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口頭発表
大西貴也（東京大学大学院人文社会系研究科・修士課程）
古デンマーク語従属節の語順から見る統語法の変化
デンマーク語 (印欧語族ゲルマン語派北語群) のうち、1050-1350 年頃のものを古デン
マーク語と呼ぶ。名詞や動詞の屈折が単純化した現代デンマーク語では、文法関係を表示
する手段として語順が厳格に定まっている。一方、古ノルド語の形態法をある程度保存し
ている古デンマーク語では、従属節において現代語では消失した移動規則が働いており、
要素の出現位置が現代語とは異なっていた。
本研究で使用したのは 13 世紀頃の古デンマーク語で書かれた 3 種類の法律文書、すなわ
ちユラン法 (Jyske Lov, 以下 JL) 、エリック王シェラン法 (Eriks Sjællandske Lov, 以下
SjL) 、スコーネ法 (Skånske Lov, 以下 SkL) である。これらにおける従属節内の語順を調
べ、生成文法に基づいて、移動の有無という観点から分析した。
前提として、節は CP, IP, VP の 3 層からなり、北ゲルマン語の基本語順においては IP も
VP も主要部が先頭であると考える。Platzack (1988) や Sundquist (2003) が指摘してい
るように、古い時代のスカンディナヴィア諸語では VP の主要部 V から IP の主要部 I への
定動詞の移動 (V-to-I movement) や諸要素の文体的前置 (Stylistic Fronting) が起こって
いる例が見られる。文体的前置とは、本来 IP より下位に置かれる要素が I より上位の位置
に移動する現象であるが、主題化のための移動とは異なり、節の主語位置が空所である節
においてのみ起こる (Maling, 1980; Holmberg, 2017) 。これら 2 つの移動は現代デンマー
ク語では起こらない。この事実を踏まえ、本研究は定動詞の V から I への移動や諸要素の
文体的前置が実際にどれだけ起こっているのかを補文標識ごとに計数して分析し、現代語
との相違点を考慮に入れつつ、古デンマーク語の従属節における語順の規則の詳細な記述
を試みた。 以下に例文を示す。(1) は定動詞の V から I への移動が起こっている例、(2)
は文体的前置の例である。
(1) [C um [IP han hauæri [VP ey førræ ti fæst]]]

if he has not before promised
「もし彼が以前約束をしていなかったなら」(SjL)
(2) hin [C thær [scoghænj [I ai [VP ti tj ]]]]
he who the.wood has
「森を所有している人」 (JL)
補文標識ごとに計数した結果を以下に示す。接続詞 um, of ‘if’, foræ thy (þy) at ‘because’
によって導かれる節と、関係詞 sum, thær によって導かれる、主語位置が空所の節の調査
結果は以下の通りである。
表 1 定動詞の V から I への移動の有無と主題化
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表 2 主語位置が空所である関係詞節における文体的前置の有無
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表 1 から分かるように、定動詞の V から I への移動はほとんど全ての従属節において起こ
っている。したがって、現代デンマーク語やドイツ語と異なり、従属節においてこの移動
は必須であったと言える。また、foræ thy (þy) at ‘because’ の節では主語以外の主題化が
起こり、主節と同じ V2 語順を呈する例が見られることから、従属節でも主節のように扱
われた節があったと考えられる。表 2 については文体的前置が起こっている例が圧倒的に
多いが、各資料において、1 割程の節では文体的前置が起こっていない。よって、文体的
前置は主語位置が空所の節における選択的な移動であったが、ほぼ規則化していたと見ら
れる。
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吉武大輝（西南学院大学大学院・博士前期）
日本語とフランス語における生起表現の進化類型
――偶有性の有無がもたらす表現交替現象と補文推移の差異に注目して――
本研究では、フランス語と日本語の電子コーパスを用いて両言語における生起表現の進
化類型と進化の要因を明らかにする。
フランス語における生起表現を通時的に概観すると、advenir (英語の come に相当する動
詞 venir の派生語) が古・中世フランス語期で用いられたが、ルネサンス期以降に、これ
が arriver (英語の arrive に相当する動詞) に取って代わられた。一方で、日本語では、生起
を表す際は「起こる」と「出で来」が上代にて用いられたが、現代では、
「出で来」の生起
用法は廃れ、「起こる」が優位性を持つようになった。以上の史実より、生起を表す際は、
日仏両言語共に古文では come 系列の動詞が用いられたということが言える。この交替には、
生起表現に必要とされる Contingency (偶有的属性) の有無が関係しているということが考
えられる。この交替の素因として、フランス語に限定して説明するならば、advenir は起点
に焦点が当てられる動詞であり、arriver は着点に焦点が当てられる動詞であるということ
が挙げられる。即ち、「[N1 V à N2] (eg. « Un accident est arrivé à Jean. ») において 、
N1 と N2 の関係が偶有的に成立する」という Contingency が生起表現には要求され、
arriver はそれを備えているが、advenir はそれを有さないと説明することができる。また、
日本語においても、生起表現に要求される Contingency が、二つの動詞の交替の要因になっ
ており、come 系列の動詞である「出で来」は生起表現には適さず、Contingency を有する
「起こる」が生起表現として適合したと考えられる。
さ ら に 、 コ ー パ ス 分 析 の 結 果 と し て 、 こ の Contingency の 有 無 は フ ラ ン ス 語
の advenir と arriver の補文推移にも影響を与えたと考えられる。Iyeiri (2010 : 7) によれば、
補文推移のうち、定形補文が不定詞補文に取って代わられる現象がある。一般的に多くの動
詞において両補文は類義であるとみなされる。arriver の場合、[Il arrive que N1 V] と [Il
arrive à N1 de inf.] の両者には Contingency が存在するため、類義 (「N1 が~することがあ
る」) であるとみなされ、言語進化の摂理に基づいて当然の如く交替する。しかしながら、
advenir に関しては、[Il advient que N1 V] と [Il advient à N1 de inf.] は交替しない。この要
因として、次のことが考えられる。古フランス語期から無理に生起の意味として慣習的に使
用された [N1 advient à N2] と [Il advient que N1 V] には Contingency が非自然発生的に付
与され、採用された。しかし、[Il advient à N1 de inf.] という非定形補文では、そもそ
も advenir には Contingency が無いにも関わらず常に与格が共起し、かつ、意味上の主語が
専ら動作 ([de inf.]) であるため、[Il advient que N1 V] から乖離した意味 (« Ça vient. » (「う
まくいく」) という「可能」に近い意味) になり、異義であるとみなされ、普及しなかった
ということが考えられる。
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笠松直（仙台高等専門学校・准教授）
梵文『法華経』諸伝本における動詞 ram の活用形の推移と写本伝承
古インドアーリヤ語の動詞 ram は通例，中動相で活用する。パーリ語では能動相の活用
を示すようになるが，これは中動相が衰退する中期インドアーリヤ語通有の傾向である。
いわゆる仏教混交サンスクリット文献においても同様である。
『マハーヴァストゥ』では，
定動詞であれば管見の限り 2 例の中動相語形が韻文部分に存する程度で，ほぼ全面的に能
動相で活用する。古典期には中動相活用が「復権」するが，このような語史の知識を背景に
梵文『法華経』の示す語形を精査してみる。
梵文『法華経』の広く用いられる校訂本（Wohigara-Tsuchida）に徴すれば，(abhi-)ram
の定動詞の現在形は韻文部分に 5 例（内，中動相 1 例：ramante WT XVIII 309,8）
・散文部
分に 5 例（中動相 2 例：ramante WT III: 73,24，abhiramadhvam WT III 74,23）の計 10 例
存する。これによれば能動相・中動相形が区別なく混在しているように見える。しかし古写
本群が伝える読みを考慮に入れれば，些か異なる見解が得られる。
WT III 73,24 ramante と 27 abiramanti には 3 人称複数形の中動相形・能動相形が連続し
て現れる。ネパール系諸写本は概ねこれらを支持するが，ギルギット写本は 32,10 ramanti
および 32,12 ’bhiramanti と読み，中央アジア・カシュガル写本の 84a7 ramaṃti および 84b2

abhiramaṃti と一致する。また 2 人称命令法 WT III 74,23 abhiramadhvam には，カシュガ
ル 86a3 ’bhiramatha やネパール伝本のひとつ Cambridge 本 25b4 ramatha が仏教混交梵語
的な能動相命令法語形を伝えるほか，ギルギットが古典サンスクリット的な，但し能動相の
命令法語形 32,32 ramata を示す。
韻文部分に見られる唯一の中動相形 WT XVIII 309,8 ramante
（= ギルギット 139,15）
も，
カシュガルの伝える能動相語形（351a3 ramaṃti）が本来的であったと思しい。この箇所は
前後の語順が違えてある。恐らくギルギット・ネパール伝承では，語形と語順とを変更して，
より好ましい韻律形を得ようと工夫したものであろう。
以上述べた異読群を無理なく説明するなら「ram は原『法華経』形成時には一貫して能動
相で活用していたが，伝承の過程で個々にサンスクリット語化を被った」と考えるのが最も
合理的であろう。ならばこの変化の過程を追うことで諸写本・諸伝承の系統を解明する道も
開かれる。本発表はこうした発展性を見据えつつ，活用形の変遷について基礎的事実を確認，
整理する試みである。

南 德鉉 (ナム トクヒョン)（パヴィア大学・博士課程）
アイヌ語の所属接尾辞の形成過程
アイヌ語の所属形は、名詞(の指示対象)が他の名詞(の指示対象)に所有されていることを示
す名詞の形である。接尾辞-hV (~ -V(hV))で標示され、概念形(非所属形)と対を成す:
所属形

概念形

sik-ihi 「(誰かの) 目」

sik 「目」

unu-hu 「(誰かの)母」

unu 「母」

cise-he 「(誰かの) 家」

cise 「家」

所有者は人称接頭辞または独立(代)名詞で実現される:

ku=sik-ihi 「私の目」
unu sik-ihi 「母の目」
アイヌ語の所属形の共時的な分析はある程度存在するが(知里 1956: 179-203 ; Refsing
1986: 82-89 他)、その歴史的議論を主な内容とした研究は中川(1983)に限られる。中川
(1983)は、所属接尾辞が名詞化接尾辞の-hi と同源であることをその認知的・音韻的な類似
性から結論づけ、祖形を ihi とした。中川(1983)には、名詞化接尾辞が「物/事/場所/時間」
を意味する名詞 hi に直接由来することが示唆されており、Bugaeva(2016: 104,105)によれ
ば所属接尾辞も同様である。しかし、具体的にどのような形態統語論的メカニズムによって
そのような名詞から所属接尾辞が発達したのかについて議論した研究はない。
本研究は、通時類型論的観点から、アイヌ語の所属接尾辞の形成過程について以下のモデ
ルを提唱する:
ステージ 1: [所有物 [IHI(「物」) 所有者(独立(代)名詞)]]
「所有物」と「物 所有者」が同格の関係で並置される。
「所有者」は「物」に構造的に依
存しており、この部分は「所有者の物」という意味になっている。したがって、全体の意
味は「所有物、即ち所有者の物」ということになる。
ステージ 2: [所有物 [IHI(前置詞) 所有者]]
名詞「物」が所有前置詞に文法化し、所有者はその前置詞の支配句となる(他の言語での
実例: Heine et al. (2019 : 434,435))。
ステージ 3 [[所有物-IHI(接尾辞)] 所有者]

前置詞が前接の名詞(所有物)に結合し、ここで初めて所属標識となる(参考: 英語 cup of

coffee > cuppa coffee)。
ステージ 4 [所有者 [所有物-IHI(接尾辞)]]
前置詞の支配から逃れた所有者は、アイヌ語の語順の主要部後置の傾向に調和して所有
物の前に置かれるようになる。
ステージ 5 [(所有者) [所有物-IHI(接尾辞)]]
独立代名詞としての所有者の明示は随意的となる(ただしより以前から随意的だったこと
もあり得る)。
異形態は、結合した後に形式的融合が進行し、ステージ 3 からステージ 5 の間に生まれ
たと考えられる。
ステージ 1 にある、アイヌ語にかつて被修飾-修飾の語順があったという前提は、修飾と
被修飾の語順は最も変化しやすい語順のレベルであり(Matras 2009: 244,253)、性質上固定
されづらいものであることから正当化される。
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宮川 創（関西大学東西学術研究所）
コプト語の成節子音と文献上の補助記号：音韻論と文字論のインターフェース
コプト語（紀元後 3 世紀頃から現在）は、アフロ・アジア語族エジプト語派に属し、
5000 年以上の書記記録を持つエジプト語の最終段階である。コプト語上エジプト諸方言で
書かれた紀元後 14 世紀以前の文献ではスープラリニアー・ストローク（SS）という補助記
号が用いられる。この SS は、聖なるものを表す名詞（
「ノミナ・サクラ」と呼ばれる）の省
略を示す場合や、後期には母音字の上に書かれる場合もあるが、本発表は、SS が 1–3 の子
音字の上に書かれる場合のみに焦点を当てる。この場合の SS は（1）成節子音を表すとの
説、
（2）曖昧母音挿入を表すとの説、
（3）当時の文献では分綴がなされなかったため、その
子音字が示す子音がどの語に所属しているか表示しているとの説の 3 つの説が有る。これ
までコプト語文献のエディションでは、フォントの制約もあり、
（a）2 つの子音字の前の子
音の後ろ半分と後の子音の前半分にかかる SS と、
（b）1 つの子音字の真上のみに置かれる
SS が同じ方法で書かれてきた。つまり(b)の場合は、文献と異なり、エディション上では後
ろの子音字の真上に SS を置いてきたのである。本発表では、
（a）と（b）を峻別する。ま
ず、1 つの子音字の真上にのみ置かれる SS は、その子音字が<m> /m/、<n> /n/、 <b>
/ʋ/、 <r> /r/、 <l> /l/ などソノリティが高で子音を表し、周りはそれよりソノリティが
低い子音であるため SS がソノリティの頂上に来ること、すなわち、成節子音を表示するこ
とを示す。この場合、SS が文字<e>（非強勢音節で/ə/）と交代することがあることから、
（1）と（2）の説を統合して、SS がついた子音字が表す子音は成節的だが、音声表示の際
に曖昧母音の音が入ることもあるとする解釈が妥当である。一方、
（b）の場合は、語末や語
頭が多く、後部の子音字が表す子音が成節的になることもあるが、成節子音を表し得ない場
合もある。この場合の SS は成節子音を表示する場合のみではなく、
（3）のように SS がか
かっている 2 つの子音字が同じ語に属していることを示す場合もあると分析される。
また、
3 つの子音字の上で、SS が最前部の子音字の後半分から最後部の子音字の前半分までにか
かっている場合もある。この場合は、中央の子音字が表す子音が成節子音になっている。こ
のように、本発表では、これらの SS の位置の峻別により、より整合性がつく、SS の音韻論
的機能のモデルを提示する。

村岡宗一郎（日本大学大学院・大学院生）
英訳聖書における使役動詞 make と cause の競合関係と
make NP to-Inf の衰退要因について
梗概
PDE における使役動詞 make は（１）に示すように一般的に原形不定詞が用いられ、格
言的用法や受動態を除いて、to 不定詞は用いられない。しかし、
（２）に示すよう、通時的
には to 不定詞補文も見られる。
（１）PDE における使役動詞 make
a. They made him sign the contact against his will.

（江川（19913: 334）
）

b. Money makes the mare (to) go.

（江川（19913: 336）
）
（Blanco（2011: 147）
）

c. I made John (*to) wash the dishes.
（２）ME における使役動詞 make の to 不定詞補文
a. she maketh men mysdo many score tymes.

（PPI. Biii 122）
（Mustanoja（1960: 533）
）

b. þe veond hit makede me to don.

（Ancr. 136）
（ibid.）

Iyeiri（2018）によれば、make NP to-Inf は 16 世紀以降衰退し始めるといわれており、ま
た ME～PDE までの英訳聖書における使役動詞 make について調査を行った村岡（2018）
は、make NP to-Inf は ModE 以降に代替表現（語彙的使役動詞や cause などの不定詞付
き対格構文）に変化していることから、その変化の過程を（３）の様に示している。
（３）使役動詞 make と意味の棲み分け（cf. 村岡（2018）
）
ME

EModE

PDE

make NP to-Inf

代替表現

代替表現

make NP Inf

make NP to-Inf
make NP Inf

make NP Inf

本研究では、ME から PDE までの英訳聖書における使役動詞 make と cause の分布に着
目して、両者の分布と初出を割り出し、村岡（2018）の見解（=３）を検証するものとする。
そして、その調査結果として、AV が翻訳された EModE 以降、cause NP to-Inf は使役動詞
make と競合関係にあったことが明らかになった。また（４）に示すように、PDE における
cause のうち、使役動詞 make から cause へと変化した例は全体の 6 割ほど存在し、その

うちの殆どが make NP to-Inf から cause へと変化していた例であった。このことから、make
NP to-Inf は cause NP to-Inf とほぼ同様の意味をもっていたが、使役動詞 make が強制使役
のマーカーとして確立するにつれて、make NP to-Inf はその他の使役動詞との意味の棲み分
けにより衰退したと主張する。
（４）現代英語における cause と通時的変化
（Wyc EV・Wyc LV・AV・RV・RSV→NRSV）

割合

make NP to-Inf→CAUSE

57%

他→CAUSE

41%

make NP Inf→CAUSE

2%
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海田皓介（明治大学商学部・専任講師）
古英語と古高ドイツ語の 2 つの文献における「奨励」の概念について
英語やドイツ語などの異なるゲルマン系言語の文献を比較した研究は多い（e.g. Elliott 1963）
。
古英語（OE = Old English: 700–1100）では An Exhortation to Christian Living（
『キリスト教徒
の生活への奨励』
：以下 OE Ex.と略す）
、また古高ドイツ語（OHG = Old High German: 750–
1100）では Exhortatio ad Plebem Christianam（
『キリスト教徒への奨励』
：以下 OHG Ex.）と
いう、題名の似た説教がある。前者は 82 行の韻文で、話者が聴衆を対象に正しい行いをす
るよう呼びかける。後者は 51 行の散文であり、
「カルル大帝が 800 年頃に出した勅令に基
づいて作られたラテン語による説教文のドイツ語訳」
（髙橋 2003: 372）である。呼びかけの
対象はキリスト教徒の名前を授かった子供たちとされる。語法では下記(1)(2)の下線部のよ
うに両文献とも、動詞の命令形や法助動詞 OE sculan / OHG scolan ‘must’が頻用される（和
訳は発表者による試訳）
。

(1) OE Ex. 2–7
Gif þu wille þæt blowende rice gestigan, / þænne beo þu eadmod and ælmesgeorn,
/ wis on wordum, and wæccan lufa / on hyge halgum on þas hwilwendan tid, / bliðe
mode, and gebedum filige / oftost symle þær þu ana sy [Text: Dobbie 1942: 67]
「もしあなたが栄える国へ至ろうと望むなら、謙虚で、施しに積極的であり、言葉賢
く、用心深さを愛しなさい、この束の間の時に神聖な思想で、至福の心で、そして独
りでいるところでは絶えず祈りなさい」

(2) OHG Ex. 1–3
Hloset ir, chindo liupostun, rihtida thera galaupa, the ir in herzin kahuctlicho hapen
sculut [Text: Steinmeyer 1971: 49]
「最愛の子供たちよ、心の中で覚えておくべき信仰告白の規定を聴きなさい」
OE Ex.については先行研究（e.g. Whitbread 1947; 1949; 1951）が、別の説教散文に勧誘の助動
詞 uton「～しよう」を用いた類似部分があることを指摘している。OHG Ex.については
Haubrichs (1995: 240–241; 255), Murdoch (2004: 249)らにより内容の検討が行われている。し
かし両文献の語法を体系的に比較した研究は見られない。
本研究は、両文献に共通する ‘Exhortation’（奨励）という概念がどのようなものかという
問いを設け、動詞や法助動詞に伴う文脈を分析する。そして次のことを示す。「奨励」は、
話者が望ましいと思う命題内容を実行するよう聴衆に呼びかける概念であるが、文脈に与
する話者の存在は曖昧である。OE Ex.では「話者が聴衆と共にある行為をする」という、話
者の存在を含む勧誘的性質を持つ。OHG Ex.では「望ましい行為を聴衆にさせる」という、
話者の存在を直接は含まない指示的性質を持つ。本研究はゲルマン比較語学や語用論的分

析の研究発展に寄与することを意図する。
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