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古層カンナダ語の複合語記述の枠組みについて

家　本太郎

L序

　本稿の昌的は，古層カンナダ謬）複合語記述に対し，薪しい枠組みを提出することであ

る。従来，ドラヴィダ語研究においては，名詞複合語，動詞複合語，形容詞複合語は，互い

に独立した範購として記述されてきた。本稿では，それらを，連続体を成し，互いに有機

的に関連する範麟として記述する方法をとる。

狂．従来の研究およびドラヴィダ語伝統文法家による記述

　1　広義の動詞複合語（即ちverbal　participleによる一般的な動詞連続，及びverbai

participle或いはinfinitiveに助動詞が付掬された形式）の楓，　Wy＄ij，法，態のシステムや

語礪論的機能については，Annamalai（1982），Rajapurohit（1975），Subbarao（1979）を始め，

少なからぬ研究がなされているが，本稿の対象となる語幹複合語については，これらとの

関連で僅かに雷及されるのみである。

　タミル語，マラヤーラム語，テルグ語の名詞複合語に関するまとまった概究としては，

各々，Vijayavenugopal（1975），Ravindran（1975）及びSuryanarayana（i966）が挙げられ

る。

　Vijayavenugopal論文は，　Chomskyの標準理論の枠組みで，構成要素間にみられる格

関係を観察したものである。Ravindranも岡様の枠組みに依っている。　Suryanarayana

はサンスクリット複合語の枠組みで，テルグ文学史上，多量のテルグ語固有語樂を用いた

ことで有名なTikkanaのMah論hara£a訳における用例を分類している。

　カンナダ語の複含語についての若千の考察がARanthanarayana（1984）である。彼はカ

ンナダ語複合語形成に記するサンスクリットの影響を論じ，dvandva及びaZtya），ibhdiwaは

インド内で特殊に発達した形成法であり，karmadharayaとdviguを含むtatPurusa及び
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4微舷微はドラヴィダ語が本来，有していた形成法であると結論付ける。しかし，複合語

構成要素聞においてどちらが意昧のセンターになるかといった基準により，2つの言語

間の影響関係を論ずることは意昧をもたない。

　これらの文献はいずれも名詞複合語を中心に記述を行なっているが，ドラヴgダ語に

精徴的な現象であると考えられる，動詞複合語との有機的関連については全く琶及して

いない。

　2　サンスクリット複合語は，構成要素聞において，前項・後項のいずれが意味のセン

ターになるかにより，avyage’bhdiva（前項がセンター〉，　tatPurzesa（後：項がセンター一　），

bahuvn－hi（いずれもセンターでない）及びdwandva（いずれもがセンター）の4種に大甥さ

れ，　tatPurZtsaは，構成要素閥に格関係が存在するvyadhikaraqaと格関係が存在しない

samdnadhikaranaに二分され，後者は更に，前項が隈定形容詞として機能する

karmadhdrayaと前項が数調であるdvigz‘に区分される。

　　　　　　　　　　　tatPKusa　bahuvrlhi　dvandva　　　aayaptbhdwa

　　　　　　卿ゴ痂繭乞ん＿a
　　　　　　　　　　　　　　　A
　　　　　　　　　　　　karmadha－raya　dvigu

　3　古代タミル語文典Tolhappiyam（B．C．2c－A．D．5c）によれば，古代タミル語の複合語

は以下の6種に分類される。構成要素間に格関係が存在する囎㎜2纏一酎。々砿前項が動

詞，後項が名詞である三厩一厩。々鋤前項が後項名詞の属性を限定する加ψμ一師。々砿後

項の属性が前項に比されるuvama一　ts　tokai，　bahuvrtliiに栴当するanmolim　tr　tokai，　dvandva

に相嶺するπ晦魏厩％雅漉厩である。

（　3　一a　）　werrz‘mairm　tr　tokai

maram　ve4（u　“wood“cuttiRg”，　kayawwmalar　“flower　iR　a　tank”，　malai’braruvi　“mountain

　　　　ff　torrenS

（3－b）η翫αゴー一厩。舷ビ

　an’一va／．　“the　sword　tkat　cttts”，　feolrmyaziai　“the　e｝ephant　that　ki｝led，　kills，　will　kill”，

　0の片々Z6塑a‘‘artificial　MOUR（董”

（3－c）parppum“tokai

　karuit－kutirai　“black　horse”，　tin’”karumpec　“sweet　sugarcaRe”，　va（ta－P－Palakai　“rouRd

　plank”
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（3md）uvamam　ts　tokai

　7η雌π一〇8τ雇‘‘winnow－like　ear　，tWf一：ゾ彦厩‘‘tuei－like　wa三st　

（　3　wu　e　）　anmoli一　tv　tokai

　ve4rmdt．Fi　”　the　rnan　wko　wears　a　white　saree“，　po．r－r－o（i　“one　who　has　golden　bangle”

（　3－D　ummai一　tr　tokai

　dital－pa－t．al　“dancing　aRd　singing”，　kaPila”parallar　“Kapila　and　P　araltar”，

　6佛召一〇σ如一メ＞4π‘砂αガ‘Cera，　Chola　and　Pandya”

　uvama－tr　tokaiの前項は対格を付与された名詞としてパラフレーズできるので，

ve”窒窒普�嘯≠沿鼈黶@“・・　tokaiの下位クラスと規定できる。動詞複金語に言及しているのはドラヴE

ダ語伝統文法の中で7b漉砂ヵ加㎜のみであるが，古代タミル語において，関係詞形成接辞

や格表示接辞が頻繁に省略されるという現象，上記の走oZ一ッ＠厩などの例や形容詞形成接

辞履を伴ったva‘ta－p－Palakaiの様な例を考慮すれば，複合語と相応する句との区男弓は明

確ではないといえる2｝。

　4　Rajarajavarmaの飽r4a勘勿吻卿（ca．1850）では，マラヤーラム語の複合語とし．

ては，次の3種のみが挙げられている。

（4－a）tatPuruGa

　ρo解一んz卿規‘‘gol（董en　pot”，1＞鍵ゲαη3窺α‘‘mother　who　gave　bir出”，　hai一　vellyuka“to

　forsake”，　konta－atuka　“to　celebrate”

（4－b）　bahu　vrihi

　nan－mufeham　“oRe　who　has　four　faces”，　mum　kHhaqpam　“one　who　has　three　eyes”，

　加勿吻一π〃窺漉‘‘one　who　has　tke　eye｝ike　the　petals　of圭otus”

（4－c）dvandva

acchan－ammanar　“fatke；　and　mother”，　kairm　kalukal　“hand　and　1eg”，　Pattu－Patinaitca

　“teR　or　fifteen”

　（4－a＞に関し，彼の分類の特異な点は，形容詞プラス名詞，関係詞句，名詞プラス動詞，副

詞プラス動詞のタイプがtatPurusaとして分類されていることである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ
　5　NaRnayaに帰されるA7zdhra　SabdaCtEntdimani，　Atharvanに帰される嵌脚伽8々α等

のテルグ伝統文法（いずれも西紀14世紀）において挙げられている古テルグ語の複合語は

以下．の10種である。前項名詞の格語尾が保持されているaluk－samasa，第2次派生語尾が
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｛呆持されてし＼る　matup一一samasa，サンスクリッ　ト隅様のaayayz－bhdiva，　bahuvrihi，　dvandva，

kaiwncidharaya，　tatPurZtEa，後項の属性を塵：H愈山辺に前項力∫指向するrmpahαff　sama’sa，後項の属

性を暗喩的に前項が指向する妙劒伽。－5α磁詔である。

　（5rma）aluk－samasa

　　ndtvalamnirmne－ramu　“mistake　from　rne”，　ntyandZi’m　li－karuna　“kiRdness　in　you”，

　　natdim　4im　celimi　“frieRdship　witk　me”

　（5－b）matmp’samasa

　　pu－vztztmnil．gu　“water　haviRg　flower　in　it”，　tdiznimmolla　“smelling　jasmiRe”

　（5－c）ごzτ脚yめ乃躍ηα

　　pe4a－tala‘‘back　side　of　head”，ndi4u一一　rのyi’‘‘midnight”

（5Hd）bahuvrthi

　　calirm　velorgit　“he　who　has　cold　ligltt，　tke　mooR”，　mtz4u－kannulava’d．　u　“he　who　has　three

　　eyes，　Shiva”

（5－e）伽9μ

　　tri”　loki　“group　oi　the　three　worlds”，　iru－menu　“two　bodies”

（5イ）御郷・

　　uli－tunuka　“a　piece　chapped　by　chisel”，　pa4i一　verapu　“fear　irom　justige”，　mallerPabvu

　　“flower　of　jasmine”

　（5mg）dwa，idva

　　mafict＝ce4a　“good　and　bad”，　ktzql－ktzra　“boiled　rice　and　cttrry”

　（5Mh）ka，wnadharaya

　　vdil－ammulu“sharp　arr◎ws”，卿耀す珈“tender・sh・・t”，館ZZ¢耽加“wh主te｝・tus”

　（5mi）　rmpaka“　sama＋sa

　　mdivt’mparptllu　“fruit　tkat　is　a　lipl’，　lt）uEpa－bdirpamu　“arrow　that　is　flower”

　（　5　mj　）　mpamana一　samdisa

　　kelur　dum？ni　“lotus　like　hand”，　mo－mu’damara　“lotus　like　iace”

　　テルグ語においても，alZtk－samdisaやmatup－samasaにみるように，複合語と句との混同

が看取される。

　　6　古写カンナダ語の代表的な土着文典はK6giraj　aによるSabdOmalzidarPaZia

（ca．A．D．1280）であり，複合語は以下の7種に分類される。サンスクリット丁半の
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tatPurUEa，　aZtyayτbhava，　bahuvrihi，　dvandvaにカRえ，前項力i名詞，｛麦項力i動言司である

kriya－samasa，前項が代名詞，数詞，形容詞で，後項が名詞であるgamaka－samasa，構成要素

『が，カンナダ語とサンスクリットからなる，ari－samasaである。

（6　nv　a）　ta　tPurusa

　　teru－bi－di　“temple－car　street”，　rarpa－dhira　“hero　in　tke　battle　field”

（6－b＞鰐の励伽

　　pin－til　“back　of　tlte　ltouse”，　aitmgai　“palm　of　the　hand”

　（6mc）　bahu　vrihi

　　pita－ambara　“yellow　garment，　ascetic”，　cakra’Pa－n．　i　“discus　ltand，　VishRtt”

　（6－d）dvandva

　　dnerkuduregq4　“eleph4p．t．｛．　r　d．　horse”，　paqrpu’kdyi　“ripe　fruit　and　unripe・　fruit”

（　6　一e　）　kdydi．samdsa”

　　dhair　ya“gog　“to　take　cottrage”，　mana－ka4　“to　see　with　the　miRd”，　kelasa－mdi4u　“to　do

　　works”

（6－f）即脚々α5劒伽

　　dwa’nalyakam　“which　leader？”，　irpattraiclu　“twentymiive”，　pa4u’va－tumbi　“a　singiRg

　　bee”，　a’mane　“that　ltouse”，　bil．i－ya’kawwrbu　“white　sugarcane”

　（6mg）ari”samasa

　　arz’rm　na－yaka　“inte｝ligent　｝eader”　，　ir”‘　baia　“two　fofces”，　elia一一dhama　“a｝1　wealth”

　　この分類の特徴は，gamafeapt　samasaの設定である。　Kulli（2976：165－68）は，サンスク

リット複合認の枠組みで記述できないものがgamaka－samasaとして分類されたもので，

加η照磁伽4翼とは用語の差異のみであると述べている。確かに，繭項の接辞は形成時に

肖q除されるという規則（stt．173）からは，ga？naka－samasa　tx逸脱しているが，挽甜融は，名

詞・動詞・形容詞の問にみられる平行性，及び複合語と相応する句構造との平行性に関わ

る現象を意識していたように思われる。動詞・形容詞の語幹が前項として機能する複合

語3）、はkarmadharayaに分類され，相応する句構造がgamaka－samasaと見なされているか

らである。karmadhdraya及びgπ規盈α一5α襯詔に各々，燈いられる形式を挙げれば，先ず，

形容詞では4㌧in～inlya‘‘seet”，　kar　一々αプ砂α‘‘black”，ρ8r～ρ∫勿π‘‘b呈9　，　be9　一一房憂yα

“white”，動詞では，　a4一　uηz一　bola～a4u一　va一　bola“a　play　field”，　tag　unt一　dotpt’1～

tagu－va一　do＃il“a　swinging　cradle”となる。
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欝．複合語認定基準

　1　複合語認定に関与する事象は，結合時に起eるサンデイ，前項における接辞の扱い，

いわゆる語幹複合の現象，給合部位に現れるmorphologica｝　cglue’5）の4つである。

（D観察されるサンデイは次の4種である。

　　（a）前項語末母音吻の消失

　　　atFunva‘juvi－a4g－a4avz’　“an　impervious　forest”，　usuru－a4isu一　ztsurd4isu　“to　breathe”，

　　郷・・π一ψ9グ郷欝晦・‘‘・g・ee・・玉・th”

　　（b）後項語頭子音の騒音化

　　　a4aru一　kdlu一ゆ　a4aru－ga’lu‘‘a　raised　foo巨無walking”，伽π漉σZπ→dinu－go”lzt‘‘a　staff　to

　　　lean　upok”，　alar　torazva－M．　alardorarpa　“a　festoon　of　flowers”，　oqagec－toi－orpagu”do－r

　　　“to　become　dry”，ρ躍〉π一ろの％η→ρ醒）π吻切汝2η“a　polished　diamond’1，．kulir　berasu→

　　　ku4ir　verasu　“to　be　cool”，　40nkurmper一．　4bitfeuH　ver　“to　get　crooked”，　tagarpenagisu－

　　　tagar　venagisu　“to　cause　rams　to　fight”，　tage　mtigil“一”．　tage　vugil　“an　obstructing

　　　c圭oud　，　f）asurma解f→pasur　va4i‘‘an　eme；ald”，魏解㌻ウz4〃→孟ごz解一う4fZ‘‘cool　sand”・

　　　ta－ru“pullw一一｝ta－rw　bullu　“joined　grass”，　ta7rso4apttampmjo4ar　“an　extinguished　lamp”

　　（c）　一ツtrの挿入

　　　fea4i－akfei一　fea4im　ymafeki　“rice　broken　from　brittleness”，　til．i’ezpmpe一一．　til．4i：y－en．　rpe　“clear

　　　oi｝”，　panL　idmpari一　yr　id．　u　“to　run”

　　（d）前項末尾子音及び後項頭音における変化

　　　in－sara→痂瓢αrα‘‘sweet　sound　，ρの初一545かα→ραly読一〇ゐ凍5かα‘‘ten　thousand”

（の古テルグ語では，若干の複合語で，前項の接辞が保持されるが，古調カンナダ語の

場合，溺除される。1〈esirajaによるgamaka　sama”saの設定は，この条件に反するが，後で

言及する，名調複合語，動詞複合語，形容詞複合語と各々，槽応ずる句との平行性との関連

では示唆的である。

（　iiD古町カンナダ語においても，他のドラヴィダ語岡様，いわゆる語幹複合がみられる。

一連の単音節形容詞がこれに相当し，後項の頭音に条件付けられ，異形態を持つ。この現

象は，他のドラヴィダ語でも一般的で，ドラヴィダ語の形容詞の問題を考察する際にも重

要である。

　　（　a　）　lo4’v　o44　04－nu4i　“good　word”一”’04rmdine　“fine　elepltant”

　　（b）｛卿～卿解｝鰍励Z‘‘C・・lgr・ve”～論証Zα・“C・・l　b・eeZe”



（c）

（d）

（e）

（f）

（g）

（h）

（i）
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lnal’v　nalA　nalm　varake　“good　blessiRg”’v　nall’ambu　“good　arrow”

lka4uNka4ij　ka4u一　vin．　pu　“great　heaviness”A’　kaetridir　“just　front”

lnid．　u一一nit．（i　nid．　u－garp　“an　eloganted　eye”Nnit．t－elvzt　“long　bone”

lkarN　ka”　kar’basu　“black　cow””v　fea－r．一irug“dark　night”

lperNped　per－dere　“big　wave”NPer－ane　“big　e｝ephaRt”

lin～勿アZ・一一・im｝伽∬α“sweet　sound”～伽吻π融“　　e

（t

　　　　　　　　17　tsweet　mango

lfee7p一“　ceni一”　ke－sN　kisul　feenz“dagir　“red　shoots”一kemp－ga－ri　“

bon　“red　gold”　’w　ke－srm　uri　“red　fire”　一v　leisu一　won　“red　gold”

　　　　　（1）は補助的な認定基準である。後項頭音の軟音

39

sweet　meal”　A’　im－mdtvu

red　feathef”　tw　cem一

　以上のうちで，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化は随意的であり，

了の挿入は複合語形成のみならず，接辞付舶の場合にもみられるからである。決定的な

基準は，前項が語幹．形式となることである。ドラヴィダ語の名詞句，動詞句，形容詞句の

形態素連鎖は，概略，以下の通りである。

　noun：roo£十derivative　suffix十e斑pty　morpheme十suff圭x

　verb：root十derivative　suffix÷tense　suffix十persoRal　suffix

　adjective：r・・t＋derivatiye・r　adlective　suffix

（IV）古繕カンナダ語の場合，いくつかの複合語の結合部位に一umなる形式が現れる。

Kegirnjaによれば，これは音調上の一種の加音とされ，次のように分節される。

　ノ（SabdamazzidarPazza　158）

　6琵ゲ叩一9δZ，π漉μ一禦一ゐr8，0ttu一　7pne　ball，　e－rUww　7tz－fovvanam

しかし，語幹末の一uは，タミル語伝統文法家によってfeUZ・Z’iyalukaram（’tlte　shorter－u’or

’elidible－u’）と規定されている母音と罪種のものであり，半モーラ（arat　mattzra）の音価

をもち，母音が後続した場合，しばし消失し，一πを保持する為に一アπ一を付加する必要はな

い。更に，次の例のようにツーを伴った形式がみられることから，

　5∫φ一如Zρ5fφ一y一πηz一ぬZ6‘‘a　head　that　is　fiying　about”

　歩ρψ震4乞丁卿一ρψμ“the　se窒ti登g　sun”

　θ‘かπ㌘一9σZ，urk－unt－dore，　ottv　U7ZZ一　ball，どたμ簗一joηη召πα㎜

と分節されるべきである。

　また，この吻魏が現れる複合語の構成要素閥の統語的環境を示すことが可能である。

それらはV（pres．）一Nに分類される複合語である。

　ガr々一z6彫一gdl　‘‘a　destructive　enemy”f　kutt－uni－guli　‘‘a　persok　engaged　in　beatil｝9”，
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　tag　u7tt－dottil　“a　swinging　cradie”，　Pa－r　u7p－bani　“flying　drops”，　suttr　u7Tt－ga4alu　“the

oceaR　which　surrounds”

　この種の一umは，通時的には，古代タミル語の非過玄の関係詞形成接辞との関連が窺わ

れるが，共時的にはV（pres．）一N複合語のm◎rphological’glue’であるといえる。

W．複合語形成パターン

　1　前項となるのは，動詞，名詞，形容詞，副詞であり，後項となるのはこれらの品詞に

加え，否定辞の一ilである。尚，これらの文法範購は筆者自身による記述の枠組みに従っ

ており，これまでに編まれた辞書におけるものとは異なっている場合がある6）。

構成要素間の統語的関係を基準にすれば，古層カンナダ語の複合語は以下のようなグ

ループに分類できる。

（のN－Ngroup：N（gen．）一N，　N（ins．）一N，　N（acc．）一N，　N（dat．）一N，　N（abi．）

　　一N，　N　（loc．）　”N，　N　（soc．）　一N，　N－N　（gen．），　N－N　（iRs．），　NptN　（dat．），　N－1＞1

　　（loc．），N－N　（Co．），N　（echo）　“N’LNmN　（reit．）

（ij）　NrmV　group：N　（nom．）　mV，　N　（acc．）　ffV，　N　（dat．）　mV，　N　（ins．）　一V，　N　（abL）

　　一V，N　（loc．）　”V，N　（soc．）　一V

（　jli　）　N－A　：　N　（loc．）　一A

（iV）　A－N

（V）　A－A

（Vi）　V”N　gxoup　：V　（pf．）　一N，　V　（pres．）　mN，　V　（passiv．）　一N，　V　（inf．）　ffN，　V

　　（stativ．）　一N，　V　（able）　一NS’，V’N　（loc．）

（Vii）　VmV　group　：V　（v．p．）　一V9’，V　（inf．）　一Vie）

（Vlij）　Adv“V　group　：　Adv　（一N）　一V，　Adv　（＋一”V）　一V

（iX）　N－Adv

（X）　NMN－N，　V－N－N，　A”NmN，　N－neg，　N”neg－N

（xの統語的関係を一義的に決定できないグループ

以下に各々のグループに分類される実際の形式をみることとする。

（　i　一a）N（gen．）mN

alar“gambu　“the　sceRt　of　fragrance　of　flowers”，　ztgimkavu　“tke　heat　oi　steam”，　ka4i－mee（i

“the　impression　ef　a　horse’s　ltoof”，　nu4irm　ve4　“the　Goddess　of　speech，　Saraswati”，
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bage一　vane　“the　abode　of　thought，　the　mind”

（　i　nvb）］〈i（ins．）”’N

feeM　drduku“出e　act　of　seiziRg　eager圭ゾ’，　nzt4i一　meccu”assent　by　word”，i）σ3π7－9翅％‘‘rice

mixed　with　green　colouring　substances”poHnvmarapa　“death　through　witlt　depart”，

mu（tu－ro－ga　“a　child’s　disease　comiRg　from　the　touch　of　a　menstruous　womaR　who　is

not　tke　mother”

（　i　“c）N（acc．）一N

pari－vi’d．　Z　“cause－seizing，　order”，　feazl－gmpan　“eye　protection”，　Pote”’morahall　“ 垂?ｒｓｏＢ　or

object　beariRg　a　burdeR”

“　一d＞N（dat．＞MN

a4i’ko－lu　“the　stick　which　keeps　tlte　loops　of　tlte　woof　apart”，　tappu－ka7．iifee　“a　gift　to

make　amends　for　an　impropriety”，　muteu－mane　“a　room　appropriated　to　a　woman　in

menstruation　or　child　birth”，　muti’　va4i　“a　gem　for　the　hair　mzetlli”

（　1　一e）N（abL）一N

aliツtir‘‘water　for　dew”，bdn一ぬf“the　river　from　the　sky”

“　一f）N（loc．）一N

alar－vakki“出e　flower－bird，　the　large－hu｝ゴ’，　kisuragipazi‘‘one　who　is　addicted　to

quarrels”，　key－nir　“water　poured　over　haRd　o’f　the　bridegreom　and　bride”，　tale’　ve－sa－r．aman

“the　weariRess　of　the　head”，　nrra“’t．am　“spofting　in　water”

G　一g）N（soc．）“N

pa－mara　“a　tree　bearing　blossoms”，　pa一一ravaka　“a　bodice　with　flowers”，　mo（e－digztrzt　“a

wheel　with　a　shayp　edge”，　su－li－dale　“a　head　With　curled　hair”

（i－h）N一画「（ge厭．）

gz－翌翌窒普| №≠獅р?ａ　“strea｝cs　of　saRda｝　oR　the　body”

（卜i）N－N（圭RS．）

opgu”mueFu　“impurity　contracted　through　a　death”，　sadi“be－ne　“a　disease　by　which　the

the　llmbs　grow　bent”

（1　一j）N－N（daの

ta4ir－ambu　“a　youRg　shoot　used　as　an　arrow”

（1－k）翼一翼（1◎c．）

aral”po4eya　“one　who　has　a　flower　on　kis　bel｝y，　Vislmu”，　kavalmotu　“the　stem　of　a　tfee
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up　to　the　braRckes”

（　1　一1）N’N（co．）　，

ubburm　taggu　“hi11　and　da｝e，　uRevenness”，　koitkurm　ko－rate　“wrong　and　defects”，　tagu4u”mu－

gn4u　“曹垂垂窒盾≠モ?ｉｎｇ　and　receding”，　taggttnvmuggu　“ups　and　dewRs”，　naqle－nu4i　“conduct

and　speeclt”，　so－lumsanie　“loss　and　gain”

（1－m）N－N（echo）

ado－rztne　beda－ru　“shaking　ane　quakiRg”，　id．　urm　to4u　“ornameRts　afid　clothes”，　karim　murz’　“a

charred　and　bent　state”，　40rka’panku　“a　bend”

（1－n）翼一翼（re童t．）

alar一“alar　“｛lowers”，　orasmorasu　“ №窒?ａｔ　and　mutual　friction”，　ka4i－ka4i　“cuts　and

fragmeRts”，　tttttu－tuttu　“a　mouth｛ul　ef　food”pari－pari　“various　ways　or　manlters”

（　＃　一a）N（Nom．）rmV

ecrbu’gundec　“垂撃?ａｓｕｒｅ　to　decrease”，　usuru－kattu　“breatlt　to　be　obstructed”，　toppu”bz’m”lu　“a

mistake　to　occur”，narerdiヲμ‘‘ №窒?ｙ　hair　to　aPpear　，カ6z解解z4一ゐ卿‘‘ripe　fruit　to　aPpear”

（　K　一b）N（acc．）一V

apt－ka4（ec　“to　join　a　certain　number　of　threads”，　alar“　vidi　“to　seize　flowers”，　taki－y－e．re

“to　tltrow　deliciotts　food　to　sRakes　to　appease　tkem”，　nutirmge－1．　“to　hear　a　word”，

podergattu　“to　prepare　a　quiver”

（　II　rmc）N（dat）rmV

uri’　vogu　“to　eRter　f｝ames”，　da－rte一　vogu　“to　get　blamed”，　pa”　vugu　“to　get　into　a　fiower”，

～＞ager　vugec‘‘乞。　e臓ter　the騰i臓d”，2π6zτ8一微9π‘‘to　go　for　portection”

（　ii　rmd）N（ins．）mV

ugi“kdsu　“to　keat　by　steam”，　feey－doipsec　“to　beat　by　the　hands”

（i卜e）翼（ab圭．）一V

alar”ica　“the　flowermborn，　Brahma”

（　ii　一DN（loc．）一V

㎜皿η曜‘‘乞otake　as　one’s　she玉ter”，mu4i一ん曜ξπ‘‘to　tie　up　in　a　b疑nd1d　of　straw”，

na4e－gr幽4ガ‘£o　become　u磁ble　to　walk”，04御一規グ8“to　be　displayed　in　masses”

（1卜9）N（soc．）一V

ta4ir’m　ver　“to　be　laden　with　young　leaves”，　nali一　wart’　“to　run　with　pleasure”
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（　il’1　）N（loc．）一A

π麟一加a“ta至kat圭ve”

（iV）A－N

og－ganna4a　“good　KanRada”，　ta7rbani　“a　cool　drop”，　pusirmnu4i　“a　lie”，　balnegamba

“stroRg　post” C　te4”vasi－r　“slender　stomack”，　be7zmenir　“hot　water”，　pan’do4ir　“fresh

shoots”，　aeea＃i　“intimate　love”，　awwli－mana　“a　mealt　miRd”，　ubbumegobbu　“excessive

pyide”，　ha4rmacczt　“a　false　mottld”，　cagimndi4u　“a　cool　country”，　taggum　bhnmi　“low

ground”，　tani－gammu　“a　rich　fragrance”，　tt’1．i－rasa　“a　pure　liquid”，　maru4一‘dumbi　“a　mad

black　bee”，　mundu－ga4e　“tke　front　side”，　sari－bari　“equal　manner”，　savz’一nagi　“a　sweet

word”

（V）A－A

tutta－tudi‘‘the　very　end　or　top”，motta“一　modal‘‘the　very負rst”，sari－sama‘‘e（lual”

（v卜a）V（pf．）一N

z磁7翅一9躍z4‘‘grains　of　cor臓in　field　that　ha＞e　fallen　from　the　ears”，　tidu一ろa4i‘‘a　mor－

bidly　swollen　body”，　tanirm　verp　“a　full　ripe　fruit”，　tumbu“’　vere　“the　fu｝1　mooR”，　habbu”gid．　i

“sparks　tltat　spread”

（　Vj　rmb）V（pres．）一N

alar・valli“a　f璽・we面g　creeper”，耐岬一齢“a　sw圭ng三ng　bea顯”，　u・i一鱗π‘‘a　fla鹸9

fire”，　ottrdine　“a　tame　elephant　ttsed　to　catch　w11d　ones”，　osarnir　“oozlng　water”，

tager　vugr’1　“an　obstructing　cloud”，　na4e　ve4a　“a　walking　corpse”，　nege　va－vu　“a　snake

that　jumps”，　sidi－dale　“a　head　that　moves　quickly　from　side　to　side　on　accouRt　of

pr三de”

（Vlmc）V〈passiv．）一N

a4umegti－1　“boiled　rice”，　oPPu一　vajjara　“a　polished　diamond”，　tagi－sari　“clice　or　chess－melt

that　are　thrown　about”，　poy－nir　“water　that　is　poufed”，　ba4i－ho－n’　“a　gelded　young　bull”，

masegarpe　“a　whetted　arrow”，　muwwri－dale　“a　head　that　is　cut　off”

（　Vl　nvd）V（inf．　）一N

ial．　wgal　“a　stone　used　for　throwing”，　ore”gal　“a　touch　seoRe”，　fezt4i－va－1　“milk　for
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throwing”，　na4er　ma4i　“a　clean　cloth　that　is　spread　out　for　walking　upon”，percze－nir

“water　poured　over　a　youRg　chi｝cl　for　its　growth”，　badi－ko－1　“a　staff　for　striking”，　to4u－

ku’　vale　“a　kind　of　net”

（Vl－e）V（stativ．）一N

koitku－ugur　“a　bent　nail”，　ubbumgalla　“a　cheek　pu｛fed　of｛”，　bidu”garp　“an　open　eye”，

解麟塚zグg勿ガ‘‘a臓ear　the　ou㌻side　of　wkich　is　shrunk　，5z4ゴーg雄πZ　curled｝1a重r”

（　Vi　一f）V（　able）mN

uri．一vane　“an　easily　inflamable　house”，　ettu’gallzt　“a　stone　that　is　liftable　with　common

strengtlt”，加‘‘π一即＠54‘‘a　cow　fit　to　rece三ve慮e　bull”，66ぬr躍z4‘‘a　bul｝ock　tha£重s

easily　frightened”

（Vi”g）VwuN（｝oc．）　’
‘4ゴー9卿吻‘‘wa｝k三Rg　on　fire”

（Vlトa）V（v．P．）一V

urukurmgo4　“to　be　paralysed”，　embu”key　“to　assent”，　toduk－agrt　“to　become　entangled”，

hirugu－tege　“to　stretch”，po一一tar　“to　go　and　bring”，　bagem’vaccu　“to　begiR　to　cheer　up”，

mec－ri－gede　“to　be　routed　aRd　fa｝1”，　suttur　var　“te　come　or　go　round　about”，　sulim　var’“to

wander”，　pamsu－gay　“to　spread”

（Vil－b）V（inf．）一V

o4esil‘‘to　spliと　a　th圭ng　毛hat　猛　is　reduced　to　frag獄e聡もs”，如《勿一ga4i‘‘£o　cu£　so　as　to

impede”，　po”muabgu　“to　swailow　so　that　a　thing　goes”，　savi－de－ru　“to　appear　so　as　to　be

　　　　　ttsweet

（vi卜a）Adv（←N）一V

6㎎些一ηzゆ　‘‘to　speak　differently”，　049－vuUider　‘‘brothers”，　為4－ma4u　‘‘to　（圭egrade”，

tadanzrma4ec　“to　meve　excesslvely”，　Pe－ra－ge4ec　“to　｛all　backwards”，　be？Tt」go4　“to　fellow”，

me－P－e－1　“to　rise　against”

（Vill－b）Adv（t一一V）一V

opp’ase　“to　appear　to　great　advantage”，　tani”gedanvru　“to　be　greatly　scattered”，ne－rergaccu

‘‘ 狽潤@b三もe　excessivelゾ’，ん4かηαプi‘‘毛。　run　to　a　great（至is毛ance”，為02漉z6－md4a‘‘£o　ac毛玉且a

perverse　manner”，　bage－no　“to　get　mentally　afflicted”，　sari’gogisu　“to　put　in　a　proper
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sセa宅e，， Cρ666πゴ漉‘‘to　know　more”

“×）N－Aev

opp’ante　“in　a　suitable　manner”，　begagannaka　“till　down”，　begagLdita　“at　dawn”

（×一a）N馴馴

ca（i一　veteaglya　“Ximalaya’s　son－in”law，　Shiva”

（×一b）V－N－N

ku4ir一”　va－li－m－r　“very　cold　water”，　ca4i－gadir－gal　“the　moon　gem”

（　×　一。）A”N”N

卿一三晦グt◎sp・圭nkle・c・ld　wa止er”，m・gam一　bugn一　tar“t・face”

（　×　一d）N”Reg．

bard－ila　“a　man　who　is　free　from　death，　a　dekty”，　belagL　ili　“devoid　of　light”

（　×　”e）Nrmneg．一N

bard“il’dgma　“lkdra”，　belagu　ili－garp　“a　blind　eye”

（×卜a）A－N～V（pres．）一N

attr　u7p－」‘agag　“a　close　fight”，　sorfa’ane　“an　elephant　in　rut”

（×i　rmb）V（inf．）一N一一’V（pres．）”N

a4u一　bd4ale　“a　frying　pan”，　ka4egol　“a　ckurning　stick”

（×1　”q）V（v．p．）一V一’N（acc．）一V

mppurm　feey　“to　assume”，　unLgog　“to　catch　fire”，　ottu’”leutu　“to　join”，　ka4i”va4u　“to　be　cttt

off”，　ta4ir　bid．　ec　“to　put　forth　shoots，　sofeku－i－n’　“to　grow　porud”，　bagerdor　“to　take　to

heart”，　mo“rer　y一　id．　u　“to　cry　loud”

（x卜d）N（nom．）一V～N（acc．）一V

alk”ali　“to　abandon　｛ear”

（×i　”e）N（now．）一VN（v．p．）一V

ka4inv　ve－r　“to　be　cut”，　pa4rpmdig　ee　“to　become　ripe”，　bage’gzendec　“to　get　disappointed”，　be－

ga4u’hattu’　“to　become　amazed”，　be－sa－ra－gu　“to　grow　weary”

上の旧例から，前項において，名詞，動調，形容詞（また幾6かの場合，副詞）の間に平行性
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が晃られること，換雷すれば，それらは，互いに平行的性質を維持しながら，前項として機

能し，複含語の意味を成就しているといえる。もう一つの重要な現象は，古層カンナダ語

において，幾つかのクラスの複合語が，統語的に欄応ずる句と構造的に極めて平行的であ

るということである。

（GeR．一N）

ko4an’a　ta4i　“a　bank　of　a　tank”，　nettara　kadul　“sea　oi　blood”

（Acc．一V）

nira7？i’negmpu　“to　shed　water”，　bdya2zt－bial．　u　“to　opeR　the　mouth”

（relative　coltstruction）

feale　ido　to＃inlan　“the　cradle”，　pdi4um　va　tecmbi　“the　singing　black　bee”

（adj．’N）

a吻・・a－na4ec“slende・waisも”，伽アa一〃iug・ゼ‘black　c1・媛d”

（v．p．”V）

7tdndu－naneda　“that　wkich　became　wet”，　tagdu－bi－rutu　“being　driven　away　aRd　feared”

Gn£一V）

tar“al　Pdgn　“to　go　to　bring”，　baral　ve一一1　“to　tell　to　come”

　2．　ドラヴィダ語において，各形式の文法的範購を決定することは決して容易な作業

ではない。既に，1856年，Caldwellは，その匿比較文法3において，少なからぬドラヴィダ

語の語根が，動詞，名詞，形容詞として用いられる可能性があることを述べた。また，

Sa憩basiva　Rao（1973）は，この事象に関連して，ドラヴィダ語に於て，幾つかの接辞が名

詞・動詞双方の派生に用いられることを指摘しだP。Dram’dian　Etymological　Dictionary

〈1984）の記載項目を例にとれば，当該延べ語攣数896のうち，タミル語で558，マラヤーラ

ム語で233，カンナダ語語で366，テルグ語で193，少数器語のクイ語で245の形式が，名詞・

動調の問で岡形態となっている。また，カンナダ語に関し，Kanna4a　nighanju（1970一）に

おいては少なくとも540項目が，クイ語に関し，Win｛ield（1929＞では440形式で両者聞で岡

形態である。

　ドラヴィダ語における形容詞の扱いは，従来，最も議論の多い問題である［Zve圭ebi1

1977：63］。聞題は，独立した文法的範躊として形容詞が存在するか否かという本質に係

わるものであり，上に見たように他の語彙項昌が機能的に形容詞として振舞うこと，形容
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詞としての機能を専らとする語彙項騒（語根形容詞，先に挙げた語幹複合によるもの）の

数が著しく鰯限されているということが，この問題に関係している。古代タミル語では，

語根形容詞が殆どであり，形成接S￥　一aを伴う形容詞の一般化は後代においてである

［Zvelebil　1977：63］。古層カンナダ語では，先に兇たように，両者が既に共存の状況に

ある。例えば，asi－y一雌“smail　pouch”：asi一：y－a－nal“slender　thread”，加が彫説π‘‘sweet

word”　：　ini－y－a　havite　“sweet　poetry”，　Palegabba　“ancieRt　poetry”　：　pale－y’a　ep4e　“old　oil”

　これとの関連で云えば，ドラヴKダ語においては，名詞，動詞，形容詞が語彙的連続体を

成しているといえる。しかし，通言語的には，この現象は決して特異なものではない。例

えば，近年，Giv6n（1984）はこの現象を記述するに際し，“time一一stability　scale”なる概念13）

を導入している。

　3．次に，任意に実際の項目を取り上げることによって，それらが前項に於て如何な

る文法的範嚇として機能しているかをみてみよう。次のリストは，一つの項目が文法的

に多元的な機能をもっていることを示すのに充分であろう14｝。

（　Dalar

N（gen．）一N．　alarrambu　“who　has　arrow　of　flower，　Kama”　；　V（pres．）一N．　alar　valli　“a

floweriRg　creeper”　；　N（acc．）一V．　alar”’vid．　i　“to　seize　f｝ower”

（“）idu

V（inf．）一N．　id．　u’gal　“a　stone　used　for　throwiRg”；　V（pres．）一N．　id．　u－gapa　“a　fishing

hook”　；　V　（passiv．）一N．　id．　u’giccu　“fire　made　on　a　hearth”　；　N－N　（co．），　id．　u－toofu

“omaments　and　c｝othes”

（IY）u＞bu

V（pf．）’N．　ubbu－galla　“a　cheek　puffed　out”；　V（pyes．）一N．　ubbu－gavala　“a　lotus　that　cre－

ates　elation”　；　N（nom．）一V．　ubbu－gundu　“elation　to　fade”　；　A’N，　ubbu－gobbu　“excessive

pride”；N’N（co．）．　ubbu－taggzt　“hill　and　dale”

（iV）uri

V（pres．）一N．　uri－garp　“a　flaming　eye”　；　V（passiv．）一N．　uri’　ym　ezlzze　“heated　oil”　；　V（v．p．）

一V．　uri－geda．r　“to　spread　about”　；　N（nom．）“V．　urt’一wari　“b｝aze　to　run”　；　N（acc．）一V．

uri－go4　“to　catch　fire”　；　N（dat．）’V．　urz“一　vogu　“to　eRter　flames”

（v）u4

N（acc．トV．πタあ競ブゴ3π‘‘to　frighten　the斑iRd”；N（10c．〉一V．　u4一　4一　alar“to　blossom　in　the
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inner　par♂；A－N．　ul一　1一　ola‘‘innef　b圭aze”

（vDoddu

N（acc．）一V．αμπ一go4‘‘to　form　a　heap”；N（｝oc．）一V．044u一　mere“to　be　disp｝ayed　in

masses　 GV（passiv．）一N．044u－valage“a　shie圭d　；V（adl．）7N．　o曜δ㎏召“a　great

assembly”

（v錘）・PPu

N－Adv．（ipp一一ante‘‘in　a　s磁table　1nanRer”；V（v．P．）一V『opt）u－gog‘‘to　accept”；V（passiv．）

一N．o汐ρπ一㎎加プa‘‘a　polished　diamond”；Adv－V．　opp－ese‘‘to　appear毛。　great　advantag♂

（vi薩）flattu

V（passiv．）一N　kattranna‘‘bo重led　rice毛ied　up　fQr　a　journey　；A－N．々。彦顔一娠微“a　fierce

species　of　cobra”；V（呈nf．）一N．　kaξξu－kamba‘‘a　post　to　which　animals　are毛ied”；N

（acc．）一V．　kaξjU－ka4e‘‘tQ　gσbeyond癒e　common　boundary”；N（臓om．）一V．　kaζeu－pa4u

‘‘

狽盾b?Ｃ助Rn（圭”

（ix）kadi

N－N（co．），加4一々碑吻‘‘cuts　and　pieces　；Adv－V．　ka4i－gの・‘‘to　act　rashly”；V（passiv．）

一N．ka4i－vaga“P。rti・ns・cut◎ff’

（X）kandu

A－N．kandu一　be4i‘‘blackish　silver”，　N－N（co．）．kandu－kasaru‘‘delect主ons　and三ll

humours”

（xl）kaηal

A一一N．kaval’一ambu‘‘a　kind　of　arrow”；V（v⑨）一V．　kaval一志“to　become　forked”；N－neg．

kaval－illada‘‘who　is　without　parts”；N（1◎c．）一N．　kaval－ottu‘‘the　stem　of　a　tree　up£o

the　branches　

（x薩）kulir

V（v．P．）一V．　kulirko’du“to　beco斑e　very　coor’；A－N．　kulii－gal“the！noon－stone”；N

（loc．）一V．　ku4ir－verasu‘‘to　be　un三£ed　with　co玉dness”；N（gen．）一N　ku4ir－veξξu“出e

　　　　　　　　　　ロ　　　SROWmmoutam

（XliD　ko7tkec

V（v．p。）一V．滝。漉一門‘‘£o　get　ben£”；N－N（co．）．koitkac一走。解彦θ‘‘wrong　and　defects”，

Adv－V．　korku－m44u‘‘to　act　in　a　perverse　manner”；N（no芸n．）一V．為。勲％一verasu

‘‘

≠撃狽?ｒｎａｔｉｏｎｓ　to　be　a£tached”
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（xiv）cali

A－N．ca4i－gadira‘‘the　cooLrayed，　the　moon”；N（gelL）一N．　ca4i一一　veζξu‘‘the　snow

　　　　　　コ　　リ

獄oURtaln

（XV）tani

V（pf．）一N．　tani－gandha‘‘a　fuil　fragrance”；Adv－V．　tani－gedOr“to　be　greatly　scattered”；

N（acc．）一V、　tani一：ゾ解‘‘to　throw　delicious　fooδto　snakes　to　appease　them”

（xvのtmppu

A－N．tapp－adi‘‘a　false　step”；』 m（dat．）一N．ゆρμ一版π鋭6‘‘a　gift　to　make　amends　for　a

impropriety” GN（nom．）一V．　tapl）π一ゐ。卿‘‘a　fault　to　be　charged　Gpon；N（acc．）一V．

ta鐸pu－sdidhisu‘‘to　charge　a　fault　upon”

（×》薩）talir

A－N．tagira4i‘‘an　elegant　fooゼ’；N－N（δat．）．ta4ir－ambu‘‘a　young　shoot　used　as　an

arr◎w” GN（acc．）一V．翼か雌“to　shoot”；N（nom．）一V．如勿一伽蟹9㍑‘‘young　leaves　to

abound”

（XV磁）nare

N（nom．）一V．　naredo：r‘‘grey　ha圭r　to　appear”；A－N．　narerdzle‘‘a　grey　head”

（Xl×）ηade

N（acc．）一V．　na4ergal‘‘to　leam　to　walk　Ricely”；N（loc，）一V．アia4e－9r’du‘‘to　become　un－

able　to　walk”；N－N（reit）．　na4e一　na4e‘‘every　step”；N－N（co．），　na4e　nzt4i‘‘conduct　anδ

speech　；V（pres．）一N、ηα〈珍汐碗α‘‘a　walking　corpse，，

（XX）nudi

V（iRf．）一N．　nu4i－gal“to｝earn　to　speak”；N（loc。〉一A．πψ一ゴ6麗‘‘ta圭kative”；N（ins．）一N．

nuali－meccu‘‘assent　by　word”

（XX　l）nere

N（acc．）一V．　ne＿re－kog‘‘to　seize　the　whole　substance”；Adv－V．π礎θ一gal　cu‘‘to　bite

excess三vely”；A－N．π6τ♂脚宏θ‘‘the　fu1圭Moon’

（xx錘）ろage

N（nom．〉一V．　bage－gidu“thoug壌to　fail”；Adv－V．　bagerno‘‘to　get　mentally　afflicted”；

V（v．p．）一V．ろage　va4u‘‘to　th2nk”；N（gen．）一N．　bage－vane　‘‘the　abode　of　thought，　mind”

（xx揃）bigi

V（v．P，）一V．　bigi－ytragu“to　become　tight”；N（acc．）一V、ろigi’一mdi4u‘‘to　eRjoiR”；Adv－V．
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ゐ忽Lρ読‘‘to　hold　firm”

（×IV）marul

V（v．p．）一V．　marzeg－dgu‘‘to　grow　bewi｝dered”；V（adj．）一N．η薦rz4順韓‘‘foo圭ish

behaviour”

（XXV）禰耀　　　　　　　　　’
V（pres．）一N．2π4rα勿α‘‘a　merchant”；A－N．解4r－4η8“anotlter　elephant”；N（acc．）一V．

η4μ一gol‘‘to　quarre至about”；V（v．P．）一V．　maZ－044u‘‘t◎become　opPosite”

（XXVI　）　mundu

Adv－V．　mund一　aydu‘‘to　go　on”；N（acc．）一V．　mund”　ati“t◎know　what　is　to　come　；

A－N．mundu－ga4e‘‘the　front　side”；N（nom．）一V．　mundu－ge4u‘‘prospects　to　be　ruined”

（xxvii　）　sari

V（v．p．）一V．　sari－ga（ξu‘‘to　make　equal”；Adv－V．　sari－gdidu‘‘to　fight　in　an　equal

manner” GA－N．　sanLpalu“aR　equal　portion”；N－N（co．）．5σηL彫顧9Zz‘‘‘equa｝ity　altd

　　　　　　コ　　　　　　　　　　　

SU「paSSlngReSS

（×XVIii）・avi．

N（gen．）一N．　savi－ga4al“the　sea　of　ambrossia　；N（Nom．）一V．　savi一　veccu　‘sweetness　to

沁cre＆se　 GN（acc．）一V．5αηかg認解“to　taste”；V（adj．）一N．　sam’一gale“sweet　art”；Adv－V．

saan’一dO＿r“to　apPear　to　be　sweet” @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

（×xix）stZttu

V（v．P．）一V，　suttiari“to　run　around”；V（pres．〉一N．5厩かz岬一層｛釦Z‘‘the　ocean　w鼓ick

surrottnds”；V（passiv．）一N．　suttr　ble‘‘a　coiled　ole”，N－N（co．）．　suttu一η3z躍如Zガ‘a｝1　rouRd”

（XXX）sokku

V（pres．）一N．　sokk－44ifle‘‘a　stupefying　areca　nut”；V（v．P．）一V．30競一の‘‘to　grow　progd”；

N（gen．）一N．30勲μ一nir‘‘the　lu圭ce　of澱♂；N（acc．）一V．　sokku一　mdi4u‘‘to皿aR涯est　pr重（圭e”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V．結論

　　1　上記の素描から，複合語の前項においては，その要素の文法的範例を一義的に決定

することができないことは明確である。それらは，後項により規定される統語的環境に

よって決定される。

　　ここで，Zve圭ebil（1977：48）に従い，前項を支配する文法的範購として，品詞体系にお

いて語彙項霞より上位のクラス，即ち，‘NAV　hyperclass’を導入することにより，記述を
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簡潔にすることができる。

　2　動詞・名詞・形容詞の複合語前項における意味的・統語的平行性に加え，’NAV

hyperclass’導入の根拠となる，統語形態的・形態的平行性は，以下の2つの事象からも

窺える。

　統語形態的平行性は，先ず，ドラヴィダ語の一大特徴であるpr◎nominalized　ltoun（cum

pronominalized　adjective）に関わる。これは，名調あるいは形容詞語幹に人称接辞を直

接，付舶することによって形成されるが，通常の動詞句と相似した形態素配列を為す。こ

の範購が最も整然とした形で保持されている古代タミル語の例を見てみよう。

　R：il　ati’y－ea　‘1　slave　一Lp．sg’　（i．e．‘1　am　a　slave’）

　RAij　nal－1’es　‘1　good　一Lp．sg’　（i．e．‘i　am　good’）

　naB　p6　一v－eg　‘1　go　一Lp．sg’　（i．e．‘1　shall　go’）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Zveiebil　1977　：48］

　形態的平行性は，ドラヴィダ語において全般的に属格表示接辞・関係詞形成接辞・形

容詞形成接辞が岡一の形態（南部ドラヴ4ダ語では一aが一般的）をとる傾向があるとい

う現象である。

　こ．れらの形態素の来源について，Zvelebilは，古代タミル語の属格表示接辞一aと結び

付ける可能性については保留しているが，関係詞形成接辞と形容詞形成接辞は同一の来

源であるとする［Zvelebil　l977：69．B．29］。しかし，他の箇所で（p．64），形容詞形成接辞は，

pronominalized　nOttn　3人称・中性・複数の人称接辞より来源したものと述べている。

ARdronovも同様の見解を採っている［Andronov　1927：5］。ところが，彼らの見解が正

当化される為には，当該接辞が一iとなることが一般的な，クイ語，クヴィ語，オッラリ語，

ペンゴ語やコンダ語などの申部ドラヴィダ語においても，pronominalized　noun　3人称・

申性・複数の人称接辞がゴの形式をとっていたことを示さねばならない。

Tamil

Malayaiam

Irula

Kota

Toda

Kodagu

属格表示接辞

一atu／一a／一ueai

一卿／吻a加

一（　t）　tu／一（t）　tu

－d

－n／一t

fi Sa／mra

関係詞形成接辞

一a

rm

－a

ma

”a

－a

形容詞形成接辞

一a

ma

“a／一dna

”a

－a

ma
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Kannada

Tul媛

Te圭ugu

Gofidi

Konda

Pe鳳go

K擁

Kuv1

Kolami

Ollari

Naiki

Malto

Kurukk

Brahu呈

ma

mdo／”ta／”ua

一α（ぬ），一i

－na／一ta／一瀕沿煎

一a／一診ガ／一di／ゴ

ーi

一雨一鋭

一i

－e／”ne

－in／一71

’ne／’n／”te

一勉

一gahi／一ghi／一ghe一

一顧た緬

家　本　太　郎

一a

－i

”a

－a／一a

rm

’　ti／　一　nt

－i

1z

配a

mondi

ツna

－o／一e

”na

一観／一kun

一a

ma ＝^nve／wwi

’a／”ayna／一a－t．　i

mm

’ti／’ni

－i／一πゴ

mt

－ti／“ni

一α／ゴα／一4吻8

－ondi

m　ta／mn／　ma　t／　um　ek

－u／一po／一Pe

”ntdi／mdi

－ok

　本稿で示してきたような，動詞・名詞・形容詞の閥の平行現象が整合性をもつものと

して認められたならば，この問題に対し，別の説閣を与えることができよう。即ち，この

種の一aは，当該の複合語と相応する句構造を有機的に関係付ける形態素として記述する

ことができる。

1）ドラヴィダ語族三部ドラヴィダ語派に，タミル語（Tamil），マラヤーラム語（Malayaiam）などと

　ともに分類される毒語。簸酋資料は，西紀450葎のハルミディ（Halmiφ〉碑文，神町文献は，藪紀

　9担紀の衝patuhgaによる詩論Kavirajamdirgaである。

2＞この区別は厳密にされねばならない。何故なら，複合語は語構成の結果であり，句は統語的操作

　によって生成されるからである［Anderson　1985：40〕。

3）猛一1一（iil）を参照。

4）これら2つの形成の派生過程については，Zvelebil（1977：63）を参照。

5）Anderson（1985：42）を見よ。

6）各々の辞書における形容詞の扱いについては，U6ida（1990）のappendixを参照。

7）インド諸言語のエコーワーード構造の全般的詑述はD’souza（1987：Ch．4＞を参照。

8）このタイプの複合語では，前項は一able形容詞でパラフレーズできる。

9＞この複合語では，蘭項は助動詞としての機能を保持している。

10）古層カンナダ語では，infinitiveはpurposativeとして機能する。
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11＞Ch．3を参照。

12）Andronov（1972），　Madtha（1976），　Nadkarni（1971），　Schiffman（1979）及びZvelebil（1977：

　Ch．2）を参照。

13）このスケールによれば，名詞は最も蒋間に関し，安定した現象として辞書に記載される現象であ

　　り，一方，動詞は蒔間に関し，名詞ほど安定しない経験，主として，　一ew的な状態，イヴェントや行

　為をコードしたもので，形容詞は中間的な位置を占める。

　NOUNS・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　ADJECTIVES・・・・・・・・・・・・・・・・・・…VERBS

most　time　stable intermediate　states rapid　change

［Giv6n　1984　：55］

14）この稿，一部Caldwell（1956　195）に負う。
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