言語学論叢特別号（1993）

E口欧祖語Gこお（ナるaTnphikinetic typeの
名言司ノヾラ

ダイムの生成過程

苫田 青馬

Ⅰ．anphikinetic typeとほ？
印欧祖語においては名詞は本来、0一語幹名詞を除き、強格（主・呼・対格）と弱格（そ
れ以外）の問で母音交替とアクセントの移動を伴い、活用した。ただ、この中でアクセ
ント移動を伴わないタイプほ2パターンあるが（軸dgY−トS属痛点g−−トS「夜」に代表
されるacrostatic typeと‡YlkVl−柑2−S尿柏1kW−iI2−OS「牝狼」に代表される皿eSOStaP O⊂

tic type）、それを除くといわゆるmobile typesは4つある。
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1．holokinetic type

2．proterokinetic type（無生物）

主／対Cl伝C2−C／C．aC2−C ＊d6r−u Ved．d孟ru，Gk．66pu「槍」
属 C）C2−eCqs

書dr一色u−S dr6s：Gk．（Ion．）6gリ6peolノ
「樹」

「木」

3．hysterokinetic type（有生物）
主 CIC2−（C）8c／C．C2一言C

‡pH2−t言r

Gk．方aT毒p

対 CIC2−（C）eC−m／CIC2．6C−m‡pE2−t畠ー一響

3raTePa

属 CIC2−（C）C−6s

汀a T P6s

‡p翫−tr−6s
「父」（男性）
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4．amphikinetic type（有生物。無生物）
≒Gk．U8wp

主／対C．eC2−（C）6C 柏ed−6r Ⅱitt．vidar
属 C．C2−C−6s

柏dpn−6s

＾u＝▼−

a言

訂6aてOS

「水」（中性）

主 C．6C2−（C）6C ＊I2ek一皿6n Yed．畠≦皿亘 Gk．H忙〟Wン
負g血an ぷ几fLOya

対C16C2−（C）oC−督 戦ekKmOn一習

属 CIC2−（C）C−6s 沌2（e）k一皿n−6s

急snas ≒Lith．akJne鮎

「石」（男性）

これら4つのタイプのうち、最後のものがanphikinetic typeと呼ばれるが、これは
アクセントが接尾辞をとばして、語根から語尾へと文字どおり両端（a岬b卜）での移動
が行われるからである。本稿で問題になっているa皿phikinetic typeとはこういったも
のであり、これは印欧語比較形態論における用語なのである。

Ⅱ．基本母音略10とアクセントとの相関関係

さて、本題に入る前に印欧祖語内部における音韻的相関関係について述べておきたい。

印欧祖語においては基本母音事e，‡0とアクセントとの間に密接な相関関係があったが、
これは時代によって変化を遂げて行った。

最も新しい時代（＝印欧祖語の最終段階）にほ柏，‡0は強勢位置にも非強勢位置にも
立ちえた。

Skt・bharatha Gk・4・ePE Te＜＋bher−e−te「あなた方運ぶ」

Skt・VaC急s Gk．（詩）a汀ds＜粕OkV一缶s〔単属〕「声」
しかし、これは0一語幹が誕生し、語根名詞で強格による均等化が行われてからのちの
話であって、本来は托と頼ま強勢位置にしか出てこなかった。
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IE

Skt． Gk．

′ 単主 dy丘us Ze占s．（Boeot．）△eJs＜tdy−如，S「天帝」
属 div邑s △〔6s，（Arg．）△ェFdsく相卜w−6s

これが印欧祖語において再建されうる最も古い段階だったのだが、この最も古い段階
から粍／柏が強勢位置にも非強勢位置にも現れるという最新の段階への移行はいきなり
行われたのだろうか。私にはそのように思えない。やはりSzetDer色nyi（1990：124−6）にも
示唆的な言及があり、Beekes（1985：156−8）も明言しているように、両者の中間段階に強

勢位置には当然粍も紬も来るが、非強勢位置には柏のみが現れて、托は現れないという
段階があったのである。

1Ⅰ 色．6一 ￠ zero phase

AⅡ e．d−0 0−phase（0が可能）
人Ⅱ e，d−e，O e−Pbase（eも可能）
例えば、AIIの段階を表していると見られるものには次のようなものがある。

IE
‡s由一0−S「古い」＞Gk．宅レOS「昨年の」．Skt．s且nas，

Litb．sgnas
柏如−0−S「新しい」＞Gk．〃如s，Skt．navas．Lat．novus，
且itt．n如it／n如id／
‡▼台rg−0一皿「仕事」＞Gk．（F掩pγ0リ，Germ．粘rk
Inebh−OS「婁」＞Gk．り色￠os「婁」，Skt．nabhas「水蒸気」

Eitt．nepi義／n色bis／，Russ．H660「天」
†叩Ⅱ2小皿言n「牧人」＞Gk．方0 〟ガレ，Litb．pie皿u6

ご覧のように、この0−pbaseほ托と柏の共存できるあらゆる語幹にわたっている。ま

た、第Ⅰ章4．での語例をとってみてもおわかりのとおり、a叩hikinetic typeの強格は
実は皆この段階であった。しかるに他の皿Obile types．holokinetic type，prOterO−
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kinetictype．hysterokinetic typeは第Ⅰ章1．〜3．の語例が示すように皆AIの段階で
あり、amphikinetic typeがこれら3タイプよりものちの成立であるというのはまず闇

′ 違いのないことなのだ（ついでに言うならば、AIの例として挙げた‡dy−さⅥ−S，相卜w−るs
「天帝」もhysterokinetic typeである）。

Ⅱ．a叩hikinetic typeの誕生

i）amphikinetic typeの生成の契機とその2つの成立過程の可能性
そもそもanphikinetic typeほ何故必要になってきたのだろうか。これが一般名詞だ
けであれば何もこんな複雑なアブラウトタイプは要らなかった。有生物名詞だけに限る

とhysterokinetic tyi）eで十分だし、無生物名詞はproterokinetic typeとacrostatic
typeに所属し、要するに一般名詞はその有生性によってくっきりとわかれるのだから（Ⅰ
章参照）、何も両者がごちゃまぜになったタイプは要り用もなかった。よって、問題の
anphikinetic tyoeが〜般名詞に淵源するとは思えない。
確かにこのタイプには中性の集合名詞が所属するが（Ⅰ章4．柏ed−6r「水」etc）、そ
れでもわざわざ有生物名詞を組み込む必然性は何一つない。したがって、このタイプは、
（披修飾名詞によって）その性が変わりうる形容詞や分詞に端を発したと思われるので
ある。事実工牽1．にも例として挙げたとおり、形容詞には書血色g一鮎−S（中性紬色g一方2）「大 O白

きい」のように有生物・無生物いずれの要求にも合うholokinetic typeのものがあるし、
このことがここでの推測を毒づけているとも思われるのである。よって、結果から先に
言うと、私はこのa叩hikinetic typeには2つの成立過程があったと思っている。
その1：prOterOkinetic typeとhysterokinetic typeとの混成
その2：血0lokinetic typeから

ii）a叩hikinetic typeの生成過程その1
u一語幹の形容詞の一部には複合語形でアヴェスタ語sg．札−bえZ豆u岩（＜IEトbhe且2gh−6u
−S）G−bazv6「−な腕を持った」（Gk．7［野x us「腕」）といったa岬hikinetic type
と思われる形がある。こういったanphikinetic typeの形容詞u一語幹は次のような観点
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からproterokinetic typeとhysterokinetic typeが混合してできたのではないかと私は
考えている。
まず、印欧祖語のアブラウトの定石から考えてみて非常に不思議なことではあるのだ
が、u一語幹の形容詞に関しては語根母音が何階梯であるか定まっていない。

e階梯

Gk．方6Js，（Dor．）左6Js，Skt．sv豆dBs，Lat．su云vis＜＊sYeH2d＋s「甘い」
Lat．1evis．Lith．1e弛VaS（0一語斡）＜‡1engYhqu−S「軽い」

0階梯

Gk．方0ス占＄＜‡po川l−u−S「多くの」
Lith．svarhs，且itt．stlY豆ru（n．）／sYaru／＜lsY6r−t）−S「重い」

零階梯

Gk・方Aαて占s，Skt・pr仙s＜呵→卜H2−かs「幅広い」 O
Gk．塵スαズJs．ved．rag旭s＜用11ngWh−かs「軽い」 亡

これは、大部分のu一語幹形容詞の語末が単主トu−S対トu一皿属トou−S与トe曹−ei
etc．生産的なcIoseinflectionに整理されているように、印欧祖語の後期に強格一弱格
間のアブラウト交替が廃されて、形容詞ごとにばらばらにどちらかの階梯で統一された
結果であると考えるのである。

つまり、形容詞は本来は名詞のように有生物はhysterokinetic typeで、無生物はpro−
terokirletic typeで屈折したと思われる。例えば、「多くの」という語では次のようで
あったのではないかと私は考えている。
＜有生物＞bysterokinetic type
印欧祖語

複主‡p川1−由一eS（＞柏01Hl−由一eS）芯Gk．方0Å丘どS（Ho刀）（B417etc．） ￠
属 畢p川1−Y−dm≒Gk．方0入入ぷリ
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＜無生物＞proterokinetic type
印欧祖語

尊王／対‡pilHI−u／tp61Hl−u＝Goth．filu，Gk．7［0ス占
詞 書plul−eu−S（＞竃polI王1−6u−S）＝Gk．（ZloDl）7rOAeos（u25etc．） Q
：Skt．purd−S

l印軟祖語「多くの」
つまり、本来、一つの形容詞はそのパラダイムにおいてe−0−￠の三つの階梯を持っ
ていたわけで、これが印欧祖語の後期から末期にかけて一つの形容詞は一つの階梯で統

一されていったのである。そして印欧祖語の末期にアクセントが接尾辞部に固定するに

至り（Gk．オ6JsL（Dor．）i6ds，Skt．sv互血s「甘い」＜‡s沌da−S＜＋sYeⅡ2d−かs Gk．
方ÅαてJs．skt．prt旭−S「幅広い」＜柏1Ⅷ2一色−S）、語根母音も零階梯のものが優勢 CO
になっていったのである。

しかし、01血aseの時期にはこれを別の方法でまとめようという動きも起こった。す
なわち、有生物名詞を修飾するか無生物名詞を修飾するかでいちいち異なったパターン
の活用をしていたのでは余りにも不便なので、こと形容詞に関しては性の速いは度外視

して、強梅語幹は強格語幹で、弱格語幹は弱輪講幹で統一しようというわけだ。そこで
弱格語幹に関しては「多くの」の例でもおわかりのとおり、有生物・無生物で語根が零
階梯で同じなので、とりあえずは有生物のhysterokinetic typeのもので統一された。
しかし、強格語幹に関してはどちらかのもので統一するということにほならず、両方の
特徴をとるということになり、かけ合わせが行われた。

C．卓C2−C（無生）×CIC2jc（有生）＝CleC2一百−C−ヰCleC2−6C
〔有生物対格Cl色C2−OC−m） tl

無生物の場合での語根部e階梯を残そうと思えば、アクセントが語根部に来て、そう
なると非強勢位置の接尾辞部に書eが釆てしまい、0−phaseに違反することになる。した
がってこの部分は非強勢位置にも立ちうる基本母音、すなわち袖に変わったのである。
ここに有生物・無生物共用のanphikinetic typeができあがり、それは名詞にも応用さ
れたのである。
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ただ、このタイプが全てhysterokinetic typeとproterokinetic typeの混成によっ
てできたのかというと決してそうでもない。ともかくも以上が私の考えであるが、Rob−

ert s．p．Beekesはa叩hikinetic typeはholokinetic typeからできたと主張している0
並）holokinetic typeとは
まず、命名の由来であるが、holo−とはギリシア語の訂スロs「全体の」の語幹であり、
名詞が屈折する際、特によってアクセントの落ちる位置が変わるが（→Ⅰ章）、それが
主格では語根、対格では接尾辞、属格以下の斜格では語尾とパラダイム内での全ての部
分で動いていくタイプである。
Beekes（1985）によると20くらいの語がこのタイプに所属するとのことであるが、その
中には専ら伝存諸言語の主格同士の組み合わせでしか出てこないものもかなり含まれて
いるので、実際には13例くらいに減り、その中から更に疑わしいものを削りとると8つ
くらいに落ち着く。Ⅰ章で抽短−Ⅲ2−Sの例を挙げておいたが、それ以外には次のような
ものがある。

①「姑」（女性）

IE

OCS

単主IsY6kr−uH2−S SVekry 芸Skt．≦vagr古s，Germ．SchYieger
対1sYekr−euH2一望 SVekrovb ＝Russ・CBeKp68
属＋sYekr−uⅡ2−ds svekrl，Ve

②「家畜」（男性）

IE
単主‡p成一u−S

＝OLitb．p駄us

対成一由一誉

＝Av．一f吉ao瓜

属暮成一Y−ds

＝Ved．pa去Ⅴ左s，Av．pas叩

③「屍、死者」
IE
単主摘心u−S

（男性）

Av． Gk．（詩）
naSuS lノE∧：U S
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対軸妄一如ヤ相島註1肝誉naS互u叫 y丘…ン（＜軸色定一…） 亡

（拍S如6）レ色花リOS

属柏定一W−6

：OBr‥ OCorn．ancotl．0Ir．ec

⑨「土地、尾州」（女性）
IE

Av．

OPers．

単主＋des−yu−S dai血u言 dahy豆us（＜＊des−y6u−S）
対1d（e）s−y6Y一望 dai6haon dahy如肌・塙vam（ご＜‡d6s−yOm） ○

複主用色s−yOW−eS dai血如6 daby豆va
古代ペルシア語はampbikinetic type化した形からの発展。

⑤「母」（女性）

（技om．）

（Dor．）

Skt． OLitb．

単主軸胱」汀＞軸甜2−ter 〟孟て叩β 〟毒丁符p 皿餌差 ＝皿飢占 e
対紬eE2−ter一望

FLaTe Pa 〟けて台Pa 血豆taran＝n6terも

属沌eH21r−6s

〟虎Tp占s 〟打てβJs m豆柏r
p71て色 Pエ m豆t象ri

位紬e甘2−ter．i

主格ほト沌r以外の再建は不能であるが、これはトーに終わる形が余りにも中 ○

性的だったので（Gk．5 汀aP，Lat．iecur「肝臓」8itt．e軸ー．Ved．呵k「血」
Gk．0訂eap「（動物の）乳房etc．」）、＋pE2−tきr「父」や‡dbugⅡ2−t毒r「娘」
（＝Litb．duk瑳）といった他の親族名称に歩調を合わせてトt糾こ置き換えられ
たものと思われる。なお丑om．Gk．の〟でて色 ＝はIl．22．53やOd．20．326etc．に現
れる形である。

⑥「月（暦の）」（男性）

IE
単主軸鮎−n−S

Gk．

Litb．

〟es

血毛n110 ／皿aab／

対紬eEl¶−由一習（〟苛レα）

Av．

血esも

属neF．骨ST6s LL訂LJyOS（Lesb．）（皿篭nesio）皿量的6
Gk．の属棒形の他方首の形は（Thess．）〟ど
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リンJs，（Boeot．）〟￡（リds。

Lith．n苔nuo＜IE軸色Ⅱl−n−6sでa叩hikinetic type化しつつある形で、リトアニ
ア語で鋭アクセントをとるのはこれが本来VHx＞∇の結果できた長母音であるこ

とを示しており、アヴュスタ語のhiatusと共に用lの存在を示唆する。

⑦「願う」能動現在分詞男性形

単主＊Y成−nt−S＝Ritt．wekkanz（a）‥Gk．l几dレ （＜軸成一6n） ○
対＊u忘−intL習＝Skt・u貞antan：Gk・l几6yTa（＜相伝定一Ont−㌘）

属軸足−nt−6s＝Skt．u占a紘s O
cf．Gk．（Cret．）Fe凡aOqa（f．）＜IE相成−nt−iH2 0
Gk．では「進んで、自由に」という意味変化を起こしている。
⑧「風」（男性）＜「吹いている」〔能動現在分詞男性形〕
IE
単主用2W畠El−n卜S＞．1H2W畠1l−nト0−S

対用2uHrent一習＝Hitt・5uYantan
属咄u技l一曾トds＞ buwanta羞

主格は各言語で更に次のように変化した。
′

a．＞‡YentO−S＞‡Y如to−S＞Lat．ventus，Goth．Yinds

β．＞‡R2YeHlntO−S＞lw合？ato−S＞iv．／vaata−／ 亡

元になった動詞は次のとおり。

IE咄Y軋十i〔現三単〕＞Gk．（Hom．）㌫＝＝（du，3品叩TOy．
pl．3㌃e＝＝↓†ed．Ⅴ孟ti
以上のうち、⑤の「母」に関してはBeekes（1985：133，174−6）はSkt．の属格形n豆tBrと

語根部のfullgrade（紬eH2−とe階梯）とを根拠にstaticinflectionだとしている。
すなわち、主軸eH2−tr属柚純一trSだが、但し、これは「兄弟」沌hr弛一橋ー（＜卜tr） 00

、対bhr針ter一誉、属＋bhreH2−trS（＞Skt・bhr孟t乳bhr孟tara瓜，bhr孟tur）・になぞらえ
ているわけで、「兄弟」の場合はアクセントが語根部に固定しているのでstaticin−
flectionでいいのだろうが、「母」の場合はそうではないので、私はこれはむしろbolo−
kinetic typeだったと見た。実際に「兄弟」の場合はギリシア語でも、意味こそ「氏族
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′′ の一旦」と変わるが、￠β占卜ど叩β 対￠β反丁亡βαとアクセント位置は全く移動し
ない。「母」と「兄弟」のアクセントに関してはゲルマン語にも傍証があるが、ここで
は煩雑になるのでとりあげない。

ただ、以上の諸例を概観して言えることほholokinetic typeというのは確かに欺こそ
少ないものの、印欧祖語に存在したのは間違いないのであるが、非常に壊れやすいタイ

プであり、むしろ消失の途上にあったということである。Beekes（1985）ほこのholい
kinetic typeがhysterokinetic typeやa叩hikinetic typeになったと言っているが、む
しろこれはあらゆるnobile typesになったと言うべきであって、ここに挙げた確実だと
考えられる8例を検証して見ても次のような結果が出るのである。
α．主格でトSを伴うmesostatic type E2一語幹
①「姑」＊sYe註r一隅〜S．G．＋swe註r一色Ⅱ2−OSへ
β．u一語幹（有生物）openinflectiofl
②「家畜」‡両誌−uト＄）．G‡p成一W−OSへ

③「屍、死者」竃n畠註−u−S，G柚誠一W−OSへ
γ．amPhikinetic type
④「土地、属州」沌由一y6u−S−Acc・手張s−yOV一瞥へ
⑥「（暦）月」紬朗t−n一百Sへ
⑦「敵う」分詞相成一如しAcc・痛妄−Ont一習・G‡u哀一nt一触へ 0

6．hysterokinetic typeの男性athe皿atic nト 分詞

⑦「栢う」分詞軸i一触トS，G抽象−nト6sへ 0
8．prOterOkinetic typeII2一語幹
①はヴューダ・サンスクリット語を見れば明らかだし、実際にアクセントが接尾辞部

で固定していたらしいことは純がゲルマン語ではgで現れていることよりも察すること

ができる。おそらく主格にトsを持つ批一語幹も（「牝狼」柏1kY−胱−S 呼t▼fkY−i Otl
対刷kY一隅一皿属拍まkV†柑2−OS）この要領で成立したのだろう。③はヴューダ語（蕗≦u− 00

P畠gvas）に、③はギリシア語（上例）にopeninflectionとしての形が現れている。γ、
∂の④⑤⑦もそれぞれでの例証を見ていただきたい。

したがって、holokinetic typeはacrostatic type（「夜」In6gY一巨S属＊negV−トS，
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「水」和泊dて 属‡w色d−ワーS）を除く全てのタイプになったとでも言うべきである。そし ○

てこの中に問題のamphikinetic type も含まれるのである。
iv）amphikinetic typeの生成過程その2
以上の事実を総合するにanphikinetic typeは次のようにしてho10kinetic typeから
成立したとも考えられる。

IE（￠−phase期）

IE（0−phase期）

単主‡w合良一nt−S（＝鮎tt．wekkanza）→紬e良一6n（＝Gk．g斤dレ） ○
対Iu良一如t一山（＝Skt．u舶ntam） →1Y6定一Ont−n（＝Gk．吉几d〃Ta） 亡￠

属‡u定一n卜占s（＝Skt．u≦a櫨s） →柏庄一n卜占s 亡○
同様にして他のタイプもa叩hikinetic typeへと移行して行ったのであり、ギリシア

語ではopeninflectionになった「屍、死体」（Ⅲ菰）③）もアヴェスタ語ではampbト
kinetic type化しつつある。印欧祖語において対格の接尾辞部の母音が＋eではなく‡0で
あったらしいことはアヴェスタ語においてほ互で現れていることより（IEの開音節位置
の‡0はIn．−Ir，では云となる）−Bru脚annの法則）窺い知ることができる。すなわち、
この語では次のような組み替えが行われた。

IE（￠−phase期）

IE（oqphase期）

単主軸色昆Ⅷ−S（＝Gk．レ色＝S）→相成一石u−S
対軸定一由一皿

→相成−OW一皿（＝Av．nas哀um）

属In象−W一凸s（＝0Ir．ec）

→‡逓¶−ds

印欧祖語において数少ない6u一幹は（Gk．好β山S 属机用（F）os「半神、英雄」）
このようにして成立したと考えられるわけだが、これはるi一斡（Gk．好古エβd呼方￡
ェβ（）γ 属打β β0訂s「説得」）と異なり、主格においてトsを持つことが特色で
ある。そして案件にこの6u一幹がholokinetic typeからできたらしいことは、Ⅱ菰）④
を見てもわかるとおり、同じインド＝イラン語派、しかも同じイラン詩支派でありなが
ら、Av．はholokinetic type、OPers．はamphikinetic typeと両者の間をさまよっている
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例があることからもおわかりいただけるだろう。
ともかくもこの組み換えは印欧祖語の「中期」にはかなり盛んに行われたようで、有
生物名詞s一語幹もⅢ鼓）⑥より見るに、少なくともその一部はbolokinetic typeから成

立したと思われる。そして、実鞍のデータではGk．α〜∂ds「恥」対α言∂㌫ 属
α〜∂。訂s＜α〜∂占osという風に語根の形は変わらず、接尾辞部が主格延長の有無
によって長短の対立を示すのみであるものの、本来はこの有生物s一語幹がamphikinet−
ictypeであったらしいことは次の例より窺い知ることができる。
印欧祖語「曙、暁」（女性）

単主用2euS−6s＝Gk．（Hom．）方＆s．（Åeol．）adws：Lat．aur6ra
対咄如s−OS一曾ゴGk・（翫吼）カ㌫＜I如ぷ＜‡αab6bα

属拍2uS−S−dsぎ†ed．u申S（主us去s対us孟sam）
また、このタイプは主格においてト古s と延長階梯を持っていることも（他にはbt，
bon6s「名誉、はまれ」、Od∂s「香り」etc．）これが本来amphikinetic typeであった
ことを窺わしめる。

要するにanphikinetic typeはこのようにholokinetic typeからの組み換えによって
も成立した。但し、注意しておかなくてはならないのは、hoIokinetic typeというのは
基本的には有生物名詞であるので（Ⅲ故）①−⑧参照）、そこからできあがったものは
有生物名詞であるということである。やはり、Gk．主監入∂揖P（A41．A455etc．）「願望」、
g入びβ（リ208etc．）「獲物、餌食」、好色入山β（B321etc．）「怪物、化物」、Te〟〟
wp（1526etc．）「確かなしるし」といったホメ一口スに出てくるC16C2−6rタイプの中
性名詞はholokinetic typeからとは言いにくいのであり、ここにholokinetic typeオン
リーからの生成の限界がある。したがって、やはりⅡ立）で述べたような生成過程を考
えなくてはならない。

そしてまた、現にC一色C2一缶Rタイプのamphikinetic typeを示す中性名詞が印欧祖語に
も存在したらしいことは次のような証拠によっても示される。
IE

f‡itt．

Ved．

複主／封‡Yed−6r Yid豆r
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Gk．

Unbr．

訂6wp

uttJr：Lith．vandu古

属 書ud骨6s Å．11・∧−aS udn畠s 訂6aTOS（＜Iud−n−ト6s） ○
位‡山一en（−i）

ud畠n（i）（訂∂αでり utne

l印欧祖語「水」（anphikinetic type）
IE

複主／対！sY如−6r＝Lat．sopor（］I）「熟睡、昏陛」

属‡sup¶rds＝Gk．訂方レOS
l印欧祖語「眠り」（a叩hikinetic type）
つまり、その中に有生物名詞（男性名詞・女性名詞）も無生物名詞も抱合するampb卜
kinetic typeはこのように2つのルートを経て成立した活用形態であり、ここに集合数．
としての中性名詞（上の「水」「眠り」、前の段落でのGk．の「願望」「獲物」etc．）
をも含むこのタイプの複雑さがあるのである。

Ⅳ．印欧祖語の先史におけるa叩hikinetic typeの位置づけ
Ⅱ章でa叩hikinetic typeというのはproterokinetic typeやhysterokinetic type，
holokinetic type．そしてここでは詳しく論じなかったが、ⅡBi）の終わりの方で例だ
け出しておいたacrostatic typeよりも後に成立したタイプで、しかも2つの生成過程
を経て成立したタイプだというのがわかった。これは要するに、印欧祖語の内部で基本
母音略 柏とアクセントとの相関関係なる制約が緩み始めた、いわば印欧祖語の再編成
期にできたわけで、この相関関係が最終的には崩れてゆく途上での中間段階のタイプだ
と言えるわけである。主格でト0−S，対掩でト0一皿（中性では共に卜0一皿）、呼格でトe
という0一語幹も恐らくはこの時期の産物であり、印欧語に広く対応が見られる0一語幹に

′ は拍1kY廿S「狼」（Skt．vfkas，Gk．入占花OS，Lat．1upus，Lith．viTkas，Goth．Yulfs 80
etc．）のような語根部零階梯のものとならんで、語根部がe階梯でそこにアクセントが
落ちるものが多い（Ⅱ章での 相加−0一石．柏en−0−S，相伝rg−0一皿）ことはこのことを暗に
示唆している。

事sY6kuro−S「舅」＞Skt．≦v色盲uras，Lith．義ざ首uras．Russ．c B eKO p．
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Germ．Sch醸her，Gk．（ion．）g尤UP6s
亨p6d−0−m＞「場所」Gk．7E全60〟．Fitt．p6dan／pedan／，Skt．pad如

そして、0一語幹ができたことによって、印欧祖語では動詞も名詞も急速に語幹の固定
化の方向へと向かっていった。尤も0一語幹白身ほ語根名詞やhysterokinetic type名詞
の属能格が主格として再解釈され、卜6sの＊0までが語幹と認知されるようになって成立

／ した模様であるが（「狼」‡雨kW一缶s＞‡雨kW−6−S＞粕1kW−0−S 松本（1988：8−11））、母音 00Q
終わりの語幹を作り出すことによって、語幹の固定化をはかったのである。このことに

よって名詞は強権（主格・呼格・対格）と弱格（属格・与格・具格・位格）の問の母音
交替とアクセント位置による語幹の対立をなくしたし、動詞でも単数と双複数、直接法
と接続法と希求法の闇の対立が同様にしてなくなっていったのである。

いわば、伝存諸言語に残る各皿Obile typesというのは印欧祖語の深い深い霧の彼方に
ある先史時代の化石とでも言うべさものであり、なかんずくanpbikinetic typeはその

中でも新しく成立したおかげで、ほぼ同時期に成立したと考えられる0一語斡による語幹
の固定化の波に洗われて余り残ることはなかった。本当に綺麗な形で残っているのはSk，

t・p血this対面t蜘属pathas「退」，＾v．paやt芸 対pa壇瓜 属paO6（＜IE事P6nt−OH2−
s対‡p6nt−0‡2qⅡ属ipnt−Ⅱ2−6s）くらいであり、a叩hikinetic typeは急速に崩れて行っ 00
たのである。

さらには、語幹の固定化によってGk．γeγOS，謁γ丘りどOS「誕生、血統、種族、民
族」やsq語幹によるpseudo−hysterokinetic typeの形容詞Gk．e b−γE y万s 属eb−
γe〟gOS「生れの良い」が生ずるに至り托，‡0とアクセントとの相関関係は完全に崩
れ、ここにⅢBi）の語例のあとで若干述べてあるmesostatic type（例：「牝狼」‡YlkY− ○
職−S 紳一夏kV−鮎一誉 属粕1kW一胱−OS）という新しいタイプが生じた。 ○

すなわちat［phikinetic typeとは印欧祖語の「中期」（Beekes（1985：157）の言う0−
pbase）という印欧祖語の先史における大きな再編成の流れの中にあって2つの過程によっ
て成立したタイプであり、印欧祖語の古い体質が壊れて、語幹の固定化へとひた走って

ゆくその途上に生まれた中間的な屈折タイプなのである。
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The Formation Process of Noun Paradigms
Of Amphikinetic Type

in Proto一工ndo−European
Ikuma YOS王ⅠIDA

The aim of this paper is to solve one of the problems on the prebistory
Of Proto一工ndo−European．Thatis to say．concretelyitis hoY amDhikinetic麺
YaS forned，Yhichis（）ne Of the ablaut types of noun paradigmsin Proto−Indo−

Europeam
In conclusion．Ithink tilat this type YaS formed through tYO PrOCeSSeS．

Oneis the萬ixing of哩堕由比担（ani皿ate gender）and p哩
加（inani瓜ate gender）．tYO Of the five nobile types（of noun paradi即ablaut）
Yhich are thought to have existedin Proto−Indo．European．Anotheris the
transforpation fro皿哩呈出坦．
lndin this paperItried to demonstrate this theory Yith the transition
Of the correlation betYeen‡e／10and the position of accentuationin Proto−
Indo−Europeaninfle（ニtionalforms，aS the key to the sollJtion of the question．
（原稿受理日1993年7月 2日）
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