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Z はじめに

アマノレナ語の動認には定形が 1種、定形で標示される文法カテゴリーの

一部が標示されない非定形 (non-finIte) が 3種ある。この動詞組織の枠組

みは基本的に聖書へブライ語(表1)と同様である。

表 1:聖書へブライ語の定形動詞と非定形言語読i

TMA 人称 数

接頭活用形 yes yes yes yes 

非 接尾活用形 no yes yes yes 

rえ-'-. 分 言奇 no no yes yes 

汗三 不 五E 言司 no no no no 

事本稿は、基盤研究C(18520292) r前 2-1千年紀における北西セム語の等語線の再画定:GIS 
による言語地理学的研究J(研究代表者:池田潤、平成 18-21年度)の研究成果であり、平成

21年度西アジア言語研究会での口頭発表に加筆修正を加えたものである。

f筑波大学大学院人文社会科学研究科

l池田 (2004:81)より転載。 TMAはTense，Aspect， Moodの略。
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このうち接尾活用形は主語の人称・性・数を接)~辞によって標示するが、

表 1が示すように TMA(テンス・アスペクト・ムード)に関して無標であ

る。これに対し、接頭活用形は主語の人称・性・数を接頭辞(一部は両面

接辞)によって標示し、 TMAを十の、十a、十むという語尾によって標示す

る(表 2)。

表 2:ワガリト語，アマノレナ語，へブライ語の接頭活用形2

ウガリト語 アマルナ語 ヘブライ語

waYY*101 pretente 

yl>:t1十砂 Yal>:tu1+の
yil>:tol JUSSlve 

y民l+a ya~l+a (?eむbI n*tb) volitive 

yl>:tl+u ya~卯l+u yl栴01 imperfect 

分詞は性・数を標示するが、不定詞は表 lの文法カテゴリーをいっさい標

示しない。

聖書へブライ語の不定詞は形式と用法によって構成形(infinitivecon-

S加 ct) と絶対形Cinfinitiveabsolute) とに下位底分される。 qt1という 3子

音語根をひな形として語形を示すと、構成形はqto1(< *qtul-)、絶対形はq:::>tol

(< *qatal-) となるこのうち不定詞構成形はもっぱら名詞として用いられ

る。そのため、文の主語となったり、動認や前置詞の補語となったり、他

の名詞や接尾代名詞と属格構造 (genitiveconstruction) と呼ばれる名詞句を

構成することができる4。これに対し、不定詞絶対形には接尾代名詞が付加

されることがなく、次のような用法在もつ①名詞的用法(文の主語や動

詞の目的語となる)、②高1]詩的用法(単独でも用いられるほか、同語根の動

詞を強調したり、他の動詞と組み合わせて継続性・反復姓を表す)、③動詞

的用法(文脈に応じて未完了、完了、命令、願望など様々な TMAを表す)。

2池田 (2004:74)より転載。ここでのへブライ語は聖書へブライ語を指す。

3詳しくは、Jouonand Muraoka (2006: 133)参照。へブライ語の転写は、池由・高橋・池田 (2003)

に従う。

4Jouon and Muraoka (2006， S 124)参照。

5詳しくは Williams(2007: 84-87)参捕、。
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アマノレナ語で、は基本的に不定詞構成形と不定詰絶対形の区別はなく、不

定詰の語幹は qatal恒型となるが、定形動詞として用いられる例ではイと

いう語尾を存することが多く、これにしばしば -mlないし -maとしづ接語

が付加される (Rainey1996: 383-384)。

2 定形動詞として用いられる不定詞の地理的分布

アマノレナ語の不定認が定形動認として用いられることを最初に指摘した

のは W.F. Albrightとその弟子 W.L. Moran (Albright and Moran 1950: 167) 

である。その後、 Moran(1950)がどブロス発信の書簡に現れる用例を集め、

この宿題を詳細に論じている。近年になって、 Rainey(1996: 383-388)がピ

ブロス以外のアマルナ書簡を含めて不定認が定形動詞として用いられる例

を網羅的に集め、その用法を分類している。以下、 Raineyの分類に従って、

アマノレナ語における不定詞の定形用例(太字で示す)を確認する

2.1 Past Narrative 

(1) paイα-a-ri [illα]d-aαてya a-di LU.MES ma-$ar-ti LU.u-e-e 

depart-ト PN with garrison+gen. officers+obl. 

[sa] [i]-din LUGAL-ri 

Rel. he+give+0 king十my

“[A ]ddaya departed with the garrisonむoops[which] my king [had] given" 

(EA 287:46-48， Jerusalem) 

(2) sum-ma ti-ìs-mu-nα a-~ιmi 主RIN.MES pi-ta-ti 

if they也 hear-U go-out+i+mi archer-troops+gen. 

u i-zi目 bu URU.MES-su-nu u pa-at-ru 

and leave+they cities+their and depart+they 

6翻字と翻訳は基本的に Rainey(1996)に従う。語釈は筆者による。語釈に用いる路号は次の

通り。の=ゼロ語尾、 U=NAnt、A=1吋lnd、nom.=主格、 gen.=属格、 acc.=対格、 obl.=斜
格、 Neg.=否定辞、 Rel.=関係詞、 vent出来辞、 mi=不定詞の定形用法lこしばしば付く接語、

ma=不定詞の定形用法にしばしば付く接語、 i=不定詞の定形用法にしばしば付く語尾、 PN=

Personal Name、GN= Geographical Nぉne。
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“Ifthey hear 'The army has come forth，' then they will abandon their towns 

and they will depart" (EA 73: 11ぺ4，Byblos牢7)

(3) u [a-]la-αk-mi a-na<-ku> α引 a URU A.PU[ .KI] 

and go十ml to Clty GN 

a-nα da[-ba-b]i α-na ma-har 可。-mu-ni[-ri] 

to talk+gen. to before PN 

“So T! [wJent to Beirut in order to plead before 'Ammuni[ra]" (EA 

138:51-52， Beirut) 

(4) yi】de [LU]GAL i-nu-ma ma-qaイi-ma 砕く問>

he+kno¥¥十の kinQ: that attack+i+ma to D 

UN-nu 白 sa-αb-tu-se DUMU.MES 吋R-a-si・-ir[イ]α

people十our and seize+they十it sons PN 

“May the king be apprised that there was an attack ag[ainst] our garrison(!) 

and the sons of 'Abdi-Ashirta have captured it!円 (EA116: 1 0-12， Byblos*) 

2.2 “As soon as" 

(5)αマe-mi ER1N.MES pi-ta-tu u sa-mu 

go-out+i十mi archer-troops+nom. and 

u-mi k，α-sa-di-si u ta-rα-αI 

hear+they 

URU.KI a-nα 

day+gen. arrive十gen.十it and retum+it city 

be-li-ia 

lord+gen.+my 

to 

a-nα 

to 

LUGAL 

king 

“As soon as the army comes forth and they hear about the day of its arrival， 

then the city wiI1 retum to the king， my lord.円 (EA137:49づ1，Beirut勺

(6) u ma-ti-ma su-ut α-nu i-de-su 

and die+i十ma he 十leam十の+it

“As soon as he died， 1 leamed ofit" (EA 89:38-39， Byblos) 

7星~j1は発信地が Goren et al. (2004)の堆土研究によって検証されていないことを示す。詳し

くは、池田 (2007)参照。
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(7) ka-s[a-d]i-mα LU-ia u ra-ak-剖a-su

arrive十i十ma man十my and bind十he十him

"As soon as my man arrived， he bound him" (EA 116:27♂8， Byblos勺

2.3 Conditional Sentences 

(8) pαイdィιmα su-ut [u] ia-nu sa四 α yu-bα-lu

(9) 

depart十i十ma he and there-is-not Re1. he+carry+U 

[tup-pi-ia] ルna mu-bi-k.α 

tablet+my to skull+gen.十your

"If he departs， [then] there is no one who can deliver [my letter(s)] to you" 

(EA 113:40-42， Byblos*) 

al-lu pαイα-rl四 ma LU.MES bu-up-si u sa-ab-tu 

behold desert+I+ma people farmers十gen. and seize+they 

LU.MES.GAZ.MES U URU 

apfru目 people and Clty 

"Behold， if the yeomen farmers desert， then the ‘apiru men wil1 seize the 

city円 (EA118:37-39， Byblos) 

(10) u ti-[i]q-bu-na ~a-baトmi niイnu] URU.KI.MES gubllb_li 

(11) 

and they十say+U seize+の+mi we cities GN-gen. 

u mi[-na] ti-p[u]-su ERIN.MES pi-ta-tu 

and what she+do十U archer-troops+nom. 

“And they are saying，ゴfw[ e] capture the town(s) of Byblos， then wh[ at] 

can the army do?'" (EA 129:32-34， Byblos) 

U tiriq-bu-ni sa-bat皿 mi nz-nu-u16 URU.MES gubub -li 

and they+say+U selze十ml we cltIes GN-gen. 

U dα-na時 nu-ul6

and be-strong+we 

“And they are saying， 'If we capture the town(s) of Byblos， then we will 

be s位ong"(EA 362:25-27， Byblos) 
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qa-bi-ti a-na sa-α-sμ 

say+I to him 

it-[ti] DUMU.MES 

with sons 

(12) u s[a-al-su] sum-mα la-a 

and aslけhim if Neg. 

a-pa“五回m[i] at-ta ki-ta 

make十i十mi you treaty+acc. 

吋R-a-si-ir-ta u la-qu-ka 

PN and take+they十you

"But a[sk him] if 1 didn't say to him，‘Ifyou make a treaty wi[th] the sons 

of 'Abdi-Ashirta， then they wiI1 seize you'" (EA 132:30-35) 

hear+ma they that 

(13) 均四mルma <<su-nω suωnu i-nu-ma i-te9-ru-bu i-na 

I+enter十U in 

URU su-mu-ra URU.MESαか nu-tu GIS.MA.MES u 

N
v
m
 

G

M

 
U
 

W
問。D

cltIes 

mlR_α-si-i[r-]ta 

PN sons 

these qu oi 
2n 
qu 

and 

[i]z-[z]i-za 

1十stand十vent.

ep-sa-at 

doing 

l
 

r
 

Fe ev α
 

n
 

・1 M 

in back and 

UGU u 

against and 

URU gub-la 

city GN 

la-a i-le-u a-sa 

Neg. I+can+U go-out+acc. 

[a]-na LU.MES.GAZ.MES 

to 如何-people

U 

and 

"If they hear that 1 am entering into $umur， these cities (will be in) ships 

and the sons of εAbdi-Ashirta (will be) on land and 1 wilI be up against 

(them) and 1 wiII be unable to go forth lest Byblos go over to the 'apiru 

men" (EA 104:43-53， Byblos*) 

(14) pa-na-nu da-ga-l，ふma [L]U 

former1y see+i+ma man 

in4-<na->αb-tu [LUGA]L.MES 

flee+they kings 

pa白 n[i-su]

before十him

“Former1y， if they saw a man from Egypt， then the [ki]ngs of Canaan 

would flee from be[fore him]" (EA 109:44-46， Byblos) 

KUR.mi-iトri U 

Egypt+gen. and 

KUR.ki-nα-a[b ]-ni is-tu 

GN+gen. from 
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(15) [laトqe-mi si-a-ti 叫 [URU♂'-Ib-lα [ti-]il-q[ u]-na 

take十i十mi it and GN they十take十U

“If they capture it (Batrona)， [thenJ they will take [Byblos]" (EA 

129:20目 21，Byblos) 

(16) [a-mur-m]i ba-li 付 i ER肘 .MESpi-t[a-ti] [i-na] 

Behold Neg. go-out ar・cher-troops in 

[MU.S]a-αn-ti an-ni-ti [uJ [la-Jqu-mi U[R]U.ME[き]

year十gen.

g[u]bll[btla 

GN 

this+gen. and take+they+mi cities 

“[Behold]， without the coming ofthe arm[y in] this [y]ear， [the叶they[will 

ta]ke the town(s) ofByblos" (EA 129:40-42， Byblos) 

2.4 定形動詞として用いられた不定詞の地理的分布

上記の用例が確認されている地点を星印(女)で示したのが図 lである。

なお、 Tyre以北の沿岸都市が海中にプロットされているが、これは 3次元

の地理座擦を 2次元に投影変換したために生じた歪みと考えられる。昨年

から座標系の適切な投影変換の仕方を調査中であるが、まだ解決できてい

ない。

図 1を見ると、アマノレナ語において定形動誌として用いられた不定詞は

ビブロス、ベイノレート(北部)、エノレサレム(南部)に分布している。一見

したところ、この地理的分布から何らかの歴史言語学的知見が引き出せる

ようには思えない。ところが、後述するエルサレムの特殊性(3.1)および

前 l千年紀における地理的分布(3.2) を考えあわせると、図 lの中に異な

る様相が見えてくることになる。
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図 1:定形動詞として用いられる不定詞の地理的分布(前 14欄 13世紀)
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3 言語地理学的解釈

3.1 ヱルサレムの特殊性

エノレサレムはカナン地域の南部に位置する(図1)。カナン地域で、は古ノ《

ピロニア語をカナン語風に組み替えた言語が古ノくピロニア風の苦手体で舎か

れたとこの傾向は北に行くほど希薄になる。言語的には、カナン諾風に組

み替えた語形が北に行くほど少なくなり、カデ、シュ以北ではむしろフリ語

やアッシリア語の影響が強まる傾向にある。文字Jこ関しては、北に行くほ

ど同時代のメソポタミア本土で使われた書体に近づく O ところが、エノレサ

レムではその立地におよそ似つかわしくないアッカド語が警かれていた。

エノレサレム発信のアマノレナ書織の書体は照時代のメソポタミア本土で使わ

れたものに近く、言語にはアッシリア語の影響が色濃く現れている。この

ことに初めて気付いたのは、 Moran(1975)であった。

なぜエルサレムでこのようなアッカド語が舎かれたのかは不明である。

おそらく、シリア北部で教育を受けた書記が何らかの事1育で、エノレサレムの

領主に麗われ、その書記がエノレサレムにおいて独特の書記伝統を築いたの

ではなし1かと憶測されるが、立証は困難である。どのような事情があった

にせよ、エノレサレムの文字言語がカナンの地で不自然な f飛び地Jを形成

していたという事実に変わりはない。したがって、言語地理学的な分析に

おいてはエノレサレムという「飛び地」を度外視して考える必要がある。

エルサレムを度外視すると、図 lの分布は池田 (2008)で、扱った動調語

尾ー(n)naの地理的分布(図 2として次真に再掲)とかなり類似してくる。

池田 (2008)では、前 2千年紀後半から前 l千年紀前半のシりア・パレス

チナの言語状況をふまえて動詞語尾ー(n)naの地理的分布を言語地理学的

に分析し、それがフェニキアから南へ伝播した言語的改新で、あった可能性

を指摘した。したがって、不定詞を定形動認として用いる現象もまたフェ

ニキア発の言語的改新であった可能性が出てくる。その反面、エノレサレム

を度外視すると、この現象の地理的分布はフェニキア地域内に収まるため、

南への伝播は前 14-13世紀の段階ではまだ起こっていないと考えられる。

sたとえば動詞は、古バピロニア語を語幹とし、これにカナン語の接辞を付けて屈折させる。

詳しくは、池田 (1992)参照。
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3.2 前 1千年紀における地理的分布

不定詞を定形動詞として用いる現象は、その後、フェニキアから南へと

伝播したのであろうか。 Garr(1985: 183-184)や Krahmalkov(2001: 209-214) 

によると、定形動詞として用いられる不定詞はサムアル、カラテペ、どブ

ロス出土のフェニキア語碑文において確認されている(図 3の大)9。へブ

ライ語碑文には定形動詞として用いられる不定詞は出てこない。 Mesad

Basavyahu (Yavneぅ'am付近の遺跡、図 3の食)出土の書簡に用例を認める

説があるが10、Garr(ibid.)は否定的である。もし Me平adBasavyahuの例が

当該現象に該当しないならば、この不定詞の用法の南への伝播は前 l千年

紀においても前 2千年紀と大差ないことになる。

これに対して興味深いデータを提供してくれるのがへブライ語聖書であ

る。へブ〉ライ語聖書には定形動詞として用いられる不定詞絶対形の用例が

多数あるが、 Rendsburg(2004: 22-23)は独自の方法によりこれを北部イス

ラエル方言の特徴と断定する (lkeda2003: 5ト54も参照)。へブライ

は書かれた場所も年代も確定できないため、言語地図上にプロットするこ

とはできないものの、この不定詞の用法が前 1千年紀のある段暗でイスラ

エルの北部にまで達していたことを間接的に示す貴重なデータと言えよう。

4 結論

本稿では、 GISを用いたアマノレナ書簡の言語地理二学的研究の事例として

定形動認として用いられる不定詞の地理的分布を可視化したうえで、それ

を前 2千年紀後半から前 i千年紀前半のシリア・パレスチナの言語状況を

ふまえて言語地理学的に分析し、それがフェニキア(以北11) から南へ伝

播した言語的改新で、あった可能性を指摘した。

9これらの碑文の年代は前 9-5世紀。カラテベ(トルコ南東部アダナ州)出土のアザティア

ワダ碑文における用例については、竹内 (2006)が詳しく論じている。

IOMe~ad Basavyahu碑文の 5行自および6-7行自の w'sm"and he stored"。この語形の解釈に

ついては、 Gogel(1998: 267， n. 30)参照。

11不定詞絶対形はウガリト語でも定形動詞として使われるため (Gordon1965: 80)、正確には

フェニキア以北とすべきであろう。
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回3:定形動詞として用いられる不定額の地理的分布(前払6世紀)
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This paper deals with the geographical distribution of the infinitive used as a fi-

nite verb within the Amama letters from Canaan. 8ased on linguistic-geographical 

analyses of the map showing the distribution of the infinitive used as a finite verb 

and some pertinent linguistic and circumstantial evidence， it argues that such us-

age of the infinitive may have been a linguistic innovation spread仕om(north of) 

Phoenicia to the south at certain point in the first millelUlium B.C. 

Doctoral Program in Literature and Linguistics 

University ofTsu如何

1-1-1 Tennodai， Tsukuba， Jbaraki 305-8571， ~αpαn 

E-mail噌 ikedajunjm@u仰向ba.acjp


	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036

