
アバール語の形容詞的分詞と一致＊

久 就

1．1まじめに

アバール語は北東コーカサス諸語（あるいはダゲスタン諸語）に属し、主に

ロシア連邦ダゲスタン共和国とアゼルバイジャン共和国で話されている。

アバール語は絶対格・能格型の格配列を持っていて、自動詞の主語と他動詞

の目的語が絶対格で現れ、他動詞の主語が能格で現れる1。本稿では、自動詞

の主語をS、他動詞の主語をA、他動詞の目的語を0と呼ぶことにする2。（1）、

（2）は自動詞の例で、（3）、（4）は他動詞の例である3。

（1）Musa g－aniwe w－aCh＜ana．

Musa・ABS ここに Ⅰ＿来る・PST

「Musaがここに来た。」

（2）Musa k■izhana．

Musa・ABS 眠る・PST

「Musaが眠った。」

一本研究においてIsalmagomedov，IsalmagomedM．氏、弘medov，DzhalilS．氏を中心に多くの方に

アバール諦のインフォーマントになっていただいた。ここで、感謝の意を申し上げたい。アバー

ル請の文語で用いられている文字はキリル文字であるが、本稿ではラテン文字へ次のような転写
を行って、アバール語を表記している。a＝a、6＝b、B＝W、r＝g、m＝g■■、rも＝g■、rI＝g＜、

且＝d、e＝e、光＝Zh、3＝Z、Ⅵ＝i、色＝J、K＝k、Kl）＝k’’、Kb＝k■、山＝k＜、山＝1、∬も＝1■’、

M＝m、H＝n、0＝0、n＝p、p＝r、C＝S、T＝t、TI＝t＜．y＝u、心＝f、X＝X、m＝Ⅹ■■、払＝Ⅹ’、

ⅩⅠ＝X＜、u＝tS、山＝tS＜、1＝Ch、1Ⅰ＝Ch＜、u＝Sh、叫＝Shsh、∋＝e、氾＝ju、兄＝ja。本稿で
用いる省略記号は次の通りである。ABL：奪格、ABS：絶対格、AdjPt：形容詞的分詞、ALL：向格、DAT：

与格、CM：クラス標識（一致標識）、ERG：能格、FUT：未来時制、GEN：属格、m：疑問辞、LOC：

位格、NEG：否定辞、PL：複数形、PRS：現在時制、PST：過去時制、SUB：仮定法、Ⅰ：第一名詞クラス、Il：

第二名詞クラス、1ⅠⅠ：第三名詞クラス、ⅠⅤ：第四名詞クラス。アバール語の位格、向格、寺格はそ

れぞれ5系列があり、位格、向格、奪格の後に書かれている（1）、也）、（3）、（4）、（5）はそれぞ

れ第一系列、第二系列、第三系列、第四系列、第五系列を示す。

■「主語」、「目的語」という用語は伝統的な意味で用いている。

ヱ

s、A、0はDixon（1979，1994）の用語である。

～本稿で出てくる固有名詞で、Musa、G＜aliは男性でPat＜imatは女性である。
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（3）pat＜imatitsa g■aniwe Musa

Patimat・ERG ここに Musa・ABS

「PatimatがMusaをここに連れてきた。」

（4）pat＜imatitsa Musa chwana．

Patimat・ERG Musa・ABS 殺す・PST

「PatimatがMusaを殺した。」

w－aChana．

Ⅰ一連れてくる・PST

アバール語の動詞には絶対格名詞句の名詞クラスを標示する一致接頭辞を持

っている動詞と持っていない動詞がある。名詞クラスには、男性の人間を表す

第一クラス、女性の人間を表す第ニクラス、人間以外を表す第三クラス、複数

の人間あるいは人間以外を表す第四クラスがある。一致接頭辞は、第一クラス

がw－、第ニクラスがj－、第三クラスがb－、第四クラスがr－である。（1）の自動

詞w－aCh＜anaはSの位置にある名詞句Musaの名詞クラスである第一クラスを

標示する一致接頭辞を持っている。また、（3）の他動詞j－aChanaは0の位置に

ある名詞句Pat＜imatの名詞クラスである第ニクラスを標示する一致接頭辞を

持っている。（2）で用いられている自動詞k－izhanaや（4）で用いられている他動

詞chwanaは一致接頭辞を持っていない。筆者が知る限りでは、アバール諸に

1，400ぐらいの動詞があるが、そのうちの約200の動詞がCM－aCh＜ine「来る」

やCM－aChine「連れてくる」のように一致接頭辞を持っている。アバール語で

は語幹に付く屈折接辞は全て接尾辞である。そのため、語頭にある一致接頭辞

は本稿で問題にする形容詞的分詞形を含む全ての屈折変化形で保たれる。

アバール語の動詞の形容詞的分詞形には、定形と同様に、過去時制形、現在

時制形、未来時制形があるが、形容詞的分詞形のどの時制形も一致接尾辞を持

っている。一致接尾辞は、第丁クラスが一W、第ニクラスが－j、第三クラスが－b、
第四クラスが－1である。例えば、自動詞CM－aCh＜ine「来る」の形容詞的分詞

形は、過去形が CM－aCh＜訂a－CM、現在形が CM－aCh＜une－CM、未来形が

CM＿aCh＜ine＿CMである。このようにCM－aCh＜ine「来る」の形容詞的分詞形は

一致接頭辞と一致接尾辞の両方を持っている。一方、自動詞k－izhize「眠る」

の形容詞的分詞形は、過去形がk－izhara－CM、現在形がk－izhule－CM、未来形が

k－izhile＿CMである。このようにk－izhize「眠る」の形容詞的分詞形は一致接頭

辞は持っていないが一致接尾辞は持っている。

形容詞的分詞の最も基本的な用法は名詞を修飾する用法であるが、アバール

語の形容詞的分詞はこの他にもいくつかの用法を持っている。本稿の目的はい
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ろいろな用いられ方をする形容詞的分詞の一致接頭辞と一致接尾辞がどのよう

な振る舞いをするのかを記述することである。この研究の先行研究としては、

Uslar（1889）、Bokarev（1949）に第2節、第7節に関わる記述があるが、筆者の

知る限りでは、第3節から第6節に関する記述は存在しない4。

2．名詞を修飾する形容詞的分詞

形容詞的分詞の最も基本的な用法は名詞を修飾する節、すなわち関係節の述

語としての用法である5。英語やロシア語の形容詞的分詞による関係節では主

語（すなわちSかA）だけが関係節のギャップになることができるが、アバー

ル語の形容詞的分詞による関係節ではギャップになることができる名詞句に制

限がない6。（5）ではS、（6）ではA、（7）では0、（8）では第一位格名詞句が関

係節のギヤップになっている。

（5）Dida g▼aniwe w－aCh＜打a－W WaS l■■ala．

私・LOC（1）ここにト来る・AdjPt，PST一Ⅰ少年・ABS 知っている・PRS

「私はここに来た少年を知っている。」

（6）Dida g■a叫e Pat＜imat 】－aChara－W

私・LOC（1）ここに Patimat・ABSIト連れてくる・AdjPt，PST－I

WaS l－－ala．

少年・ABS 知っている・PRS

「私はここにPatimatを連れてきた少年を知っている。」

（7）Dida

私・LOC（1）

WaS

少年・ABS

Pat＜imatitsa g－aniwe w－aChara－W

Patimat・ERG ここに Ⅰ一連れてくる・AdjPt，PST－I

l‖ala．

知っている・PRS

「私はPatimatがここに連れてきた少年を知っている。」

■本稿で扱っている形容詞的分詞の用法は全てではない。形容詞的分詞の用法はUslar（1889）、

Bokarev（1949）、Madieva（1980）、鮎medov（1996）などで挙げられているが、本稿で扱っている

範囲内である。

5本稿では「節」という用語を動詞（定形あるいは非定形）とその従属要素の集まりという意味

で用いている。

h本稿では、関係節が修飾している名詞と関係する関係節内の空所をギャップと呼ぶことにする。
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（8）Dida Pat＜imat J－OZhule－W

私・LOC（1）patimat・ABSII一信じる・AdjPt，PST－I

WaS l”ala．

少年・ABS 知っている・PRS

「私はPatimatが信じている少年を知っている。」

形容詞的分詞の一致接頭辞は常に関係節の絶対格名詞句の名詞クラスを標示

する。（5）、（7）のように絶対格名詞句が関係節のギヤップになっている場合

には、ギャップは関係節が修飾している名詞句に依存しているので、形容詞的

分詞の一致接頭辞は関係節が修飾している名詞句の名詞クラスを標示する。

一方、形容詞的分詞の一致接尾辞は、関係節がごく少数の特定の名詞（例え

ばkuts（様子）、meX（時））を修飾している場合を除いて、常に関係節が修飾

している名詞句の名詞クラスを標示する。（5）－（8）では、関係節に修飾されて

いる名詞句の名詞クラスは第一クラスであるから、形容詞的分詞は第一クラス

の一致接尾辞を持っている。しかし、関係節がkuts（様子）、meX（時間）な

どを修飾している場合には、形容詞的分詞の一致接尾辞はkuts（様子）、meX

（時）などの名詞クラス、すなわち第三クラスを標示することもできるし、関

係節にある絶対格名詞の名詞クラスを標示することもできる。Uslar（1889）、

Bokarev（1949）はこのような名詞としてkuts（様子）、meX（時）、k‖ag＜ida（仕

方、態度、可能性）、bak■（場所）を挙げている。（9）はkuts（様子）の例であ

り、（10）はmex（時）の例である。（9a）では形容詞的分詞の一致接尾辞がkuts

（様子）の名詞クラスである第三クラスを標示しているが、（9b）では形容詞的

分詞の一致接尾辞が関係節にある絶対格名詞句Musaの名詞クラスである第一

クラスを標示している。そして、（10a）では形容詞的分詞の一致接尾辞がmex

（時）の名詞クラスである第三クラスを標示しているが、（10b）では形容詞的

分詞の一致接尾辞が関係節にある絶対格名詞句G＜aliの名詞クラスである第一

クラスを標示している。

（9）a．Dida

私・LOC（1）

Musa w－0Ⅹara－b kuts

Musa・ABSl一書ぶ・AdjPt，PST－ⅠIl様子・ABS

b一汝■ana．

ⅠⅠⅠ一見る・PST

「私はMusaが喜んだ様子を見た。」
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b－k■ana．

ⅠⅠⅠ一見る・PST

「私はMusaが喜んだ様子を見た。」
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仙・ABS 家に Ⅰ一束る・AdjPt，PST－ⅠⅠⅠ時・ERG父・ERG

dun zhidex■’ego 甜rana．

私・ABS 自分・ALL（2）呼ぶ・PST

「山iが家に来た時、父は私を自分の所に呼んだ。」
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仙・ABS 家に ト来る・AdjPt，PST－Ⅰ時・ERG 父・ERG

dun
zhidex”ego aがana．
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「Aliが家に束た時、父は私を自分の所に呼んだ。」
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ある第三クラスを標示している文と絶対格名詞の名詞クラスを標示している文

の使用頻度は筆者の資料においてどちらが特に多いということはない7。それ
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Dagenstanskoe knizhnoeizdatel’stvo・（3）G■■albats＜0V，G■tazimux＜amad（1994）Aぴの聯α∂f．
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に対して、関係節がmex（時）を修飾していて、関係節の絶対格名詞が第三

クラス以外である文の中で形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラ

スを標示している文の使用頻度は筆者の資料において1％未満である。また、

関係節がk■■aがida（仕方、態度、可能性）、bak■（場所）を修飾していて、関係

節の絶対榛名詞が第三クラス以外である文の場合も同様で、形容詞的分詞の一

致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示している文の使用頻度は共に筆者の

資料において1％未満である。関係節がmex（時）を修飾していて、関係節

の絶対格名詞が第三クラス以外であり、形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名

詞の名詞クラスを標示している文は筆者の資料には15例（5作品、4作家）

あり、関係節がk‖agへida（仕方、態度、可能性）を修飾していて、関係節の絶

対格名詞が第三クラス以外であり、形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の

名詞クラスを標示している文は筆者の資料には3例（3作品、3作家）あり、

関係節がbak■（場所）を修飾していて、関係節の絶対格名詞が第三クラス以外

であり、形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示している

文は筆者の資料には4例（4作品、3作家）ある。

次にこの研究に協力してくれたインフォーマントの判断を問題にする。関係

節がkuts（様子）を修飾していて、関係節の絶対格名詞が第三クラス以外で、

形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示している文を容認

しないインフォーマントはいないが、関係節がmex（時）、k■■aビida（仕方、態

度、可能性）、ba太一（場所）を修飾していて、関係節の絶対格名詞が第三クラ

ス以外で、形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示してい

る文を容認しないインフォーマントは存在する。関係節がkuts（様子）を修

飾していて、関係節の絶対格名詞が第三クラス以外で、形容詞的分詞の一致接

尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示している文は問題なく標準アバール語と

して文法的な文であると判断できるが、関係節がmex（時）、k－－aがida（仕方、

態度、可能性）、bak－（場所）を修飾していて、関係節の絶対格名詞が第三クラス

以外で、形容詞的分詞の一致接尾辞が絶対格名詞の名詞クラスを標示している

文の実例を方言からの影響とみなす可能性もあり、このような文が標準アバー

ル語として文法的な文としてみなしていいのかどうかは私には判断できない。

M誠＜achk”ala：Jupiter．（18）sha地manov，G＜umar－Ⅹ＜㌶hi（1994）∬－α和Jダ耽M批＜achk－▼ala：

Dagenstanskoeknizhnoeizdatel■s付0．

上記の本には小説、物語、歴史に関するものなどが含まれている。
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3．形容詞的分詞＋接尾辞－1■－iの従属節

アバール語には形容詞的分詞に接尾辞－1‖iが付いた形の従属節があり、項が

現れる位置にある従属節ではこの形の従属節が最も一般的である。この形の従

属節は名詞的でいろいろな格で現れる。

では能格で現れている。

（11）Dida

私・LOC（1）

Musa
g’aniwe

Musa・ABS ここに

（11）では絶対■格で現れていて、（12）

w－aCh＜ara－W－1‖i

ト来る・AdjPt，PST－Ⅰ－1‖・ABS

1‖ala．

知っている・PRS

「私はMusaがここに来たことを知っている。」

（12）Musa g－aniwe w－aCh＜ara－W－l‖耕一 dun

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A句托，PST－ト1‖・ERG私・ABS

ダazhaibl’’izawuna．

驚かせる・PST

「Musaがここに来たことが私を驚かせた。」

この形の従属節には過去形、現在形、未来形がある。（11）、（12）は過去形

であり、（13）は未来形である。

（13）Dida Pat＜imatisa Musa g－aniwe

私・LOC（1）patimat・ERG Musa・ABS ここに

w－aChine－W－1－－i l－－ala．

Ⅰ一連れてくる・AdjPt，FUT－Ⅰ－1■－・ABS知っている・PRS

「私はPatimatがMusaをここに連れてくることを知っている。」

形容詞的分詞は、従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾

辞を取ることもできるし、中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取る

こともできる。（11）、（12）では形容詞的分詞が従属節にあるSの名詞クラス

の接尾辞を取っているが、（14）、（15）では形容詞的分詞が中立的な接尾辞と

しての第三クラスの接尾辞を取っている。
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ト来る・AdjPt，PST－Ⅰ－1‖・ABS

1‖ala．

知っている・PRS

「私はMusaがここに来たことを知っている。」

（12）Musa g－aniwe w－aCh＜ara－W－l‖耕一 dun

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A句托，PST－ト1‖・ERG私・ABS

ダazhaibl’’izawuna．

驚かせる・PST

「Musaがここに来たことが私を驚かせた。」

この形の従属節には過去形、現在形、未来形がある。（11）、（12）は過去形

であり、（13）は未来形である。

（13）Dida Pat＜imatisa Musa g－aniwe

私・LOC（1）patimat・ERG Musa・ABS ここに

w－aChine－W－1－－i l－－ala．

Ⅰ一連れてくる・AdjPt，FUT－Ⅰ－1■－・ABS知っている・PRS

「私はPatimatがMusaをここに連れてくることを知っている。」

形容詞的分詞は、従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾

辞を取ることもできるし、中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取る

こともできる。（11）、（12）では形容詞的分詞が従属節にあるSの名詞クラス

の接尾辞を取っているが、（14）、（15）では形容詞的分詞が中立的な接尾辞と

しての第三クラスの接尾辞を取っている。
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（14）Dida Musa g－aniwe w－aCh＜打a心1‖i

私・LOC（1）Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・AdjPt，PST－ⅠⅠⅠ－l■■・ABS

l－－ala．

知っている・PRS

「私はMusaがここに来たことを知っている。」

（15）Musa g－aniwe w－aCh＜訂a－b－1‖脚■ dun

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・Adj叶，PST－ⅠⅠⅠ－1■■・ERG私・ABS

が㌶haibl－’izawuna．

驚かせる・PST

「Musaがここに来たことが私を驚かせた。」

（13）では形容詞的分詞が従属節にある0の名詞クラスの接尾辞を取っている

が、（16）では形容詞的分詞が中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を

取っている。

（16）Dida Parimatisa Musa g■aniwe

私・LOC（1）patimat・ERG Musa・ABS ここに

W－aChine－b－1－－i l‖ala．

Ⅰ一連れてくる・AdjPt，FUT一ⅠⅠⅠ－1■■・ABS知っている・PRS

「私はPatimatがMusaをここに連れてくることを知っている。」

形容詞的分詞が従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞

を取っている文と中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている文

の使用頻度は、筆者の資料においては、7対3ぐらいの割合で従属節にある絶

対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度が高い。

一方、形容詞的分詞の名詞クラスの接頭辞は常に従属節にある絶対格名詞句

（Sか0）の名詞クラスを標示する。（11）、（12）、（14）、（15）では、形容詞約

分詞が従属節にあるSの名詞クラスの接頭辞を取っていて、（13）、（16）では、

形容詞的分詞が従属節にある0の名詞クラスの接頭辞を取っている。

4．形容詞的分詞＋接尾辞一gOの従属節

形容詞的分詞の過去形に接尾辞－gOが付くと副詞的な従属節になる。意味的

には日本語の「～すると」に近い。（17）は自動詞の例であり、（18）は他動詞
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（14）Dida Musa g－aniwe w－aCh＜打a心1‖i

私・LOC（1）Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・AdjPt，PST－ⅠⅠⅠ－l■■・ABS

l－－ala．

知っている・PRS

「私はMusaがここに来たことを知っている。」

（15）Musa g－aniwe w－aCh＜訂a－b－1‖脚■ dun

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・Adj叶，PST－ⅠⅠⅠ－1■■・ERG私・ABS

が㌶haibl－’izawuna．

驚かせる・PST

「Musaがここに来たことが私を驚かせた。」

（13）では形容詞的分詞が従属節にある0の名詞クラスの接尾辞を取っている

が、（16）では形容詞的分詞が中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を

取っている。

（16）Dida Parimatisa Musa g■aniwe

私・LOC（1）patimat・ERG Musa・ABS ここに

W－aChine－b－1－－i l‖ala．

Ⅰ一連れてくる・AdjPt，FUT一ⅠⅠⅠ－1■■・ABS知っている・PRS

「私はPatimatがMusaをここに連れてくることを知っている。」

形容詞的分詞が従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞

を取っている文と中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている文

の使用頻度は、筆者の資料においては、7対3ぐらいの割合で従属節にある絶

対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度が高い。

一方、形容詞的分詞の名詞クラスの接頭辞は常に従属節にある絶対格名詞句

（Sか0）の名詞クラスを標示する。（11）、（12）、（14）、（15）では、形容詞約

分詞が従属節にあるSの名詞クラスの接頭辞を取っていて、（13）、（16）では、

形容詞的分詞が従属節にある0の名詞クラスの接頭辞を取っている。

4．形容詞的分詞＋接尾辞一gOの従属節

形容詞的分詞の過去形に接尾辞－gOが付くと副詞的な従属節になる。意味的

には日本語の「～すると」に近い。（17）は自動詞の例であり、（18）は他動詞
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の例である。

（17）a．Musa g■aniwe w－aCh＜訂a－W－gO， Fali rok”owe

Musa・ABS ここにⅠ一束る・A句れPST－Ⅰ－gOAli・ABS 家に

ana．

行く・PST

「Musaがここに来ると山iは家に行った。」

b．Musa g■aniwe w－aCh＜打a－b－gO， G＜ali rok”owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A（岬t，PST－ⅠⅠⅠ－gOAli・ABS 家に

ana．

行く・PST

「Musaがここに来ると山iは家に行った。」

（18）a．pat＜imatitsa Musa g■aniwe w－aChara－W－gO，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに ト連れてくる・AdjPt，PST－Ⅰ一gO

G＜ali rok■■owe ana．

血i・ABS 家に 行く・PST

「PatimatがMusaをここに連れてくるとAliは家に行った。」

b．Pat＜imatitsa Musa g■aniwe w－aChara－b－gO，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに Ⅰ一連れてくる・Adjn，PST－ⅠⅠⅠ－gO

G＜ali rok‖owe ana．

Ali・ABS 家に 行く・PST

「PatimatがMusaをここに連れてくるとAliは家に行った。」

この形の従属節では、形容詞的分詞は、従属節にある絶対格名詞句（Sか0）

の名詞クラスの接尾辞を取ることもできるし、中立的な接尾辞としての第三ク

ラスの接尾辞を取ることもできる。（17a）では形容詞的分詞が従属節にあるS

の名詞クラスの接尾辞を取っているが、（17b）では形容詞的分詞が中立的な接

尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている。（18a）では形容詞的分詞が従

属節にある0の名詞クラスの接尾辞を取っているが、（18b）では形容詞的分詞

が中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている。形容詞的分詞が

従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文と

中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度は、筆

者の資料においては、7対3ぐらいの割合で従属節にある絶対格名詞句（Sか

0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度が高い。
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の例である。

（17）a．Musa g■aniwe w－aCh＜訂a－W－gO， Fali rok”owe

Musa・ABS ここにⅠ一束る・A句れPST－Ⅰ－gOAli・ABS 家に

ana．

行く・PST

「Musaがここに来ると山iは家に行った。」

b．Musa g■aniwe w－aCh＜打a－b－gO， G＜ali rok”owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A（岬t，PST－ⅠⅠⅠ－gOAli・ABS 家に

ana．

行く・PST

「Musaがここに来ると山iは家に行った。」

（18）a．pat＜imatitsa Musa g■aniwe w－aChara－W－gO，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに ト連れてくる・AdjPt，PST－Ⅰ一gO

G＜ali rok■■owe ana．

血i・ABS 家に 行く・PST

「PatimatがMusaをここに連れてくるとAliは家に行った。」

b．Pat＜imatitsa Musa g■aniwe w－aChara－b－gO，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに Ⅰ一連れてくる・Adjn，PST－ⅠⅠⅠ－gO

G＜ali rok‖owe ana．

Ali・ABS 家に 行く・PST

「PatimatがMusaをここに連れてくるとAliは家に行った。」

この形の従属節では、形容詞的分詞は、従属節にある絶対格名詞句（Sか0）

の名詞クラスの接尾辞を取ることもできるし、中立的な接尾辞としての第三ク

ラスの接尾辞を取ることもできる。（17a）では形容詞的分詞が従属節にあるS

の名詞クラスの接尾辞を取っているが、（17b）では形容詞的分詞が中立的な接

尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている。（18a）では形容詞的分詞が従

属節にある0の名詞クラスの接尾辞を取っているが、（18b）では形容詞的分詞

が中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている。形容詞的分詞が

従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文と

中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度は、筆

者の資料において．は、7対3ぐらいの割合で従属節にある絶対格名詞句（Sか

0）の名詞クラスの接尾辞を取っている文の使用頻度が高い。
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一方、形容詞的分詞の接頭辞は常に従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の

名詞クラスを標示する。（17a）、（17b）では形容詞的分詞が従属節にあるSの名

詞クラスの接頭辞を取っていて、（18a）、（18b）では形容詞的分詞が従属節にあ

る0の名詞クラスの接頭辞を取っている。

5．形容詞的分詞＋接尾辞・aniの従属節

形容詞的分詞に接尾辞－aniが付くと条件を表す従属節になる。（19）では自動

詞が述語として用いられている。一方、（20）では他動詞が述語として用いら

れている。

（19）a．Musa g－aniwe w－aCh＜打a－W－anl， dun rok‖owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一来る・AdjPt，PST－Ⅰ－ani私・ABS家に

Inaan．

行く・SUI∋，FUT

「Musaがここに来ていたら私は家に行くであろう。」

b．＊Musa g■aniwe w－aCh＜∬a－b－anl， dun rok”owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A句Pt，PST－IlI－ani私・ABS家に

1naan．

行く・SUB，FUT

「Musaがここに来ていたら私は家に行くであろう。」

（20）a．parimatitsa Musa g－aniwe w－aChara－W－anl，

PatimaいERG Musa・ABS ここに Ⅰ一連れてくる・AdjPt，PST一トani
dun rok■10We inaan．

私・ABS 家に 行く・SUB，FUT

「PatimatがMusaをここに連れてきていたら私は家に行くであろう。」

b．＊Pat＜imatitsa Musa g’aniwe w－aChafa－b一肌1，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに ト連れてくる・AdjPt，PST－ⅠⅠⅠ－ani

dun rok■■owe inaan．

私・ABS 家に 行く・SUB，FUT

「PatimatがMusaをここに連れてきていたら私は家に行くであろう。」

この形の従属節の形容詞的分詞では、一致接頭辞と一致接尾辞の両方が常に

従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスを標示する。（19a）では一
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一方、形容詞的分詞の接頭辞は常に従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の

名詞クラスを標示する。（17a）、（17b）では形容詞的分詞が従属節にあるSの名

詞クラスの接頭辞を取っていて、（18a）、（18b）では形容詞的分詞が従属節にあ

る0の名詞クラスの接頭辞を取っている。

5．形容詞的分詞＋接尾辞・aniの従属節

形容詞的分詞に接尾辞－aniが付くと条件を表す従属節になる。（19）では自動

詞が述語として用いられている。一方、（20）では他動詞が述語として用いら

れている。

（19）a．Musa g－aniwe w－aCh＜打a－W－anl， dun rok‖owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一来る・AdjPt，PST－Ⅰ－ani私・ABS家に

Inaan．

行く・SUI∋，FUT

「Musaがここに来ていたら私は家に行くであろう。」

b．＊Musa g■aniwe w－aCh＜∬a－b－anl， dun rok”owe

Musa・ABS ここに Ⅰ一束る・A句Pt，PST－IlI－ani私・一ABS家に

1naan．

行く・SUB，FUT

「Musaがここに来ていたら私は家に行くであろう。」

（20）a．parimatitsa Musa g－aniwe w－aChara－W－anl，

PatimaいERG Musa・ABS ここに Ⅰ一連れてくる・AdjPt，PST一トani
dun rok■10We inaan．

私・ABS 家に 行く・SUB，FUT

「PatimatがMusaをここに連れてきていたら私は家に行くであろう。」

b．＊Pat＜imatitsa Musa g’aniwe w－aChafa－b一肌1，

Patimat・ERG Musa・ABS ここに ト連れてくる・AdjPt，PST－ⅠⅠⅠ－ani

dun rok■■owe inaan．

私・ABS 家に 行く・SUB，FUT

「PatimatがMusaをここに連れてきていたら私は家に行くであろう。」

この形の従属節の形容詞的分詞では、一致接頭辞と一致接尾辞の両方が常に

従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスを標示する。（19a）では一
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致接頭辞と一致接尾辞が従属節にあるSと一致していて、（20a）では一致接頭

辞と一致接尾辞が従属節にある0と一致している。一致接尾辞は、3節、4節

で問題にした従属節の場合とは違って、（19b）、（20b）が容認されない文である

ことが示しているように、中立的な第三クラスを標示することはできない。

6．疑問文や否定文の述静としての形容詞的分詞

（21）のような疑問詞を含む疑問文、（22）のように文の特定の要素に焦点が

当てられている疑問文、（23）のように文の特定の要素に焦点が当たられてい

る否定文では、述語として動詞の定形でなく、形容詞分詞形が用いられる。

（21）shshiw w＿aCb＜訂a＿W？

誰・ABSI一束る・AdjPt，PST－1

「誰が来たの。」

（22）MusaJishsh w－aCh＜打a－W？

Musa・ABS－ⅣTI一束る・Aqjn，PST－I

「来たのはMusaなの。」

（23）Musa 釘1rO W－aCh＜打a－W．

Musa・ABS NEGI一来る・AdjPt，PST－I

「来たのはMusaではない。」

（21）、（22）、（23）では自動詞が述語として用いられている。一方、（24）、（25）、

（26）では他動詞が述語として用いられている。

（24）L‖itsa Parimat
J－aChara－j？

誰・ERG Patimat・ABSII一連れてくる・AdjPt，PST一ⅠI

「誰がPatimatを連れてきたの。」

（25）Musatsa－jishsh Parimat J－aCha柑－j？
Musa・ERG－ⅣT Patimat・ABSII一連れてくる・A句Pt，PST－ⅠI

「Patimatを連れてきたのはMusaなの。」

（26）Musatsa 即rO Parimat J－aChara」．

Musa・ERG NEG Patimat・ABSlI一連れてくる・AdjれPST－ⅠI

「Patimatを連れてきたのはMusaではない。」
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致接頭辞と一致接尾辞が従属節にあるSと一致していて、（20a）では一致接頭

辞と一致接尾辞が従属節にある0と一致している。一致接尾辞は、3節、4節

で問題にした従属節の場合とは違って、（19b）、（20b）が容認されない文である

ことが示しているように、中立的な第三クラスを標示することはできない。

6．疑問文や否定文の述静としての形容詞的分詞

（21）のような疑問詞を含む疑問文、（22）のように文の特定の要素に焦点が

当てられている疑問文、（23）のように文の特定の要素に焦点が当たられてい

る否定文では、述語として動詞の定形でなく、形容詞分詞形が用いられる。

（21）shshiw w＿aCb＜訂a＿W？

誰・ABSI一束る・AdjPt，PST－1

「誰が来たの。」

（22）MusaJishsh w－aCh＜打a－W？

Musa・ABS－ⅣTI一束る・Aqjn，PST－I

「来たのはMusaなの。」

（23）Musa 釘1rO W－aCh＜打a－W．

Musa・ABS NEGI一来る・AdjPt，PST－I

「来たのはMusaではない。」

（21）、（22）、（23）では自動詞が述語として用いられている。一方、（24）、（25）、

（26）では他動詞が述語として用いられている。

（24）L‖itsa Parimat
J－aChara－j？

誰・ERG Patimat・ABSII一連れてくる・AdjPt，PST一ⅠI

「誰がPatimatを連れてきたの。」

（25）Musatsa－jishsh Parimat J－aCha柑－j？
Musa・ERG－ⅣT Patimat・ABSII一連れてくる・A句Pt，PST－ⅠI

「Patimatを連れてきたのはMusaなの。」

（26）Musatsa 即rO Parimat J－aChara」．

Musa・ERG NEG Patimat・ABSlI一連れてくる・AdjれPST－ⅠI

「Patimatを連れてきたのはMusaではない。」
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このような形容詞的分詞は、接頭辞と接尾辞の両方で絶対格名詞句であるS

か0と名詞クラスにおいて一致する。（21）、（22）、（23）では接頭辞と接尾辞

がSと一致していて、（24）、（25）、（26）では接頭辞と接尾辞が0と一致して

いる。一致接尾辞は、3節、4節で問題にした従属節の場合とは違って、（27）、

（28）が容認されない文であることが示しているように、中立的な第三クラス

を標示することはできない。

（27）＊Shshiw w＿aCh＜肝a－b？

誰・ABSl一束る・A句Pt，PST－ⅠⅠI

「誰が来たの。」

（28）＊Musatsa 即rO Pat＜imat J－aChara－b．

Musa・ERG NEG Patimat・ABSII一連れてくる・Aqin，PST－ⅠⅠI

「Patimatを連れてきたのはMusaではない。」

7．形容詞的分詞の形の従属節を取る動詞

存在動詞CM－yレi）灯ineは、動詞の形容詞的分詞形と結びついて、進行相を

表す。自動詞では、（29）のようにSは絶対格で現れる。他動詞では、（30a）の

ようにAが能格で、0が絶対格で現れる場合と（30b）のようにAと0が共に絶

対格で現れる場合がある。

（29）G＜ali g－aniwe w－aCh＜une－W W－ugO．

山i・ABS ここに Ⅰ一束る・AqiPt，PRS－ⅠⅠ－いる・PRS

「Aliがここに来ている。」
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（29）が示すように、自動詞の形容詞的分詞は、Sの名詞クラスを示す接頭辞と

接尾辞を取り、存在動詞CM－yレi）灯ineはSの名詞クラスを示す接頭辞を取る。

一方、（30a）のように、Aが能格、0が絶対格を取る場合は、他動詞の形容詞

的分詞は、0の名詞クラスを示す接頭辞と接尾辞を取り、CM－y（パ）灯ineは0

の名詞クラスを示す接頭辞を取る。（30b）のように、A と0が共に絶対格を取

る場合は、他動詞の形容詞的分詞は、0の名詞クラスを示す接頭辞とAの名

詞クラスを示す接尾辞を取り、CM－y∽）灯ineはAの名詞クラスを示す接頭辞

を取る。

動詞CM－ix－ize（見る、見える）とragへize（聞く、聞こえる）は意味役割「経

験者」を担う第一位格名詞と形容詞的分詞現在形の従属節を取る。CM－ix－ize（見

る、見える）でもragへize（聞く、聞こえる）でも存在動詞CM－yレi）k＜ineと同

じ格の現れ方をする。（31）、（32）は、CM一汝－ize（見る、見える）の例であり、

（33）、（34）は、rag＜ize（聞く、聞こえる）の例である。自動詞では、（31）、（33）

のようにSは絶対格で現れる。他動詞では、（32a）、（34a）のようにAが能格

で、0が絶対格で現れる場合と（32b）、（34b）のようにAと0が共に絶対格で

現れる場合がある。

（31）Dida G＜ali g■aniwe w－aCh＜une－W

私・LOC（1）Ali・ABS ここに Ⅰ一束る・AqjPt，PRS－I

「私は山iがここに来ているのを見た。」

（32）a．Dida G＜alitsa g■anりe Parimat

私・LOC（1）山i・ERG ここに Patimat・ABS

J－aChune－J J－1Ⅹ’ana．

ⅠⅠ一連れてくる・AdjPt，PRS－ⅠⅠⅠⅠ一見る・PST

「私はAliがPatimatをここに連れてきているのを見た。」

b・Dida G＜ali g’anlJe Pa亡＜imat

私・LOC（1）山i・ABS ここに Pat血at・ABS

J－aChune－W W－Ⅸ’ana．

Ⅰ一連れてくる・AdjPt，PRS－ⅠⅠ一見る・PST

「私は山iがPatimatをここに連れてきているのを見た。」

（33）Duda G＜ali w－el▼－ule－W rag＜ana．

私・LOC（1）Ali・ABS 笑う・AdjPt，PRS－Ⅰ聞く・PST

「私はAliが笑っているのを聞いた。」

W－1Ⅹ■ana．

Ⅰ一見る・PST
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（34）a．Duda

私・LOC（1）

山 田 久 就

G＜alitsa g■ersal r－itsune－1

山i・ERG 嘘・PL，ABS 話す・AdjPt，PRS－ⅠⅤ

raがamna．

聞く・PST

「私はAliが嘘を話しているのを聞いた。」

b．Duda G＜alitsa g■ersal r－itsune－1

私・LOC（1）Ali・ABS嘘・PL，ABS 話す・AdjPt，PRS－ⅠⅤ

「私はAliが嘘を話しているのを聞いた。」

raが訂ana．

聞く・PST

CM－k■ize（見る、見える）における一致接頭辞と一致接尾辞の振る舞いは、

存在動詞CM－y∽）k＜ineの場合と同じである。（31）が示すように、自動詞の形

容詞的分詞は、Sの名詞クラスを示す接頭辞と接尾辞を取り、CM一由一ize（見る、

見える）はSの名詞クラスを示す接頭辞を取る。（32a）のように、Aが能格、

0が絶対格を取る場合は、他動詞の形容詞的分詞は、0の名詞クラスを示す接

頭辞と接尾辞を取り、CM－政一ize（見る、見える）は0の名詞クラスを示す接頭

辞を取る。（32b）のように、Aとが共に絶対格を取る場合は、他動詞の形容詞

的分詞は、0の名詞クラスを示す接頭辞とAの名詞クラスを示す接尾辞を取

り、CM－k－ize（見る、見える）はAの名詞クラスを示す接頭辞を取る。

raがize（聞く、聞こえる）自身は存在動詞CM－y∽）灯ineやCM－政一ize（見る、

見える）とは違って一致接頭辞を持たない。raがize（聞く、聞こえる）の従属

節における一致接頭辞と一致接尾辞の振る舞いは、存在動詞CM－y∽）灯ineや

CM－汝－ize（見る、見える）の場合と同じである。（33）が示すように、自動詞

の形容詞的分詞は、Sの名詞クラスを示す接頭辞と接尾辞を取る。（34a）のよ

うに、Aが能格、0が絶対格を取る場合は、他動詞の形容詞的分詞は、0の名

詞クラスを示す接頭辞と接尾辞を取る。（34b）のように、Aと0が共に絶対格

を取る場合は、他動詞の形容詞的分詞は、0の名詞クラスを示す接頭辞とA

の名詞クラスを示す接尾辞を取る。

（35a）、（35b）は、疑問詞疑問文で主節の動詞raビize（聞く、聞こえる）が

形容詞分詞形になっている。このような文における形容詞的分詞の一致接尾辞

は、（35a）のようにAが能格で、0が絶対格で現れている場合には、0の名詞

クラスを示す接頭辞を標示するが、（35b）のようにAと0が共に絶対格で現れ

ている場合には、Aの名詞クラスを標示する。
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（35）a．L■■ida

誰・LOC（1）

アバール語の形容詞的分詞と一致

G＜alitsa g七rsal r－itsune－1

山i・ERG 嘘・PL，ABS 話す・A句Pt，PRS－ⅠⅤ

29

rag＜∬a－1？

聞く・AdjPt，PST－ⅠⅤ

「誰が山iが嘘を話しているのを聞いたの。」

b．L’■ida G＜ali g’ersal トitsune－W

誰・LOC（1）血i・ABS 嘘・PL，ABS 話す・AdjPt，PRS－I

ragへara－W？

聞く・AdjPt，PST－I

「誰がAliが嘘を話しているのを聞いたの。」

8．おわりに

本稿ではいろいろな使われ方をするアバール語の形容詞的分詞が持っている

一致接頭辞と一致接尾辞の振る舞いを記述した。まとめると次のようになる。

まず、形容詞的分詞の一致接頭辞は第2節から第7節で問題にしたどの用法

においても常に関係節の絶対格名詞句の名詞クラスを標示する。

次に一一致接尾辞についてまとめる。第2節では形容詞的分詞の最も基本的な

用法である名詞を修飾する節、すなわち関係節の述語としての用法を問題にし

た。この用法では、形容詞的分詞の一致接尾辞は、関係節がkuts（様子）、meX

（時）などのごく少数の名詞以外の名詞を修飾している場合には常に関係節が

修飾している名詞句の名詞クラスを標示するが、関係節がkuts（様子）、meX

（時間）などを修飾している場合にはkuts（様子）、meX（時）などの名詞ク

ラス、すなわち第三クラスを標示することもできるし、関係節にある絶対格名

詞（Sか0）の名詞クラスを標示することもできることを示した。第3節では

形容詞的分詞に接尾辞－1■■iが付いた形の従属節を問題にした。この用法では、

形容詞的分詞は、従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞

を取ることもできるし、中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取るこ

ともできることを示した。第4節では形容詞的分詞の過去形に接尾辞－gOが付

いた形の副詞的な従属節を問題にした。この用法でも、形容詞的分詞は、従属

節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスの接尾辞を取ることもできるし、

中立的な接尾辞としての第三クラスの接尾辞を取ることもできることを示し

た。第5節では形容詞的分詞に接尾辞－aniが付いた形の従属節を問題にした。
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（時）などのごく少数の名詞以外の名詞を修飾している場合には常に関係節が

修飾している名詞句の名詞クラスを標示するが、関係節がkuts（様子）、meX
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か0）の名詞クラスを標示することを示した。第6節では疑問詞を含む疑問文、

文の特定の要素に焦点が当てられている疑問文、文の特定の要素に焦点が当た

られている否定文の述語としての用法を問題にした。この用法でも、形容詞的

分詞の一致接尾辞は常に従属節にある絶対格名詞句（Sか0）の名詞クラスを

標示することを示した。第7節では存在動詞CM－y（バ）灯ine、CM－ix－ize（見る、

見える）、raがize（聞く、聞こえる）の従属節としての用法を問題にした。こ

の用法では次のようになることを示した。従属節の動詞が自動詞である場合S

は絶対格で現れ、形容詞的分詞の一致接尾辞は常にSの名詞クラスを標示す

る。他動詞である場合Aが能格で0が絶対格で現れることとAと0が共に絶

対格で現れることがある。Aが能格で0が絶対格で現れる場合には形容詞的分

詞の一致接尾辞は常に0の名詞クラスを標示する。Aと0が共に絶対格で現れ

る場合には形容詞的分詞の一致接尾辞は常にAの名詞クラスを標示する。
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