構造であ
る。特定性とは、話し手にとって指示対象が同定可能かどうかを表す文法カテゴリーであ
る (Lambrechet 1994, 3.3 節参照)。アルタ語では、特定性は名詞の前接語 (enclitic) とし
て現れる。(4) ではその構造が示されている。ここで見られるように、単数・不定・絶対
格の場合には、決定詞はゼロになり、不特定の場合には特定性標識はゼロになるため、(4a)
のように、名詞単独で表現が成立することもある。
(4)
a.

[決定詞]
Ø

[名詞]
=[特定性標識]
karagatan =Ø (SG.ABS.INDF stone=NONSPC)

‘stone’

b.

i

karagatan =i

‘the  stone’

(SG.ABS.DEF stone=SPC)

そこから所有者を表す代名詞が付加されると少し複雑な名詞句構造が作られる。(5) で示
されているのはその構造と例である。所有者を表す属格代名詞（ここでは「彼・彼女の」）
が必要であれば、名詞の直後に付加する。これは 4 節で見るように、属格代名詞の項目に
よって連結した際に音韻交替を伴い従属度の高い接辞的な代名詞と、より独立性の高い接
語的な代名詞が存在する。
(5)

[決定詞]
[名詞] =[代名詞属格] =[特定性標識]
i
ana:
=na
=y
SG.ABS.INDF child =1SG.GEN
=SPC

‘his/her  child’

一方で、所有者を表す形式は代名詞であるとは限らない。その場合には、以下の 2 つの構
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造が考えられる。1 つは、上の構造に属格決定詞句、ここでは、
「ハンドバッグの」という
句を後続させることによって、結果的に属格代名詞 =na と属格決定詞句 ni hambag=i を同
一指示対象として構造化する表現である。構造的には所有関係が 2 カ所で冗長的に現れる。
2 つ目に、そのような冗長性を無くし、属格代名詞を先行させずに、直接属格決定詞以下
の表現を後続させる表現も見られる。この違いは以下に示されている通りである。
(6)

[決定詞] [名詞 N] =[属格代名詞] =[特定性標識] [属格決定詞] [名詞]=[特定性標識]
i
ABS

lugun =na
content =3SG.GEN

=y
=SPC

ni
GEN

hambag=i
bandbag=SPC

‘the  content  of  the  handbag’
(7)

[決定詞]

[名詞 N]=[特定性標識]

[属格決定詞] [名詞] (=[特定性標識])

i

ana:
child

ni

ABS

GEN

Delia
Delia

‘the  child  of  Delia,  Delia’s  child’
この属格句を伴った表現は、原理的にはいくつでも後続させることが出来る。以下では 4
つの名詞が属格決定詞を介在して一つの名詞句を形成している。
(8)

attanan ni
karga
ni baske:t=i ni Yukinori
all
GEN content GEN basket=SPC GEN Yukinori
‘all  the  content  of  the  basket  of  Yukinori’

最後に、いわゆる関係節も、名詞句を形成する構造の一つである。ここで関係節について
詳細に議論することは不可能であるが、アルタ語には、形容詞修飾と動詞を含む節による
修飾（＝関係節）の違いがなく、それらはすべて繋辞 a を介在して主名詞と関係を持つこ
とが出来る。以下では、meddèttun「重たい」という形容詞が繋辞 a を介して karagatan=i
「石」という主名詞を修飾している。
(9)

[決定詞]

[名詞 N] =[特定性標識]

(10)

tidi
karagatan =i
PL.ABS.INDF stone
=SPC

[繋辞] [述語要素(–絶対格項)]
a
LIG

meddèttun
heavy

‘these heavy stone’
アルタ語の名詞句構造はこのような構造を持つ。以下では、名詞句の核となる要素、名
詞の文法的振る舞いを 3.2 節で観察し、次に、それに付加される情報としての特定性標識
の記述を行う。そして、名詞句の多くの文法的情報を持つ決定詞について記述を行う。所
有代名詞の議論は 4 節において行うが、紙面の都合上、属格句と関係節構造は本稿では扱
わない。
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3.2 名詞
上で触れたように、名詞がその屈折・派生によって文法的情報を標示することはあまり
ないが、名詞そのものが数を表す例は一部の名詞において観察される。その方略は、(i) 重
複、(ii) 長音化、(iii) 子音反復 (gemination)、(iv) 不規則派生である。まず重複の例は、
talun  >  talu~talun  ‘mountains’、bukid  >  buki~bukid  ‘mountains’などで見られる、第二音
節の音節末子音を除いた二音節重複、CVCV 重複のほか、第 1 音節の重複 (arta > ar'arta
‘(Arta)   people3)、語頭 CV の重複を経た後その母音が長音化されるプロセス (bunbun >
bu:bunbun   ‘house’) が認められる。長音化の例としては、manu   >   ma:nu:   ‘birds’、ana: >
a:na:  ‘(someone’s) children’、反復の例としては gilangan  >  gillangan  ‘males’、buka:gan >
bukka:gan  ‘females’、agani:  >  aggani:  ‘non- Negrito people’ などが認められる。最後に不
規則派生としては、kanakannak  >  kakka:nak  ‘childen,  kids’ がある3。

3.3 特定性標識
特定性 (specificity) は、定性 (definiteness) とは異なる文法カテゴリーである。定性が
聞き手にとって同定可能な情報であるかどうかに関する話者の認識を示す働きを持つのに
対し、特定性とは、ある指示対象が話者自身にとって同定できるかどうかを示す文法カテ
ゴリーである (Lambrechet 1994)。例えば英語においては特定性自体を示す標識はないが、
意味論的に区別は認識されてきた。例えば I want a car. では両方が可能である。ある特定
の車を思い浮かべて発話をしている解釈（特定的）と、どの車とは決まっていないが車が
一台ほしいという解釈（不特定）である。
アルタ語には特定性の概念を少なくとも 3 つの選択的に対立する形式によって区別する。
不特定 (=Ø)、特定 (=i)、特定過去 (=ti) である。まずは前者の 2 つについての例を見てい
こう。
(11)

Atd-an=mu=tèn
give-LV=2SG.ERG=1SG.ABS

ta

uru=Ø.
OBL.INDF medicine=NONSPC

‘Give  me  medicine.’
(12)

Kabba:t-u
a
mang-gimit ta
bunbun:ng-u=Ø
a
bu:bu:ru.
want-1SG.ERGLIG AV-make
OBL.INDF house-1SG.GEN=NONSPC LIG new
‘I  want  to  build  a new house.’

上の表現は、発話者にとっては指示対象が同定不可能なコンテクストで用いられているた
め、特定性標識がゼロで表現されている。(11) では、ある話者が、頭が痛いので、薬を持
っていないか尋ねた時の発話であるため、話者にとっては実際にどの薬かは同定不可能で
ある。また (12) においても「新しい家を建てたい」という時に、完成するまでは眼前に
現れないため、不特定の事物を想定するほかない。したがってこのような文脈では、不特
定の物としてゼロ標識を受けている。
一方以下の例では、指示対象が特定可能な状況での発話であるため、特定性標識 =i が
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付加されている。(13) は、ある家に来たときの発話で、その家を指して bunbun=i と表現
しており、話し手にとって同定されている指示対象である。また (14) は定性と特定性が
不一致を起こしているパターンである。
「私の服をあげます」という発話においての「私の
服」は、話し手にとってはどの服を与えるか自明であっても、聞き手にとっては同定不可
能な対象という話者の認識から、特定性標識は付加され、定性標識は付加されない、とい
う言語表現が可能になっている。
(13)

Atti:=tèn
ti
ayti
bunbun=i ni
Mam
exist=1SG.ABS OBL.DEF OBL.DEF house=SPC GEN Ma’am

Saure.
Saure

‘I  am  at  Mom  Saure’s  house.’
(14)

Y-a:tad-u=daw
Ø
baruwasi-ku=y.
TV-give-1SG.ERG=2SG.OBL SG.ABS.INDF clothes-1SG.GEN=SPC
‘I  will  give  you  my  clothes.’

一方でアルタ語では別の接語 =ti も存在し、それは指示対象が特定のものでありながら
接触できない、アクセス出来ない状態であることを示す。現在何らかの原因で指示対象と
の接触が途切れ、物理的に接したり、直接知覚したりできない存在であることを示す。例
えば、死んだ人間、今はなくなったもの、他人の所有物であるために、自分が自由に扱え
ないもの、または自分の所有物であるが、たまたま現時点で手元にないものなどである。
以下の表現の ama=mi=ti「我々の父親」は、今は死んで存在しない人たちである（グロス
では PSPC (past specific) と表記する）。また (16) は、ある話者が近所の家から帰る途中で、
自分の鉈（なた）をその家に置いてきたのに気づいた際に発した発話である。ここで、問
題となっている指示対象は特定のものでかつ自分の所有物であるが、発話時点で自分のア
クセス可能なものとして捉えていないことを示す。
(15)

Pang-u:sar-èn didi
ama=mi=ti
ta
dutul.
PROG-use-PV PL.ERG father=1PL.GEN=PSPC OBL.INDF first
‘Our  fathers  were  using  them (= bow and arrow) in those days.’

(16)

Ay! Bisuru:k-u=ti!
Ah! bolo-1SG.GEN=PSPC
‘Ah! My bolo!’

ちなみに =ti はアクセス不可能であることを明示的に示すために使用されるが、文脈上で
明らかな場合には省略されうる。例えば、ある発話で一度死んだ人であることが表現され
れば、後続の発話では =ti が省略されることもある。

3.4 決定詞
アルタ語の名詞句において、多くの文法的特徴を標示するのが決定詞である。以下の表
に示されているのはアルタ語の決定詞のパラダイムである。アルタ語には、最大で 3 つの
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格が存在し、それぞれ絶対格（自動詞の S、他動詞の O の項を標示）、能格・属格（他動
詞節の A の項、または名詞句内の所有者を標示）、そして斜格（自動詞・他動詞の S, A, O
以外の項、付加詞を標示4）に分けられる。そして意味論的には、単数と複数の対立があり、
単数形には、不定・定・固有名という区別がある（前節で見た、話者にとって同定可能か
どうかを示す「特定性」とは異なり、ここでは聞き手にとって同定可能であると話者が認
識するかどうかの区別である定性を区別する）。まず音韻論的側面を見ていこう。
表1

不定
定
固有名

単数
複数

アルタ語の決定詞

絶対格
Ø
i
ti
tidi

能格・属格
na
ni
ni
didi

斜格
ta
ti

表 1 に示してある通り、それぞれの形式は独立の語としての音韻的性質が強く、丁寧に
発話が成される際などで、前後の言語文脈から当該形式を区切って発音することができる。
しかし単数・絶対格・定の標識 i に限っては、語としての独立性は非常に低い。つまりそ
れ自体が単一母音で構成される語であるため、前の語が子音で終わる際には、再音節化が
頻繁に起こる。例えば、Ka:man i ayu=y. (big SG.ABS.DEF tree=SPC) ‘The  tree  is  big.’ では、i
の前の子音 n が本来のコーダ位置から、i を核とする次の音節のオンセット位置に移動し、
CV 音節を形成する。これは以下に示される5。
σ
(17)

k

a:

σ
m

a

σ
n

i

σ
k

a:

σ
m

a

σ
n

i

モーラの観点から見ると、この再音節化に別の側面が伺える。コーダは核とともに 1 モー
ラを形成するが、オンセットはモーラを持たない。したがって、語末子音がコーダ位置か
らオンセット位置に移動することは、モーラが一つ失われることを意味する。
σ
(18)

k

a:
µμµμ

σ
m

σ

a

n

i

µμ

µμ

µμ

σ
k

a:
µμµμ

σ
m

a
µμ

σ
n

i
µμ

一部の機能語は上記と類似した再音節化を伴うが、それ以外の通常の語彙では発生しない。
さらに、再音節化の可能性がある機能語であっても、その際にモーラまで失われることは
ないのが通常である。例えば、指示詞の中称の形式 ina (5.1 節参照) は、そのような形式
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の一つで、再音節化を伴うことがある。しかし i の時と異なり、この語の場合には、それ
にに先行するコーダ位置の子音がオンセット位置に移動して再音節化する際、モーラを保
つために、子音の前の母音が長音化する点がある。例えば dapug  ‘carabao’の後に ina が後
続し、再音節化する場合には dapu:gina となる。i はモーラまで失われるという点で、他
の文法形式と比較しても、語としての独立性が低いと言える。
ここで語という形態論的カテゴリーをどのように捉え、アルタ語においてどのように認
定するか詳細な議論は行わないが、本稿では他の語から区切って発音されうるという特性
を中心に据え、語の特徴付けを試みる（他にもプロソディーの点、統語論的側面からもア
ルタ語における語という地位を規定できるが、ここでは深く立ち入らない）。決定詞 i は特
に丁寧な発話において、他の語から区切って発音されるという音韻的特徴を持っているた
め、この形式をそれ単独で「語」としての地位を有すると見なし、後述する人称代名詞で、
他の語からは区切って発音され得ない形式、接語 (clitic) とは区別して表記することとす
る（上で述べたプロソディーの点、統語論的側面からも語であることは立証される）。
では以降で決定詞の形態統語的振る舞いについて見ていく。まず単数・定の格について
観察する。
(19)

Pas-sa:sègbit
PROG-hack

i
SG.ABS.DEF

dupu:=i
ta
dut.
old.man=SPC OBL.INDF firewood

‘The  old  man  is  hacking  firewood.’
(20)

K<in>uttad-an ni
gilangan=i
<PST>kick-LF
SG.ERG.DEF man=SPC

i
SG.ABS.DEF

buka:gan=i
woman=SPC

‘The  man  kicked  the  woman.’
単数・定の名詞句は、自動詞節の S 項と、他動詞節の O 項において i が用いられ、したが
って類型論的には絶対格の振る舞いとして認められるため、ここでも絶対格として認定す
る。上の例においては (19) の i dupu:=i ‘the  old man’   と (20) の i  bula:gan=i  ‘the  woman’  
に見られる。一方で他動詞節の A 項は、ni が用いられ、これは類型論的には能格の振る舞
いとして認められるため、ここでも能格として認定する。(20) においては ni  gilangan=i  ‘the  
man’ に見られる。
一方で単数・不定の名詞句は、絶対格が無標のゼロ、能格が na、斜格が ta で現れる。
以下の例 (21) では、atti: ‘exist,  there  is’ という自動詞が単一の項を取っているが、それが
ゼロで現れている。一方で、 (22) では、他動詞の A が不定の指示対象を指し、それが na
という決定詞によって導かれている。
(21)

Atti: Ø
ba'it.
exist SG.ABS.INDF interval
‘There  is  an  interval’
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(22)

I-bèr na
manu=y
TV-fly SG.ERG.INDF bird=SPC

tidi
PL.ABS
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kaddut ta
lubung.
grass
OBL.INDF nest

‘A  bird  carries the grass to the nest.’
また、 (22) の ‘nest’ に相当する語 lubung は、斜格の ta によって導かれている。斜格に
は、ti, ta の 2 つの決定詞が存在するが、これは主に定・不定の区別に対応し、ここでは不
定の指示対象であることを示す。この詳細な意味論については 5.1 節で検討を行う。
次に固有名について見ていこう。ここでの固有名というのは、人名と親族名称 (kinship
term) を指して用いることとする。 (23) では親族名称が、 (24) と (25) では固有名が用
いられている。まず (23) では、絶対格（他動詞節の O）の標識として ti が用いられ、(24)
と (25) ではそれぞれ能格、斜格として用いられている6。
(23)

Tataw=mu
ti
ana:-ku=y?
know=2SG.ERG SG.ABS.PROP child-1SG.GEN=SPC
‘Do  you  know  my child?’

(24)

S<in>igi=d
ni
Ramos i
pape:l=i.
<PST.PV>burn=ASP SG.ERG.PROP Ramos SG.ABS.DEF paper=SPC
‘Ramos  burned  the  paper.’

(25)

N-arapu
ni
Mari:na
PST.TV-out SG.GEN.PROP Marina

Ø
SG.ABS.INDF

paditang-u=y.
desease-1SG.GEN=SPC

‘My  disease  came  from  Marina.’
親族名称が固有名と同じ振る舞いをするというのは奇異に感じられるかも知れない。し
かし、親族名称と固有名は、潜在的に定 (definite) であるという点で共通している。両者
は、その名詞が当該談話において初めて登場する場合であっても、共有知識によってどの
人物を指示するのかがあらかじめ決まっているのである。このような潜在的に定である名
詞としての固有名と親族名称は、例えば英語においても、同一の形態統語的振る舞いをす
る。英語で無冠詞単数形で現れるのは、質量名詞以外に固有名が挙げられるが、実際には
親族名称も同一の振る舞いをする (I told it to John/Grandpa) 7。アルタ語においても、潜在
的に定の名詞であるという点で固有名と親族名称が同一の格標識を得ると考えられよう。
次に複数形の標識を見てみよう。複数形は単数形に比べて形式のバリエーションは少な
い。まず絶対格は (22) に示されている通りである。ここでは他動詞節の O として用いら
れている。一方で以下に挙げた didi は、(26) では他動詞節の A 役割を示す決定詞、つま
り能格の複数形決定詞として用いられており、(27) では、自動詞節の斜格として用いられ
ている。
(26)

Ali-an didi
ina=mi=ti.
dig-LV PL.ERG mother=1PL=PSPC

‘Our  mothers  dig  them.’

60

(27)

Pab-bamba:l-ami
didi
agi=mi=ti.
‘We  are  washing  our  clothes.’
PROG-wash-1PL.ABS PL.OBL clothes=1PL.GEN=PSPC

ここで複数形となっているが、アルタ語では、複数形の出現頻度はそこまで高くない。例
えば、客観的に数えるのが困難な物質名詞が単数形で用いられる (28) のような例に加え
て、指示対象が明らかに複数存在するものでも、(29) の i   agani:   ‘the   people’   ように単数
形で現れる。
(28)

Ti:m-a:ng-u
drink-LV-1SG.ERG

i
SG.ABS.DEF

wagèt=i.
water=SPC

‘I’ll  drink  the  water.’  
(29)

K<in><um>illèk
<PST><AV>small

i

agani:
SG.ABS.DEF non-Negrito

ta

Kalbo.
OBL.INDF Kalbo

‘The  non-Negrito  people  in  Kalbo  has  decreased.’
アルタ語の決定詞（と 4 節で見る代名詞体系）においては、能格と属格の同形性
(syncretism) が存在する。つまり上記で示した能格の形は属格と同形式であり、以下に挙
げるように、ある指示対象の所有者を表す形式としても用いられる。(30a) は単数・不定、
(30b) は単数・定、(30c) は単数・固有名、そして (30d) は複数形の例が示されている。
(30) a.

bunga na ayu

(fruit SG.GEN.INDF tree)

‘a  fruit  of  a  tree’

b.

digdig ni wagèt=i

(edge SG.GEN.DEF water=SPC)

‘the bank of the river’

c.

kadut=i ni Yuki

(knife=SPC SG.GEN.PROP Yuki)

‘Yuki’s  knife’

d.

attanan didi Ilonggot=i (all PL.GEN Ilonggot=SPC)

‘all  of  the  Ilonggot’

最後に決定詞の非規範的標示現象について述べておく。上記で述べたように、能格標識
は A を標示する形式であるが、場合によって自動詞の S や他動詞の O の項を標示するた
めに用いられることがある。つまり、S や O が不定名詞句の場合には na、定名詞句の場合
には ni、固有名の名詞句の場合には ni が S や O で現れるということである（複数形の事
例はまだ確認されていない）
。これはすなわち絶対格の機能で現れるべき環境であり、ある
条件下で能格が絶対格が生起する場面で取り変わるのである。例えば以下の例では本来単
数・絶対格・固有名の決定詞 ti で標示されるべき名詞句が ni で標示を受けている。この種
の現象がどの程度規則的に発生しうるのか、そしてその動機付けは何に求められるのかは
まだ分かっていない面が多い。この非規範的格標識に関するメカニズムは今後の課題とな
る。
(31) Mang-e:dèm ni
AV-sleep
ERG

Yuki ta bunbun=ya. ‘Yuki  is  sleeping  in  that  house.’
Yuki DIST house=DIST

名詞句のスキーマ的構造の描写を受けて、本節では名詞自体の形態論的構造、名詞に接
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語化される特定性標識、そして名詞句を導く決定詞についての記述を行った。しかし名詞
句は名詞を含んだ実質名詞句だけではない。次節ではそれ自体が名詞句として機能する人
称代名詞について詳しく見ていく。

4. 人称代名詞
4.1 人称代名詞のパラダイムと形態音素論
まず人称代名詞のパラダイムとその個々の要素に関わる形態音素論的交替を見ていく。
人称代名詞のパラダイムは以下の通りである。

表2

1 人称単数形
1 人称複数形
2 人称単数形
2 人称複数形
1+2 人称単数形
1+2 人称複数形
3 人称単数形
3 人称複数形

アルタ語の人称代名詞

題目形

絶対格

能格・属格

斜格

所有形

tèn
tami
taw
tam
tita
titam
siya
tidi

=tèn
-ami
-a, =taw
-am
-ita
-itam
Ø
=tid

-ku
=mi
=mu
=muyu
=ta
=tam
=na
=di

dèn
dami
daw
dam
dita
ditam
dya
did

andiku
andimi
andimu
andimuyu
andita
anditam
andina
andidi

最初に、ここで用いている用語の定義を行う。まず、人称と数について、アルタ語をは
じめとするフィリピンの言語は人称の対立が 1 人称、2 人称、3 人称という 3 つの人称区分
と、1 人称と 2 人称を統合した 1+2 人称というカテゴリーを軸にして、それぞれに単数・
複数の対立があると考える必要がある。ここで 1 人称とは、当該発話時において発話を行
う主体（話し手）、2 人称はその発話を受け取ることが話し手によって期待されている主体
(addressee)、1+2 人称とはその両者からゲシュタルト的に構成される言語活動の主体、3
人称とは、その言語行為の過程で言及された結果、話し手・聞き手が注意を向けている対
象である。1 人称、2 人称、3 人称単数形とは、それぞれが単一の存在で構成されている場
合の形式であり、1+2 人称の場合には、話し手 1 人対聞き手 1 人のゲシュタルトを構成す
る場合、それを言語化する形式が 1+2 人称単数形である。一方で 1 人称、2 人称、3 人称複
数とは、(i) その存在が実際に複数存在する場合の表現であり（2 人称複数、1+2 人称複数、
3 人称複数に該当）、一方でまた、(ii) 当該言語文脈で連想されるそれぞれの主体を含むあ
る特定の集団を指すための表現（1 人称複数、2 人称複数、1+2 人称複数に該当）でもある。
1+2 人称を設定するというのは奇異に感じられるかも知れないが、単数–複数の対立は、
形式的にも m の有無によって対立している。tita (1+2 人称単数題目形) > titam (1+2 人称複
数題目形)、-ita (1+2 人称単数絶対格) > -itam (1+2 人称複数絶対格)、-ta (1+2 人称単数能格・
属格) > -tam (1+2 人称複数能格･属格)、andita (1+2 人称単数所有形) > anditam (1+2 人称複
数形所有形)など、すべての要素に渡って形式的な対立が見られる。
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次に、アルタ語の人称代名詞は独立形として現れうるもの（題目形、斜格、所有形）と
接辞・接語として現れるもの（絶対格、能格・属格）に分けることが出来る。題目形とは、
独立で現れ、かつその指示対象が対比などによって高いトピック性を持つ際に用いられる
形である。絶対格、能格・属格、斜格は、3.4 節の決定詞の項で紹介した通りであり、絶
対格は自動詞節の S 項と他動詞節の O 項に用いられる形、能格・属格は他動詞節の A 項、
名詞句内の所有者を表す形式、斜格は S、A、O 以外の補語、もしくは付加部として用い
られる形式である。さらに所有形とは、
「〜のもの」というように代名詞によって指し示さ
れる指示対象の所有物を指す表現である。以下に簡単に例を挙げる。
(32)

Taw=i,
pal-lègdang-u.
2SG.FREE=SPC PROG.AV-wait-1SG.ERG

(33)

‘I  am  waiting  for  you.’
(34)

Mampa-salamat=tèn daw.
AV-thank=1SG.ABS
2SG.OBL
‘I  am  grateful  to  you.’

Andiku a:yi.
1SG.POSS this
‘This  is  mine.’

(35)

Adu:p-an=muyu=tèn.
help-LV=2EXCL.ERG=1SG.ABS
‘You  (pl.)  help  me!

まず (32) では題目形が使用されている。ここでは対比の文脈で他でもなく聞き手のこ
とを待っているという意味を表現するために高いトピック性を伴った使用が見られる。
(33) では所有物を指し示す表現である andiku が用いられている例である。
(34) と (35) の
tèn は絶対格の代名詞であり、(34) の自動詞節では S 項、(35) の他動詞節では O 項を担っ
ている。一方で (35) の muyu は他動詞節の A 項を担っており、ゆえに能格である。一方
(34) の斜格 daw は、自動詞節における S 以外の項役割を担っている。また能格と属格は
同形 (syncretism) であ るため 、baruwa:si=muyu   ‘your   clothes’   とい う 表現で も同 じ
=muyu が用いられる。
以上が基本的な人称代名詞の働きである。では以下でその音韻論・形態論的側面につい
て見ていこう。

4.2 人称代名詞の形態音素論
まず独立の語と接語・接辞の概念を改めて定義する必要がある。決定詞 i の音韻論的特
徴を述べた際に、独立の語として認めた根拠として独立で発音されるか否かを述べた。i
は音韻的には時に再音節化を受けることがあるなど独立性が低い語であるが、依然として
独立の語としての地位を有すると認めたのは、それが他の語と切り離されて発音されるか
らである。しかし、ここで見る絶対格と能格・属格は、他の語から独立して発音されるこ
とがない点で、完全に他の語に従属的な存在である。したがって本稿では、それらの形式
を独立の語とは認めず、接辞ないし接語として見なすこととする。
一方、接辞と接語の違いは当該要素とそれが付随する語基との間に形態音素的交替、な
いし融合のプロセスが認められるかどうかによって分けている。「=」で示されたものはそ
の要素が接語、上の場合には前接語 (enclitic) であることを示しているが、それによって
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示されている人称代名詞は、その要素と語基は形態音素的交替またはそれらの間の融合プ
ロセスは見られない。一方「-」によって表示した形式は、それが付随する語基との間に融
合が見られる。例えば bunbun「家」に一人称単数属格代名詞 -ku が付くと、(i) 語基
bunbun の語末音節の母音 u は長音化し、(ii) n は軟口蓋音化し ng  /ŋ/ に変化し、(iii) -ku
の k は削除され、その結果、bunbu:ngu「私の家」となる。(i), (ii) の変化は語幹の音素の
交替に関わる現象であることによっても示されている通り、アルタ語では人称代名詞それ
自体の変化以上に、人称代名詞を付加することによる語幹の変化が広範に見られる。この
人称代名詞の付加に関わる融合現象は表 3 に示す。
表3

語幹と人称代名詞の融合

-a (2SG.ABS)
-am (2PL.ABS)
-ami (1PL.ABS)

-ita (1+2SG.ABS)
-itam (1+2PL.ABS)

-ku
(1SG.ERG/GEN)

a# -a > aya
a# -am > ayam
a# -ami > ayami

無変化

無変化

無変化

無変化

無変化

語幹：Vn#
n の軟口蓋化
語幹末母音長音化

Vn# -a  >  V:ŋa
Vn# -am  >  V:ŋam
Vn# -ami  >  V:ŋami

Vn# -ita  >  V:ŋita
Vn# -itam  >  V:ŋitam

Vn# -ku  >  V:ŋu

語幹：その他#
（n 以外の子音で終わる）
語幹末母音長音化

VC# -a > V:Ca
VC# -am > V:Cam
VC# -ami > V:Cami

VC# -ita > V:Cita
VC# -itam > V:Citam

VC# -ku > V:Cu

語幹：a#
（a で終わる）
渡り音 y の挿入
語幹：V[–low]#
（a 以外の母音で終わる）
無変化

語幹と人称代名詞の融合が見られる接辞は、-a (2SG.ABS)、-am (2PL.ABS)、-ami (1PL.ABS)、
-ita (1+2SG.ABS)、-itam (1+2PL.ABS)、-ku (1SG.ERG/GEN)である。この接辞が付加されること
によってどのように全体の形式が変化するかは、語幹がどの分節音で終わるかによって異
なる。この表では語幹末の分節音の特徴により 4 つのグループが示されている。まず語幹
が a で終わる場合には、-a (2SG.ABS)、-am (2PL.ABS)、-ami (1PL.ABS)との間に渡り音 y が挿
入される。例えば me:na + -ami  >  me:nayami  ‘We  live’などである。しかしこの変化は a で
始まる人称接辞にしか発生せず、その他の接辞 -ita (1+2SG.ABS)、-itam (1+2PL.ABS)、-ku
(1SG.ERG/GEN)ではこのような渡り音 y の挿入はない (e.g.  mata  ‘eye(s)’  -ku > mata-ku)。一
方で、語幹が a 以外の母音、つまり i, e, è, u, o で終わる場合には、無変化である。ここで
はこれを基本形として書いている。例えば、malala:ki  ‘beautiful’  +  -a (2SG.ABS) > malala:ki-a、
apitti  ‘short’  +  -itam (1+2PL.ABS) > appitti-itam、baruwa:si  ‘clothes’  +  -ku  >  ‘baruwa:si-ku’
などである。
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語幹が子音で終わる場合には、上述の変化に比べて比較的大きな音素交替が発生する。
まず語幹が n で終わる場合には、(i) その前の母音が長音化し、(ii) n が軟口蓋音 ng  /ŋ/   に
変 化 し た 後 に 人 称 代 名 詞 が 続 く 。 例 え ば 、 mamangan ‘eat’   +   -a > mamanga:nga
/mamaŋa:ŋa/  ‘you eat’、+ -itam > mamanga:ngitam /mamaŋa:ŋitam/ ‘we eat’ などである。
ただし –ku が後続する場合にはさらに k の脱落が見られ、bunbun   ‘house’   +   -ku >
bunbu:ŋu ‘my  house’ となる。一方、それ以外の子音で終わる語幹に人称代名詞接辞が付
加される場合には、語幹最終音節の母音が長音化するだけで、当該子音の音質が変化する
ことはない。例えば、mangay  ‘go/come’  +  -am > manga:yam ‘you  go’、mellagip  ‘noisy’  +  -ita
> mellagi:pita ‘we  are  noisy’、などである。しかし、-ku の場合には、語幹が n で終わるパ
ターンでも見られたように、ここでも k 音は脱落する。例えば tataw + -ku > tata:wu など
である。
この変化において注意すべきは、長音化されるべき位置に è（schwa 音）が生起した場
合である。2 節で述べたように、è にはそれに対応する長音が存在しない。したがって、上
記の形態音素的条件によって長音化が予測される位置であっても、その母音が è の場合に
は、è のままか、a に近い音に低舌化 (lowering) する。例えば、mangikkarawèg ‘play’   +
-itam > mangikkarawègitam / mangikkarawagitam ‘let’s  play’ などである。

4.3 人称代名詞の接続順序
以上、人称代名詞が語基に付加された際にどのような融合現象が発生するかを音韻論的
に記述してきたが、次に形態論的側面を見ていこう。人称代名詞は語基に付加されるだけ
ではなく、人称代名詞同士が連なることもある。つまり、他動詞の A と O がどちらも代
名詞で示される場合、人称代名詞が連続して出現することとなる（これは例えば (35) の
Adu:pan=muyu=tèn ‘You   (pl.)   help   me!’   等で観察される）。多くのフィリピンの言語でこ
のような人称代名詞の連続は音韻的融合や不規則性を伴うが、一般にアルタ語では、人称
代名詞の能格・属格形と絶対格が連なる際に、そのような融合は発生しない。基本的に、
動詞＞能格代名詞＞絶対格代名詞の順序で連結されるだけである。また不規則形も 1 人称
単数能格・属格形と、2 人称単数絶対格形が用いられる =tataw (例 angu:tan=tataw  ‘I  will  
kiss   you.’)   際にしか発生しない。それ以外は規則的な形式が用いられ、(35) 以外では、
X=di=taw (=3PL.ERG=2SG.ABS)、X=na=tèn (=3SG.ERG=1SG.ABS)、X=mi=taw (X=1PL.ERG=2SG.
ABS)、X=di=ita. (X=3PL.ERG=1+2SG)などが挙げられる。

さらに、人称代名詞の接続順序は、一連のアスペクト標識の接語が入ると少し事態が複
雑になる。アスペクト標識とは、=de:/=di/=d（ある事態が発話時前後に別の状態から変化
して実現したことを示す標識；cf. already） と =tep（これから起きるべき事態の変化が未
だ発生せず、推移の前の状態が継続していることを示す標識；cf. still）が存在する。これ
が付く位置は、絶対格の形式によって異なり、以下に示した絶対格代名詞の接辞形（ここ
では A 類絶対格代名詞と呼ぶ）と共起した場合には、絶対格代名詞がアスペクト標識に先
行するが、絶対格代名詞の接語形（ここでは B 類絶対格代名詞と呼ぶ）と共起した場合に
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は、アスペクト標識が絶対格代名詞に先行する。しかしながら、能格・属格代名詞は必ず
絶対格やアスペクト標識の前に付く。
(36)

動詞 –（能格･属格）– A 類絶対格
=アスペクト標識 =B 類絶対格
[-a, -am, -ami, -ita, itam] [ =di, =tep ]
[=tèn, =taw, =tid]

これは、2 人称単数絶対格の 2 つの形式を比較すると明白である。表 2 にあるように、2
人称単数絶対格は -a と =taw の 2 つが存在するが、前者は A 類に属するため、アスペク
ト標識に先行し、Mamanga:ng-a=d (eat-2SG.ABS=ASP) ‘Eat  now.’   という順序で生起するが、
後者は B 類に属するため、アスペクト標識に後続し、 Mamangan=de:=taw (eat=ASP=2SG.
ABS)

‘Eat now.’ という順序になる。ほかに=tep の例としては、Atti:-ami=tep ti aytay.

(exist-1PL.ABS=ASP OBL.DEF PROX now) ‘We   are   still   here   now.’ と

Awan=tep=tèn

minakurkur (NEG=ASP=1SG.ABS hungry)  ‘I  am  not  hungry  yet.’ を比較すると、=tep が絶対
格に後続する場合と、先行する場合に分かれる。これは 4.5 節で人称代名詞の通時的変化
を知る際の手がかりとなる。

4.4 人称代名詞の統語現象
以上の音韻論・形態論的記述を受けて、本節では人称代名詞が統語的にどのような振る
舞いをするかについて、具体的には、義務性と一致要素への文法化の問題と浮遊現象につ
いて見てみる。まずアルタ語では、節の参与者が既出で文脈上誰の関わる行為かが明白で
ある場合には、人称代名詞が省略されることがある。例えば以下の例である。
(37)

Pad-din=nen
Ø
ta
pa:yung=mu=ti?
PROG.AV-borrow=please (1SG.ABS) OBL.INDF umbrella=2SG.GEN=PSPC
‘May  I borrow  your  umbrella?’

(38)

Nang-atèd=tid
Ø
ta
baggat a
na-bèsabèsassèg.
PST.AV-give=3PL.ABS (1PL.OBL) OBL.INDF rice
LIG PST.STV-wet
‘They gave us wet rice.’

本来ならば上の 2 例について Ø で示された何らかの参与者が明示される。例えば (37) で
は借りる主体である 1 人称単数が絶対格で出るはずであるが、ここではその主体は明示さ
れずにセンテンスが構築されている。一方 (38) では、濡れた米を受け取ったのは、
「（聞
き手を含まない）我々」であることは談話上の文脈から明らかである。しかし言語化され
るはずの 1 人称複数形斜格は出ていない。このようにアルタ語では文脈上明らかである場
合にはその参与者が省略される場合がある。
この現象は、3 人称単数形の絶対格が存在しないことと関係すると考えられる。アルタ
語における三人称の機能の本質は、直前の談話に登場した話し手・聞き手以外の指示対象
が再度言及される、「照応的性質」にある。対比等の強調すべき文脈では siya という題目
形が存在することを考慮すれば、どの指示対象のことを言及しているのかが明らかである
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場合でしか、3 人称単数形絶対格は現れ得ない。このような状況が 2 人称単数形絶対格の
発達を妨げたのであり、その背景として上で述べたような、人称代名詞の省略現象も関わ
っていると思われる。
以上のような人称代名詞の文法化の度合いは、相互参照要素（一致要素）への発達が未
成熟である点にも現れている。アルタ語では、題目形が述語の前に生起した際に、その述
語は題目形と対応する絶対格代名詞を取ってもよいが取らなくてもよい。(39) はそれに対
応する絶対格代名詞が出現していない例であり、(40) は絶対格代名詞 =tid が出現してい
る例である。
(39)

Taw=i,
pal-lègdang-u.
2SG.FREE=SPC PROG.AV-wait-1SG.ERG

‘I  am  waiting  for  you.’

(40)

Tidi karu:bami, nang-atèd=tid
ta
baggat
PL.FREE neighbor
PST.AV-give=3PL.ABS OBL.INDF rice
‘The neighbors, they gave  us  wet  rice.’

a

na-bèsabèsassèg.

LIG PST.STV-wet

また絶対格、能格の項に関してもそれと対応する人称代名詞が述部に生起することはある
が、それほど一般的ではない。以下がその例である。(41) では絶対格の 3 人称複数形の項
が相互参照されており、(42) では能格の 3 人称単数形の項が相互参照されている。
(41)

Mal-lagip=tid
tidi
ma:nu:w=i.
AV-voice=3PL.ABS 3PL.ABS birds=SPC

‘The  birds  are  singing.’

(42)

N-inta=na
ni
wadi=ku=ti
PST-look.for=3SG.ERG SG.ERG.DEF younger.sibling=1SG.GEN=PSPC
i

kuwarto=ti.
SG.ABS.DEF money=PSPC
‘My  younger  brother  looked  for  the  money.’
以上の例から分かるように、アルタ語は人称代名詞の付加が厳密な意味で義務的ではな
く、それが相互参照要素への文法化が発達していないことにも現れている。もし人称代名
詞の付加が義務的であれば、たとえ題目形で現れたとしても、述部に現れて、結果として
相互参照要素として発達することになるだろう。しかし上で見たような添加の随意性が存
在することは、相互参照要素としての文法化を未発達な状態に留めていると言えよう。

4.5 人称代名詞の時系列的変化の推定
T. Givón の有名な言葉に Today’s  morphology  is  yesterday’s  syntax   とあるように、独立
の語は、接語、接辞へと変化し、他の語への従属度を増すという過程は通言語的に広く知
られている (Hopper and Traugott 2003)。人称代名詞の議論の最後に、上記の共時的分析
から推定できる人称代名詞の通時的変化を論じることにする。本節では、種々の通時的変
化が以下の時系列的順序 (chronological order) で展開したことを示す。
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段階 I

A 類絶対格代名詞の接語化

段階 II

*k の消失
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段階 III 異形態の発生（= A 類絶対格代名詞の接辞化）
段階 IV アスペクト標識の接語化
段階 V

B 類絶対格代名詞の接語化

ここで示されているのは、3 種類の接語化である。すなわち、A 類絶対格代名詞、アスペ
クト標識、B 類絶対格代名詞であり、この時系列順に従属化が進んだことを仮説として立
てる。まず段階 I〜III を見ていこう。
4.2 節で見たような異形態が発生したことは、アルタ語における*k の消失が関係してい
る（アスタリスクは実際に観察される形式ではなく、再建形であることを示す）。Reid (1989)
は、アルタ語では、その直接の祖語である北部ルソン祖語 (Proto-Northern Luzon; 以下
PNLZN と表記) で見られた*k が消失したと指摘している。これは語彙においても、*kutu
(PNLZN) > utu (Arta)、*anak (PNLZN) > ana: (Arta)、*sakay (PNLZN) > say (Arta) など体
系的に見られる音韻変化である。この消失が発生したことで、例えば 4.2 節で見た n で終
わる語幹に付加された場合には、軟口蓋化 > 長音化のプロセス、つまり、*-Vn=ka# >
*Vng-ka# > V:nga# (2 人称単数絶対格)、*-Vn=kam# > *Vng-kam# > V:ngam# (2 人称複数絶
対格)、*-Vn=kami# > *Vng-kami# > V:ngami# (1 人称複数絶対格)、*-Vn=kita# > *-Vng-kita#
> V:ngita# (1+2 人称単数絶対格)、*-Vn=kitam# > *Vng-kitam# > V:ngitam# (1+2 人称複数絶
対格) という変化が起こったと推定される。まず *k が消失する前に調音点の同化が発生
し、鼻音 n が軟口蓋化する。つぎに軟口蓋化した鼻音 ng が *k の消失に伴い次の音節の
オンセットに移動するが、モーラを持つコーダ位置からモーラを持たないオンセット位置
に来たことによるモーラの消失を埋めるために、その前の母音が長音化したというプロセ
スである。段階 II ( *k の消失) が発生して初めて段階 III のプロセスが説明できるため、こ
の順序で変化が起こったと推定できる。
さらに、もしも *k が消失する際に、段階 I の A 類絶対格の接語化が発生していなかっ
たら、上記のプロセスは説明できない。なぜなら、アルタ語では、モーラを保つための代
償的長音化は語内に特有のプロセスであり、離れた語では発生しないからである。したが
って段階 II、段階 III が発生する段階においてはすでに段階 I は完了していたことになり、
この時系列的順序で変化が起こったと推定できる。実際に、上の内的再建によって得られ
た再建形は、Reid (1979) の PNLZN の再建形と重なる部分が多く、それは独立形ではなく
接語形として推定されている。Reid (1979) による PNLZN での接語形の再建形は、2 人称
単数絶対格が *=ka、2 人称複数絶対格が *=kamuyu、1 人称複数絶対格が *=kami、1+2
人称単数絶対格が *=kita、1+2 人称複数絶対格が *=kitam であり、2 人称複数絶対格
*=kamuyu 以外は再建形と同一であり、どれも PNLZN での接語形に由来する。この時点
では接語化は発生しているが、*k の消失は発生していないと推定されており、この研究で
も、本稿の仮説が支持される。
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さらにその後の段階になって、初めてアスペクト標識が接語化し（段階 IV）、最後に B
類絶対格代名詞が接語化（段階 V）したと推定される。なぜなら、その順序で語幹への従
属化が進展したと考えないと、語幹 > A 類 > アスペクト標識 > B 類という順序で生起す
る理由が説明できないからである。もしアスペクト標識に先行して B 類絶対格代名詞が接
語化したとすると、語幹と B 類絶対格代名詞の間に接中語として挿入されたというプロセ
スを考えなければならなくなるからである。しかし、そうであれば、そのプロセスが B 類
の場合のみ発生し、A 類には発生しなかったことが説明できない。上記の順序で接語化し
たと考えることで初めて、接続の順番が説明できるのである。
B 類の接語化が比較的最近の変化であるさらなる証拠として、A 類が PNLZN での接語
形の反映形であるのに対し、B 類は PNLZN での題目形の反映であることが挙げられる。
例えば、2 人称単数形題目形・絶対格では、*si'ikaw > taw という変化が起こったと推定さ
れる。特に =taw は Reid (1989) のアルタ語の研究では、接語としては扱われていないこ
とから、ここ数十年の間に発生したと考えられる。したがって、ここからも B 類は比較的
最近発生した変化であることが推定できる。
本節では、共時的な音韻的・形態的分布から、内的再建の手法により、段階 I から段階
V まで順を追って接語化、接辞化が発生したことを確かめた。まとめると、アルタ語の人
称代名詞においては、独立の語から従属度を高めるプロセスが認められ、特に、A 類絶対
格代名詞は、接語から接辞化が、B 類絶対格代名詞は、独立の語から接語化が発生し、そ
れぞれ、隣接する語への従属度を高めた。この変化は通言語的に見られる文法化のプロセ
スと軌を一にする。

5. 指示詞と空間指示
最後に、アルタ語における話者を直示の中心とした指示詞体系と、地形を基にした絶対
指示的用法について述べる。

5.1 指示詞体系
アルタ語の指示詞体系には、大きく物体を指示する指示詞と、場所を指示する指示詞（こ
こではそれぞれを対象指示詞、場所指示詞と呼ぶ）の 2 体系が存在し、それぞれに、語形
の長さの違いによる 2 種類の指示詞が、近称・中称・遠称によって使い分けられる。その
パラダイムは以下の表に示される。

表4

指示詞体系

対象指示詞
題目形

長形

近称

si:yey

a:yi:

中称

sayna

a:yina

遠称

saya

a:ya:

場所指示詞
短形

様態指示詞

長形

短形

ayti

(=)ti

munati

ina

aytina

(=)tina

munatina

=ya

ayta

(=)ta

munata
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対象指示詞は、発話の場所からの相対的な距離によって、物体（ないし参与者）の同定
を行う機能を持つ指示詞であるのに対して、場所指示詞は、ある事態がどこで発生し、あ
る参与者がどこに存在するかを発話の場所からの相対的な距離によって示す指示詞である。
以下にその例を示す。
（発話者の近くにある物を指して）‘What  is  this?’

(44)

A:no a:yi:?
what PROX

(45)

N-um-anga:y=ami=d
ti
ayti. ‘We  have just come here.’
PST-AV-move=1PL.ABS=just PROX PROX

(44) の a:yi: は対象指示詞の近称で、ある物体を指示しているのに対し、 (45) では、短
形の ti も長形の ayti も移動してきた場所、すなわちある事態が生起した場所を示している。
後で見るようにアルタ語では、短形の場所指示詞は前置詞として用いられることが多いた
め、短形の指示詞に後続して長形指示詞が重なるように用いられることもある。この両者
は意味論的にも統語論的にも特徴が著しく異なるため、以下ではその両者を分けて論じる。
対象指示詞は、近称指示詞の a:yi:を除き、2 つの語形が存在する。長形の指示詞は、ト
ピックの標識である ay= が付加されて変化を伴った形である8。短形は、=ya は、必ず語の
後に前接語として現れるが、ina の場合には、独立に発音されることもあり、接語化の度
合いは高くない。直示の中心 (deictic center）から近称・中称・遠称の 3 種類の区別があ
るが、中称である a:yina, ina は、聞き手領域に存在する物体を指示することもある。以下
の例を参照。
(46)
(47)

Andimu=d
yours=ASP

{ina / a:yina}. （聞き手の近くにある料理を指して）‘That is yours.’
MED

Tatin=ya? （話し手と聞き手が家の中にいるときに外に気配を感じて）‘Who  is  that?’
who=DIST

さらに、少なくとも a:yina, ina については、文脈指示の用法も存在する。
(48)

A:

Me''adu:yu i Maddela. (far SG.ABS.DEF Maddela)

‘Maddela  is  far.’

B:

O:ni. Me''adu:yu=ina.

‘Yes.  That  is  far.’

(Yes. far=MED)

次に場所指示詞であるが、これは、短形と長形で形式的振る舞いと、表す意味が大きく
異なる。遠称指示詞の例を以下に示す。
(49)

(50)

a.

Awan ta
baggat=mi. ‘(lit)  There  is  no  our  rice.’
no
OBL.INDF rice=1PL.GEN

b.

Maratang=tid
ayta
Maddela. ‘They  will  go  shopping  in  Maddela.’
go.shopping=3PL.ABS OBL.DIST Maddela

a.

Panga:dinan=mi=ta Labu:yu. ‘We  were  talking  about  Labuyu  there.9’
be.talking=1PL=DIST Labuyu
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b.
(51)

N-i-lisu:=mu
ta ayta ‘You  put  it  there.’
PST-TV-put=2SG.ERG DIST DIST

Um-uli=d=təәn
ta ayta Japan.
AV-return=ASP=1SG.ABS DIST DIST Japan

‘I  will  go  back  to  Japan.’

短形は一般には前置詞として用いられ、長形が用いられる一般的な文脈は、短形の前置詞
の後に、その目的語として用いられる (50b) のような用法である。しかしこの用法は、そ
れ単独で用いられることもあれば、(51) のように、さらに目的語を従える例もある。
次に意味的側面においては、長形がほぼ空間的距離の対立を示すのに対し、前置詞化し
た用法が発達した短形では、中称があまり用いられず、ti–ta の 2 対立が様々な意味的対立
を表す。その対立は以下の表のように分類できる。
表5

場所指示詞（斜格用法）の意味的対立

近称形 (ti NP)

遠称形 (ta NP)

空間的距離

近接的

非近接的

存在

存在

非存在・仮想

同定可能性

同定可能

同定不可能

時間

未来

過去

近称形の ti NP は、未来を表す用法以外は、元来の指示詞の用法を保持している。なぜ
ならば、通常指示詞で指す対象は、実際に存在していて、話者・聞き手から同定可能なも
のであるからである。しかし、遠称形は、非存在のもの、同定不可能（不特定）なもの、
過去に存在していたものを指すことができるという点で、意味的に拡張された用法が多い。
以下に具体例を見ていこう。まず空間的距離の対立を挙げる。
(52)
(53)

Atti:=tèn
ti
sigung
exist=1SG.ABS PROX under
Awa:ng-a
NEG-2SG.ABS

man-nanguy
AV-swim

ni

ayu=y.

‘I  will  stay  under  this  tree.’

GEN tree=SPC

ta

adu:yu.

‘Don’t  swim  far away.’

DIST far

上記の例では、under, far とグロスが付与されているが、これらはいずれも「下」「遠く」
という名詞である。これらの名詞を目的語に取ることによって、その名詞の指示対象が発
話者のいる場所から空間的にどのくらい離れているかをコード化している。
次に、通常指示詞が用いられるコンテクストでは指示される対象・場所は実際に存在し
ており、かつ話し手や聞き手にとって同定可能 (identifiable) なものである。しかし種々
の条件で、同定不可能な指示対象を斜格で表さなければならない場合には、ta が用いられ
る。例えば以下の例である。
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Mat-tim=tèn
ta
wagèt.
AV-drink=1SG.ABS OBL.INDF water
‘I’ll  drink  water.’

(55)

Kabba:t-u
a
mang-gimit ta
bunbun:ng-u
want-1SG.ERGLIG AV-make
OBL.INDF house-1SG.GEN

a
LIG

bu:bu:ru.
new

‘I  want  to  build a new house.’
(56)

Awan ta
NEG

langis na sensu.
OBL.INDF oil
GEN chain.sew

‘There  is no oil in the chain sew.’
(54) では、話し手に取って同定不可能なもの（つまり不特定 (non-specific) な指示対象）
でなおかつ聞き手にとっても同定不可能なもの（つまり不定 (indefinite) の指示対象）で
ある。(55) ではそれがさらに明らかで、発話時点で「新しい家」は存在しないため、現実
世界において同定すべき指示対象を持たない。そのような同定不可能な状況では、指示対
象の斜格は ta で標示される。また一方で (56) のような否定極性を含む存在文の場合
(awan  ‘there  is  no’   や killèk  ‘little,  few’) には、存在文の単一の項は絶対格ではなく、例外
的に斜格で標示されるが、その際も、同定不可能な存在と認識されるため、遠称指示詞の
ta が用いられる。
指示詞の斜格用法の重要な意味的差異の一つは、時間的対立である。ti が時間名詞を従
えた場合には、それが指し示す時間概念は発話時より未来の時間軸上に位置づけられ、ta
が用いられた場合には、それが指し示す時間概念は発話時より過去の時間軸上に位置づけ
られる。その際、時間名詞には、未来を表す時には =i、過去を表す時には =ti がそれぞれ
用いられる。例えば以下の例では、ti si:pang=i a dèmèdmèng「明後日」、ta ka''ana:=na「子
どもの頃」という表現でこの使い分けが観察される。
(57)

(58)

Um-angay=tèn
ti si:pang=i a
dèmèdmèng
AV-go/come=1SG.ABS OBL one=SPC LIG tomorrow
‘I will come here the day after tomorrow.’

ti

ayti.

PROX PROX

Malala:ki i
ulitaw=i ta
ka''ana:=na.
pretty
SG.ABS.DEF boy=SPC OBL childhood=3SG.GEN
‘The  boy  was  pretty  in  his  childhood.’

これは時間の前後関係全般に適用されるので、未来であれば、ti dèmèdmèng=i 「明日」
から、ti si:pang=i a dagun「一年後」という例まで観察され、過去においても、ta su:lèp=ti
「昨日」から、上述の ta ka''ana:=na「子どもの頃」という例まで広く観察される。

5.2 空間指示
アルタ語では、方向を指示する際に、場所指示詞を用いると同時に、さらに細かい区分
を絶対指示枠（川の上流・下流、山側（上）、川側（下）、また時に北）を用いて表現する。
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アルタ語話者は伝統的に川と山に囲まれた地形にコミュニティを形成してきたため、この
ような絶対指示枠を用いた方向指示が活用されていると考えられる。現在アルタ語話者が
住む地区の一つ、カルボの地形は以下の写真に示されている。方角は、左が北、右が南で
あり、東西に道路が走っている。左に山があり、写真では移っていないが、右側に川が走
っている。川は、写真の奥が上流、手前が下流である。

上流
diddya

上
dingato

dibbi
dilod

下

下流

写真 1 カルボの地形

図 1 方角の語彙

例えば、どこかから帰ってきた人を見つけると、多くの人は以下のような質問を（半ば挨
拶として）行うが、このような場合、例えば異なる村落から返ってきた場合には単に「上
流から（帰ってきた）」という表現をするのが好まれる。また一方で、下流には、多くの村
落、そして十数キロメートル先には Maddela という町があるが、それらはすべて、dilod
「下流」を用いて指し示される（村落の詳細を聞く場合にはさらに質問を続ければよい）。
(59) A: Adi:ni n-arapu-an=mu? (where PST-out-LV=2SG.ERG) ‘Where  did  you  come  from?’
B: Ayta diddya. (OBL.INDF upstream)

‘(From) Upstream.’

また写真で分かるように、村は斜面に沿って家が建ち並んでいるが、今話者が居る場所よ
りも斜面の上側（写真の左側）に建つ家を訪問するときは dingato「上・高い所」という
語彙を用い、下側（写真の右側）に建つ家を訪問するときには、dibbi「下・低い所」とい
う語彙を用いて表す。例えば以下の例で示されている通りである。
(60)

A:

Adi:ni e:nan=mu? (where go-LV=2SG.ERG)

‘Where  will  you  go?’

B:

Ayta dingatu. (OBL.INDF upward)

‘(To) Upward.’

このようにアルタ語話者は、かつての居住地とは異なるにもかかわらず（30 年前には
Aglipay というキリノ州の中部に位置する地域に住んでいた）、共通して川の傍にコミュニ
ティを形成している。おそらくこのような状況から、アルタ語ではこのような上流・下流
の区別、川の袂の低い場所・山側の高い場所という指示枠を用いて空間指示が用いられて
いる。これらの地形を基にした区別は、発話者の場所から同心円状に広がる指示詞体系の
区別（近称・中称・遠称）を補い、特に遠称の全方位的空間を再区分する形で、言語シス
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テムの中に取り入れられている。

6. 結語
本稿では、アルタ語の名詞・名詞句をめぐる記述・分析を行った。実質名詞句の構造を
名詞、特定性、決定詞を軸に捉え、人称代名詞はそのパラダイムを共時的に分析した後、
そのパラダイムがどのように発達したかについて内的再建によって通時的に考察した。ま
た指示体系に関しては、指示詞の意味的拡張を捉えると共に、指示詞と、絶対指示枠を中
心とした空間指示が相補的に機能し、空間指示の体系が形成されていることを示した。今
後は、人称代名詞・決定詞・指示詞の通時的考察をすすめると共に、3 節の最後に触れた
格の中和現象が未解決であるため、そのメカニズムを検証していく必要がある。
* アルタ語に関わる一連の研究プロジェクトを進めるに当たって、アルタ語を教えて下さ
った Bueno Delia、Pantalion Arsenyo、Gumabon Lando 氏に感謝すると共に、調査を支
えて下さったすべての皆さま、また代名詞の再建に関して助言を頂いた Lawrence A. Reid
博士にお礼を申し上げます。
注
1. この構文群が示す事態においては、直接的に影響を被る被動作主項は存在しないため、
被動作主ヴォイスを取ることはできない。
2. しかし、他の能格言語に見られるような反受動態 (antipassive) はそれほど明確に存在
するとは言い難く、その点で、ジルバル語 (Dixon 1994) のような典型的な能格言語と
は異なる。本稿で取る立場は、
「能格分析」と呼べるが、フィリピンの言語の能格性に
関するより精緻な議論は Liao (2004) 等を参考にされたい。
3. ここでは声門閉鎖音が見られるのは、重複される子音が、次音節頭部子音として再音
節化されることを防ぎ、音節末部であることを維持するためだと考えられる。
4. これは、現在では両者の関連性が薄れているが、 *kannak という語根が、一方で
*kana~kannak という重複を受け、指小辞としてその「子ども」としての小ささを強調
した形が定着し、他方で、*kak~kannak という複数形派生が重複によってもたらされ
た後に、音韻変化が発生したものと考えられる可能性がある。*kak=kannak はアルタ
語に広範に見られる VCC > V:C (kannak > ka:nak) の変化、つまり子音反復が単音に変
化し、そのためにもたらされる拍（モーラ）の現象を防ぐために、その前の母音が代
償的に長音化する現象が発生した結果、kak~ka:nak が発生したというのが一つの考え
方である（その他の VCC > V:C 変化については指示詞の短形・長形の区別にも寄与し
ている。注 9 参照）。
5. S、A、O 以外の補語とは、言語類型論において Dixon and Aikhenvald (2000: 3-4) が
指摘する E 項 (extension to core) に相当すると考えてよい。
6. 以下では音節はσ、モーラはμで示す。
7.

(25) では、斜格がまず動詞に隣接し、その後に絶対格名詞句が生起している。

8. 英語についての詳細な議論は木本 (2011) を参照。
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9. アルタ語では、VCCV の CC が同子音反復 (geminate) の場合には、前方の子音が削除
され、代償長音化が発生する。これも ay + ya: > a:ya:という変化を辿った一例と捉える
ことが出来る。
10. Labuyu とは 2013 年 8 月 11 日〜12 日にかけてフィリピン・キリノ州を襲った台風の
名前。
略号一覧
# 語境界、1SG: 1 人称単数、2SG: 人称単数、3SG: 3 人称単数、1+2SG: 1+2 人称単数、1+2PL:
1+2 人称複数、1PL: 1 人称複数、2PL: 2 人称複数、3PL: 3 人称複数、ABS: 絶対格、AV: 行為
者ヴォイス、DEF: 定、DIST: 遠称、ERG: 能格、FREE: 題目形、GEN: 属格、INDF: 不定、LIG:
繋辞、LV: 場所ヴォイス、MED: 中称、NONSPC: 非特定、OBL: 斜格、PL: 複数、POSS: 所有
形、PROG: 進行相、PROP: 固有名詞、PROX: 近称、PSPC: 過去・特定、PST: 過去時制、PV: 被
動作主ヴォイス、SG: 単数、SPC: 特定、STV: 状態動詞、TV: 題目ヴォイス、μ: モーラ、
σ: 音節、*: 再建形
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The structure of nouns and nominals in Arta
Yukinori Kimoto

This paper provides a grammatical description regarding nouns and nominals in Arta,
an Austronesian language spoken in Luzon island in the Philippines. After a brief
introduction of its sociolinguistic and grammatical profile, a detailed discussion is
provided on noun-headed nominals and other types of nominals, including pronouns
and demonstratives. First, the structure of the nominals whose head is a noun is
described and analyzed by dividing into three parts: pluralization, specificity marking
and the determiner system. Here I argue for the varying phonological status of these
items, and a paradigmatic selection determined by the nature of referents. Second, the
pronominal system is described both synchronically and diachronically. After a
phonological account for pronominal allomorphs, some morphological and syntactic
phenomena are analyzed. It is shown that bound pronouns are not regarded as
obligatory in some context, and thus do not develop as an agreement system. Based
on the synchronic analyses provided above, an internal reconstruction is conducted
on the development of the current pronominal system. Finally demonstratives and
related expressions are examined. The demonstrative system can be analyzed as
three-way distinction: proximal, medial, and distal, with each having a short, long,
and locative forms. The demonstrative system may be used for spatial reference in
combination with geographical terms such as ‘upward’, ‘downward’, ‘upstream’, and
‘downstream’.

