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The aim of this paper is to clarify the prima facie irregular uses of Subject marker in Japanese and Focus Topic marker 

in Tagalog, a Philippine-Formosan language, by contrasting the two languages. 

In the former language “ga ( が )” basically functions as Subject marker and in the latter “ang” does as Focus Top-

ic marker. The irregularities in both languages are in common. In the irregular sentences in Japanese the Subject marker 

functions as the denotation of the Objective meaning and in Tagalog the Focus Topic marker does as that of the Object 

meaning or non-focused meaning. 

The contrastive analysis of the two languages reveals that the irregularities are only observed in the limited expres-

sions; Stative Expressions. In Japanese so-called “Aggrieved” passive and Serialverb constructions and in Tagalog Pseudo- 

verb and “ma-“ prefixed stative verbal constructions show irregularities. 

These irregularities in Japanese are given an account by the analysis of the “Stativity” through the embedded con-

struction and transformations to a simple sentence and those in Tagalog are expressed through special classes of the verbal 

construction.

The discussion by the Contentive Typologists leads to an assumption that the active language type has started at first 

and changed into two types of the languages, Ergative language and Accusative language depending on their ways of the 

livelihood as shown in the former part of this paper. The Accusative type of the language is supposed to have directly in-

herited its system from the Active type.

The result of the contrastive analysis between the two languages proves that the irregularities in Subject and Focus 

Topic systems originated from the surviving differences between the active case group vs. non-active case group in Active 

type of language. The active case marking system changed into the accusative case marking system and the non-active case 

marking system and the absolutive case or its substituting marker are still extant in linguistic irregularities in these lan-

guages. And the latter system especially created new systems of expressing the “mind” afterwards, one of which is the Jap-

anese “Aggrieved Passive” and “Serialverb” and the other of which is “Subjunctive or Optative” verbal forms in Indo-Euro-

pean languages.
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はじめにはじめに

日本語の他動詞文に一定の助動詞が付加されると目的格 “ をを ” が主語 “ がが ” になる場合（リンゴをを

食べる：リンゴがが食べたい）やフィリピン・台湾諸語のある動詞の形式で、目的格 “［ng=（nang）］”

［-Focus］ が「フ ォ ー カ ス 主 題」“ang”［+Focus］ と な る 形 式［Nakita ① ko ② angang bahay ③ . ＝（私 に ② ）

家が③見えた①。］のような一見例外のように思える文が上記の言語に存在する。本論文の目的は、そ

のような日本語やタガログ語（フィリピン・台湾諸語）の「主語」や「フォーカス主題」などの文法

形式の例外的であると考えられている現象に注目して両言語を対照して、類型論、特に内容類型学の

「活格」：「不活格」形式や「絶対格」等の観点から考察し、その歴史的な変化の探求をも試みた 1。

I. 「類型論」I. 「類型論」

1. 人類の発達と「類型論」1. 人類の発達と「類型論」
人類は、 地球環境の変化からアフリカの故地に住むことはできなくなり、 そこから出て 2 足歩行

をして地球上を歩いて広がった。移動手段である直立歩行により身体的進化と退化が起こった。その

際の注目すべき進化の第一段階は、体躯の直立と食べている物の変化である。この体と生活の変化の

結果、咽喉・口腔と脳の広がりが出来たことにより前者は叫び声から共鳴による調音の結果の複雑な

音、すなわち、言語音、音声を取り扱えるようになり、後者は、肉食の獲得と脳領域の拡大により論

理的な思考へと道を開いた。これは、直立歩行を行った結果、種として起こった共通の能力の進化で

ある。故地のアフリカを出て異なる方向へ長い間直立歩行で放浪した結果、独自に獲得した人類共通

の能力の発展につながる。種として故地に住むことができなくなった人類への歴史的変化の賜物であ

る。しかも、言語は人類史上ではつい最近の 10 万年程前までは体系として成立してなく、人類進化

の最終的な発達と考えられる。

言語体系としての発達は、言語能力の獲得の結果を使い、放浪している間にばらばらに発達したも

のである。さもければ、世界の言語の多様性を説明することは不可能である。人類の放浪の間に起こっ

た進化の途中で「可能性ある複数の言語（文法）化」のすべての規則からその一つを発達させる進化

と必要のない他の規則を放棄するという退化が影響を与えたように思われる。そうなると「その可能

性のある文法化」を全て数え上げ、比べ合わせる「対照」という「類型論」（類型学）は重要な分野

になる。

　

2. 「類型論」（類型の研究史）2. 「類型論」（類型の研究史）
類型論とは、人間の獲得した言語形式の種類を並べ上げることである。種としての言語能力獲得と

いう現象は共通に起こったが、それ以降は、各言語で独自に音素の固定と文法形式の選択による発達

が起こった。個々の選択基準の集合が類型論であり、どれを選択するかは言語次第であり歴史的偶然

性でもあった。

一方、視点を変えて言語学史的な類型論の流れを考えてみよう。人類史の中では、音声の獲得が言

語発達の最初であるが、言語学では、外見的・形式的特徴に注目して可能性の分類をまず行った。し

かし、20 世紀後半になると形式より「意味」、言語の内容的な部分を重要視し、それに対して色々な

1　 本論文は、対照日本語部門主催『外国語と日本語との対照言語学的研究』第 31 回研究会で発表した時のコメント
により発表原稿に理論的な部分を加え、改稿したものである。コメントを頂いた方々に感謝の意を表したい。
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形式が対応するという観点が重要であるというということがわかってきた。　

ⅰ）初期の類型論（学）：外見的分類　―　外見、形式を同一形式内で対照する。

①　音声：音素の発見

「音素」は、差異または注目と無視に基づく意味を区別する音的な仮想的単位である。これはある

意味で、進化（注目）と退化（無視）の組み合わせの結果であると言える。

人類が獲得した仮想的な言語能力の音素が、音の区別、差異による意味の区別をもたらしたことを

発見したのは、Courtenay であり、De Saussure、Trubetzkoy であった。 最初の言語能力であり他の文

法事項から独立して意味の区別に必要な音を選び、他を無視するという能力は音声器官の発達以降に

各地を放浪した人類のバラバラに得た共通の能力である。

②　文法形式の分類

一方、この「音素」の発見に少し先立ち、世界の言語の文法の形式に焦点を当てたのが、Schlegel,　

W. Humboldt、Schleicher である。語の内部構成、すなわち、意味を表す単語とそれに付随する文法的

変化に注目してその結び付きを調べ、「孤立語、 膠着語、 屈折語、 抱合語」 を定義づけた。 その後、

Tesnière は文の構造と時間的変化と意味の構造・階層性に注目した類型論を提案し、1970 年代には

Greenberg 達の語順（＝発話時間）、関係節構造、対格と動詞などの形式の順序の共通性を発見した。

一方、対格言語、能格言語というような文の格構造に注目した類型論も起こった。これらすべては、

外的形式の関係に注目したために　関係類型学とも呼ばれている。その他に、広い意味の類型として

の研究も行われている。　

ⅱ）内容類型学

一方、20 世紀後半には、形式ではない意味からの類型論も起こった。クリモフの内容類型学（Con-

tentive Typology）である。これまでの同一形式の枠から離れ、意味（内容）から形式を規定する類型論（学）

である。形式が初めにあるのではなく、「意味」の内容に対応して形式があって、人類の方がいろい

ろな形式を考案したと考える方が妥当であろうとする考え方である。特に活格型、能格型、対格型の

類別を重要視して研究した 2。

3. 「類型論の特性」→ 形式の統一化の拘束は必要か。3. 「類型論の特性」→ 形式の統一化の拘束は必要か。
関係類型学のように形式のみに固執したタクソノミー的な考え方ではなく、視点を変えて同じ意味

内容でも、表現形式が異なるという考え方が重要になってくる。すなわち、基準としては意味関係が

中心であり、それに対して形式の選択を行うということである。簡単に言えば、別言語に翻訳すると

きに、表現形式を変えなければいけない場合が往々にしてあるという事実がその証拠として挙げられ

る。類型論的には重要な視点である。

その一つの例をヨーロッパの言語、日本語とフィリピン・台湾諸語で対照して見てみる。

ヨーロッパの言語に見られる名詞の性である。これは、文法的な利点に注目したものであるが、基

本的には、有生（Animate）：無生（Inanimate） との人間からの外界の見方に起源がある。アフリカの

名詞分類に似ている。関係類型学では、区別があり似たような分類であるということで終わりである

が、 意味から来る形式の選択という視点からすると内容言語学の「包含事象」（Implication） という

2　 山口（1994）、石田（2016）（2019）、クリモフ（石田訳）（2016）
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観点からいろいろヴァリエーションが考えられる。すなわち、一つの意味内容を複数の形式で表現す

るということであろう。

バントゥー系の言語では複数の名詞分類が行われていて、 外界を分類しているということがわか

る。印欧語の名詞の性は、有生：無生であるかという生物と非生物の区別に焦点、注目を当て、これ

に基づいた文法説明の統一性から始まった。この現象は、一見バントゥー諸語の名詞分類と同じであ

るが、ここで大きく違いがあるのは、前者は複数のグループ分けであるのに対し、印欧語系の起源は、

2 種類の分類である。人間の目から見た外界の分類基準が異なる。前者は、外界すべてであるが、後

者は、有機物と無機物との対立から起こっているようである。そして、この分類は、文法を説明する

ためにできたもので、それを単にグループ名を付けるときに使ったのである。しかし、人類の外界の

認知の仕方を反映しているとも思われ、それを語彙の結び付きで提示する手段、文法に使ったのかも

しれない。

そこで、基準は同一であるが、異なる形式でこの有生と無声の意味基準を使っている例を種々の言

語で見てみる。そうすると名詞分類の影響から来るいろいろな形式があることがわかる。名詞分類の

基準は、関係する名詞の文法的依存により異なる文法的変化を引き起こすということである。目線を

変えれば、日本語やフィリピン・台湾諸語でも、異なる形式で暗にこの有生：無生の対立を示してい

るということである。

ⅰ）日本語の暗黙の「有生：無生」名詞分類

同じ日本語でも方言差が大きいが、共通語（関東方言）の言語現象である「いる」「ある」の違い

であり、名詞と関係する数詞である。

ア．先生が（いる。／＊ある。）　鉛筆がここに（＊いる。／ある。）

イ．先生がひとり（いる。／＊ある。）　リンゴが 3 個（＊いる。／ある。）3

ウ．バスは今ここにある。バスは、今ここにいる。

これらは、（共通）日本語では名詞の明確な名詞分類ではなく、内包的に、意味内容的に含んでい

る要素を他の文法関係の形式がその存在を指示している。特に、ウの文は、「バス」を文脈により無

生と有生とに解釈する選択である。

ⅱ）フィリピン・台湾諸語の暗黙の「有生：無生」名詞分類

一方、フィリピン・台湾諸語にも基本的に有生・無生の基準に従った文法的な形式がある。

この言語グループでは、有生と無生ということで出発したと考えられるが、人間、すなわち、名前

を持つ動物とそれ以外とカテゴリー分けがなされている。以下のような区別である。

ア．名詞の人名の冠詞　Kumain ① na ② （si / *ang） ③ Taro ④ .  （太郎④は③もう②食べた①。）

名詞の普通冠詞    Kumain ① na ② （*si / ang） ③ lalaki ④ .  （その男④は③もう②食べた①。）

イ．数詞  da-doa ① ka mahakay ②　（二人①の男②）　（ヤミ語）（人用の数詞）

a-doa ① ka kois ②、 *dadoa ka kois  （２匹①の豚②）（ヤミ語）（人以外に用いられ数詞）

3　 助数詞に関しては中国語の影響が大きいが、人を数える助数詞は、日本語独自のもののように思われる。
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　数詞に関する規則は、多くの台湾諸語では現在でも残っているが、フィリピンでは、一部の山深い

地域の言語にのみ残っていて、現代語の数詞の中に規則があったことを示す例も多く残っている 4。

ウ．3 人称代名詞 “siya” は、人に対しての指示のみに使い、その他の物（=it）の指示は指示代名詞（ito, 

iyan, iyon）（これ、それ、あれ）を使う。

　

この意味内容中心による基準が複数の文法化の形式の違う例は多数見られ、 それも言語間ではな

く、 方 言 間 で も 違 い が 見 ら れ る。 た と え ば、（1）「行 く・ 来 る」、（2）「や る・ も ら う」、（3）「使 役

vs. 他動詞」での違いである 5。

4.「整合的」（Consistent）と「分裂」（Split）という現象の意義4.「整合的」（Consistent）と「分裂」（Split）という現象の意義
関係類型学にも内容類型学（能格言語、活格言語、対格言語）にも例外、限定という追加規則がある。

すなわち、前者では、「整合的言語」（Consistent Language）：非整合的言語（Inconsistent Language）であり、

後者では分裂現象（Split）、また、「分裂－ S」（Split-S）：「流動－ S」（Fluid-S）という現象である。

「整合的言語」：「非整合的言語」は、同一類の形式の選択で、同レベルでの選択形式の同一性形式

と非同一性形式の選択を指す。重要なものの一つは人類の逃れられない運命である時間に制限される

発話の順序・語順が全体的に統一されているかどうかによって区別され、それが文法事項に影響を与

えているかどうかである。

前者の例では日本語が、O-V（目的語－動詞）言語、Adj-N、V-Aux の語順で、後者の例は、フィリピン・

台湾諸語では、V-O（動詞－目的語）言語でありながら、形容詞→名詞でも 名詞→形容詞の順でもよく、

関係節→名詞でも名詞→関係節でもよい。一方、フランス語の名詞－形容詞の語順に関しても一定の

規則はあるが、原則的には両方の語順が可能である。個々の言語の特殊性にあるかもしれない。

一方、能格言語、活格言語には「分裂現象」（Split）という意味による使い分けがある。能格言語

の「分裂現象」は、ある他動行為が完了状態、特に、3 人称等の制限によって能格構造（能格と絶対格）

が使われ、その他は「絶対格」構造や対格構造が使われるという内容的・意味的に複雑な要素にかか

わるグループ分けである。この他動性、完了状態、3 人称の意味的限定は何を意味するのであろうか。

関係類型学の場合の「整合性」に関する変化とは全く異なるものになる。

一方、活格言語では、「分裂－ S」（Split-S）と「流動－ S」（Fluid-S）という二つの形式があり、特に、

流動－ S は、自動詞の格は話者が決定する。すなわち、どんな自動詞でも、主語を動作主にするか被

動者にするかは話者が決めることができ、動作主の表示が意志または制御の度合を、また被動者の表

示が意志または制御のなさ、さらには話者の側の被害意識や同情を示すことにもなる。ただ、この違

いは、分類のためであり、それ以上に必要なのは意味内容に関する詳細な理論付である 6。

4　 森口（1975）
5　 森口（1977）（1995）
6　 Dixon（1994）本論で議論する部分を単にグループ分けしたに過ぎないのかもしれない。
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II. 類型の裏にあるもの：注目、視点と社会的発達II. 類型の裏にあるもの：注目、視点と社会的発達
→　類型論の人類学的解釈→　類型論の人類学的解釈

そこで、素朴な疑問が起こって来る。「各種の類型の起源、発生理由は何なのであろうか？」多分、

この疑問に対しては関係類型学からの答えは出て来ないように思われる。また、「分裂現象」が何を

物語っているのかも知りたい。そうなると言語の類型と人類の文化・生業・発達歴史との関係がある

のではないかと予測される。

ⅰ）古人類学から見た人類の発達

ここで、人類（霊長類）の発達（古人類学）と言語の類型との間に何らかの相互関係が存在するか

を考えてみる。

人類の歴史は自然人類史の観点から以下のように明らかにされている 7。

【弱い動物】【弱い動物】

1. 初期猿人（Ardipithecus）1. 初期猿人（Ardipithecus）（580 万年前～ 440 万年前）

樹上生活のために木の実、果物を採集して食べる。そのために何が有用であるかに注目し見極める。

肉食動物に食べられる危険があるが、樹上生活なのでその可能性は低い。（「ある」というものを分類

することが重要な時代である。）

2. 猿人（Australopithecus）2. 猿人（Australopithecus）（400 万年前～ 200 万年前）

地球環境の変化から草原に追い出されて 2 足歩行の地上での生活が始まり、 肉食動物に食べられ

る可能性が非常に高くなる。一方、肉食動物の食べ残りの採集から肉食を始める、特に、動物の “ お

こぼれ ” の死んだ肉と骨（骨髄）を食べる。骨髄を取り出すために、石器を使い、その結果、親指が

発達する。彼らにとってすべてが「ある」であるがその中には “ いた ”（＝「いる」から「ある」）に

注目する。そして、危険を察知して逃げて生き残るためには、「いる」に焦点が移る。「心ここにあら

ざれば見れども見えず聞けども聞けず」は、死を意味する。

【強い動物】【強い動物】

3. 原人（Homo erectus）3. 原人（Homo erectus）（230 万年前～ 150 万年前）

人類は棍棒、手斧（Hand axe）、槍等を使い、盛んに狩猟を行う。この時点で有生と無生の対立を

見極め、食料としての “ 生きて「いる」” 動物を殺すと動物は “ 死ぬ ” という「ある」状態に変化し、

肉になる。                           

4. 旧人（Homo Heidelbergensis, Kabwe）4. 旧人（Homo Heidelbergensis, Kabwe）（50 万年前～４万年前）

2 足歩行で道具を使っての狩猟により盛んに肉食をしていた。その結果による音声器官と脳の拡大

が起こり言語の発生へと人類の肉体的準備が出来つつある。人類は猟をした結果の肉を食べ、肉体的

に頑強になり、直立姿勢により次第に口腔、咽頭、喉頭が広がり、脳が拡大した。

5. 新人（Homo sapiens）5. 新人（Homo sapiens）（20 万年前～）

発達した言語能力を使い、残っていた他の人類を駆逐する。火の使用により食物が柔らかくなった

のと直立している時間が増大したことにより音声を発するのに都合の良い音声器官と脳領域の拡大と

7　 馬場（2015）
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なった。その後、放浪狩猟生活から定着化した（栽培）農業生活に移行して行った。時代が変遷する

と人類としての「心」表現方法が発達した。

すべての動物は食物を見極めて、敵対者の動きに反応する行動に対応するきっかけとなる「注目・

焦点」という能力を必ず動物として保持している。動物である人類は当初から動物としての「注目、

焦点」という能力を必ず持っている。それに加えて生活の変化に伴い重要な能力を発達させたのであ

る。

ⅱ）言語類型と人類の歴史　

人間の感覚器官で感知されるのは、「存在」、「状態」、「移動」、「変化」、「停止」等であり、そして、

それに能動的な「働きかけ」をする能力もある。人は、それらの行動・変化に「注目・焦点を当てる」

という行動を起こす。言い換えれば、不動のものには、「存在」（＝ある）、生きているものには、「状態」

（＝いる）、成長する「変化」（＝なる）のような分類をして、それらに対しての「働きかけ」（Action）

（＝する）によりそれを「変化」（＝なる）させるということが可能になった。目の前に広がる世界に

焦点を当て、感知して生きるために食料を得なければいけない人類としての必要な行為である。

人類は、 自然変化の結果の熟れた植物の実等を得る採集（第 1 の採集） のための外界の分類を行

うことでその歴史が始まる。 環境変化の結果の 2 足歩行後に熟れた植物の実等（なる） に加えて肉

食動物の獲物の残りをあさって収穫する。「ある」と「いた」＝（ある）との分類の時代である。第

2 の「採集」時代である。しかし、他の肉食動物からの脅威があり、「いる」＝（肉食）動物を区別

する必要がある。すなわち、有生と無生の区別の必要性が発生する。その結果が「活格言語」（Active 

language） に発達したと考えられる。 それゆえに、 これらの現象は、 前述の活格言語の「分裂－ S」

と「流動－ S」という分類に引き継がれる。

第 3、4 の時代の段階で、狩猟民が生き物を攻撃して死に追いやり、そして、食物にする。かつて

の人類とは逆に脅威に感じていた肉食動物の立場になる。動物を殺すということを行い、それを死に

追いやり、食物にするという行為の結果が問題になる。これは能格言語、特に「分裂現象」の特徴と

同じである。行為をし（能格）＋　停止（完了させ）＋　肉（ある）（絶対格）にするという行為と

獲物（＝ 3 人称）に「注目」した「絶対格」と「能格」が考えられる。いわば。「いる」の獲物を「い

た」にし、「ある」に変化させるのである。また、最後の「新人」の時代になってからの人類は、定

着化して（栽培）農業を行う。ある行為をすることにより植物が大きくなり食べ物になるという使役

的・他動的な言語形式である。「する」ことにより何かが成長する＝「なる」という行為の言語化で

ある。そして、働きかけと変化と「注目・焦点」という観点を大幅に言語の形式に取り入れたのが、「対

格言語」になると推定される。このような類型の存在は、言語規則の発展が人間の認知形式と生業形

式に対する「注目・焦点」行動に起因しているように思われる。また、人類が発達すると行為主体（活

格）的表現にそれの客観的な表現に加えて主観的な表現形式、「心」というものの表現形式に発達し、

意見や事実の評価などを言語化するようになったのであろう。進化の過程で人間が最終的に得たもの

が「心」の表現であろう。これを表現する言語的な類型として考えられる形式もある。

ⅲ）人類の進化と言語の特徴

動物の重要な武器・盾となる「注目・焦点」を発展させ、言語的なものに応用したものが、文法に

おける「語順トピック」、「有生・無生」、「活格」、「絶対格」、「能格」、「対格」、「フォーカス主題」、「主語」

であろう。一つの名詞句を文の中での順番を入れ替え強調した「語順トピック」、「有生・無生」に基

づいた「活格」・「絶対格」、生き物を殺し食物にするということに注目した「能格」と「絶対格」、文
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章の流れの中で「注目・焦点」した名詞句とその格構成に焦点を当てた「フォーカス主題」、単文を

構成する中心的な役割を果たす動詞を形成する認知項目の一つに注目した「主語」という見方が出来

る。その後の形式化がおこるのが、「心」の表現である。

そこで、この人類の進化と言語の特徴を言語の類型の形式にあてはめてまとめてみよう。

【弱い動物】【弱い動物】

1. 初期猿人（Ardipithecus）1. 初期猿人（Ardipithecus）

植物採集のみで、「ある」ものを捜すという目的のために分類が重要な時代である。「名詞分類」の

発生。　　　　　　　　　　

2. 猿人（Australopithecus）2. 猿人（Australopithecus）

草原に出て肉食動物に食べられる可能性があるが、動物の残り物から肉食を始める。採集物（動物

のおこぼれ；脊髄 ; 親指の発達）の分類とともに肉食動物に食べられるという危険から有機類と無機

類という基準で外界の分類が必要になる。すべてが無生「いた」と「ある」（不活格性）である。しかし、

肉食動物から逃げるために有生「いる」（活格性）に焦点が移る。「有生：無生」の対立の萌芽が起こ

る 8。

【強い動物】

3. 原人（Homo erectus）3. 原人（Homo erectus）

狩猟が盛んになったことにより有生：無生＝「いる：ある」文法性が起こり、それを形式化して「活

格：不活格」タイプ＝活格言語に近くなる。

4. 旧人（Homo Heidelbergensis）4. 旧人（Homo Heidelbergensis）

多くの道具を獲得した後、 肉食の発達（有生を無生にして食物にする） のための猟を始める。 そ

の際には、絶えず 2 足歩行を行う。その結果、音声器官が発達する。人類の対象物；獲物（「絶対格」）

に 対 す る「行 為（action） ＋ 完 了（perfect）+ 状 態（stative）」 と い う あ る 行 為 を し、「す る」（能 格）

の結果の生（「いる」）から死への変化（＝いた）とその後の食物を意味する肉＝「ある」の状態に変

化することが重要になる。これが能格性であろう。活格性の中でもこの能格性の要素に注目した言語

が「能格言語」である。

5. 新人（Homo sapiens）5. 新人（Homo sapiens）

音声の完全な獲得により次第に言語を獲得し、他の人類を駆逐していくと同時に定着化して、作業・

仕事をし（する）、その結果、もの＝食べ物が増える（なる）。「する」と「なる」、すなわち、作業（使

役行動）により植物を栽培するという農業を開始する。栽培農業という「するとなる」、使役・他動

行為をした結果の「なる」の他動詞的表現から「対格言語」になる。その後に「心」の表現形式が加

わる。

8　 「活格性」＝ Active； 「不活格性」＝ Stative（=Inactive）
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1 ～ 5 の人類史と言語の類型の発生を考えて図示すれば以下のように推定される。

  

1 の木の上で食べ物を捜す時代から「名詞分類」 が起こり、2 の時代で、 草原へ出て「いた」（有

生の無生化）と「ある」（無生）の感知と肉食動物から逃げるために、「いる」に焦点を当て始める。

3 で「いる・ある」の言語、「活格言語」への発達、4 で、狩猟とその結果の肉、「する」、「した」か

ら「ある」への「能格言語」、その後、5a で別の文化・社会形式に移行した後に、栽培農業、「する」

と「なる」になり、対格性の勃興の後、5b で「心」の表現のような流れとなる。　

しかし、上記の人類発達の歴史の流れと言語類型との関係を時間的に同期させることは不可能であ

る。それは、言語の発生は「旧人」時代の終わりないしは「新人」時代の初めであり、完全に自分の

ものにしたのはたかだか 10 万年前であり、それまでの起源となった人類の発達へと遡れない。しか

し、世界では同じように人類が分散して同じ変化をし、同じ生活をしていたとは考えられない。世界

中、同じように発達して来たわけではない。各地に人類がそれぞれの発達の段階に従って生活してい

た。逆に、世界各地に分散した後に外的な影響力でそれぞれの段階にとどまり、昔の生活方法を保持

し、それ以降人類の社会的な発展がなくても快適な生活を継続している人類も多くいた。言語発生の

時点でどの段階にいたということが問題で、その結果、言語の多様な類型が出てきたのだろうと考え

られる。それゆえにバラバラなのである。歴史的な変化が違う、種々の生活方法が世界各地に残って

いたということが原因なのであろう。

一方、人類の進化によりある類型から別の類型が発達したという仮定が正しいとすると、各類型が

独立して存在して残っているのではなく、前段階の類型をも含めて変化して行ったと想像される。そ

うなると、新しい類型の中に古い時代からの形式から同じ内容・意味を表現する新しい形式が発達し

ていったとも考えられる。言語形式の歴史的に認められる意味表現が別形式で現代の言語に残ってい

るのではないかということである。言い換えれば、対格言語の中に能格性、活格性、「心」の表現が

別形式で残っているのではないかという推測である。

ところで、森口（1975）（2005）で「フォーカス主題」「主語」の「注目、焦点」という観点から

対格言語の日本語、フィリピン台湾諸語、ヨーロッパ諸語の対照を行ったが、これらの言語の対照の

結果から考えるといずれの言語にも基準と矛盾する例と形式がある。これらの例の分析から対格言語

での新しい能格的形式、活格的形式が起こり、それらと共に「心」に関する類型が別形式で発展して

いったのではないかと予想される。本論は、それらの新しい手法を示唆するような言語形式を追及す

る課題の解決に向けての類型論的な試論である。

(1の時代)(1の時代)

① 名詞分類 

（ある）

(2の時代)(2の時代)

②有生・無生

（いた(＝ある)：ある）

(4の時代)(4の時代)

④能格言語

（いる→する、した→ある）

(3の時代)(3の時代)

③活格言語

（いる：ある）

(5aの時代)(5aの時代)

⑤対格言語

（する：なる）

(5bの時代)(5bの時代)

⑥「こころ」導入言語形式→ →

→

→→
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III. 日本語とフィリピン・台湾諸語の「主語」と「フォーカス主題」；III. 日本語とフィリピン・台湾諸語の「主語」と「フォーカス主題」；
「格助詞」、「係助詞」と「受動態」「格助詞」、「係助詞」と「受動態」

　

森口（1975）（2005）等で日本語とフィリピン・台湾諸語における「主語」「フォーカス主題」に

ついて論じた。これらの言語現象はともに人間の動物としての能力の「注目、焦点」という観点から

それを表現する形式を追及したものである。

「主語」は、認知的なものを表現する単文の中心である動詞の成立のためにどの行為者、対象物等

に「注目・焦点」しているかが問題となり、「フォーカス主題」は、文章・内容の流れの中で一つの

名詞句と格に注目して出来上がった文法事項である。前者は、日本語では選択された名詞に「主語」

の格助詞 “ が ” が付加され、それと共に動詞が作りあげられる。フィリピン・台湾諸語では、「主語」

選択は、感知した行動を表現する動詞語根とそれに付加される接辞の選択により動詞が決定されるこ

とを論じた。一方、後者は、日本語では「格助詞」への「係助詞」“ は ” の置換、追加で表現される

のに対し、フィリピン・台湾諸語の「フォーカス主題」の取り出しと動詞の変化＝受動態を選択して

いて、ヨーロッパの言語にも見られる「主語」（フォーカス主題）選択と動詞の形態の変化が問題で

ある受動態と基本的に同じ形式であることがわかった。

まとめれば、以下のようになる。

‐「注目・焦点」

1. 行動等の認知から来る単文における動詞化に関する「注目・焦点」→「主語」

2. 文章の中での格関係に関する「注目・焦点」→「フォーカス主題」

‐ 日本語

1.「主語」認知により「格助詞」“ が ” の付加と動詞化→動詞の選択／（接辞の選択）

2.「フォーカス主題」格付きの名詞句の選択 →「係助詞」“ は ” の置換と付加　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ フィリピン・台湾諸語

1.「主語」の認知における単文を構成する動詞変化 →　動詞語根と接辞の選択 / 別動詞

2.「フォーカス主題」：文章中の格付きの名詞句の選択 →「フォーカス主題」

→　冠詞の付加・交換＋動詞の接辞の選択→受動態

　　　　　

IV.  日本語の受け身――「被害」、「敬意」と「伝聞」の受け身とは？IV.  日本語の受け身――「被害」、「敬意」と「伝聞」の受け身とは？
 

III. で見てきたようにフィリピン・台湾諸語の「フォーカス主題」システムとヨーロッパの「受動態」

は「フォーカス主題」の取りだしと動詞の対応という原理から発展したと考えられる。しかし、日本

語は同じ原理ではあるが、名詞句の「フォーカス主題」の選択と「係助詞」の置換・付加という原理

だけで、それに伴う動詞に対する操作がない形式で発展したと考えられる。そうすると、日本語で良

く言われている「受動態」は、全く異なる別種類の言語規則であると推測される。

ⅰ）「恩恵」、「敬意」と「伝聞」の３表現

日本語の場合は、英語のように「能動態」の動詞から文章などの流れの「注目・焦点」により「受
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動態」への変化ではなく、自動詞でも他動詞でも形成され、それに加えて必ず何らかの付加的な意味

を持つ。それが、「被害の受け身表現」（1・2）、「敬意表現」（3）と「伝聞表現」（4）である。

1．（私は、）鹿に大事なおからを食べられた。

（私は、）親父にあの世に行かれた。

2．子供がガキ大将にたたかれた。

ガキ大将にたたかれた。

3．天皇は／におかれましては、神社に詣でられました。

先生は、お神酒を飲まれましたか。 （cf. 可能： お神酒が飲めましたか。）

4．駅前で盆踊りが踊られた。

（cf. 皆が、盆踊りを踊った。： 同族目的語動詞）

　

これらの日本語の受動態の特徴は、形式は一見してヨーロッパの言語の受動態の形式をとっている

が、大きな違いは、前述のように他動詞のみに変化が起こるのではなく、自動詞・他動詞両方に対し

て同様の変化が起こる。その上に、「被害」、「敬意」、「伝聞」等の意味も加わる。このように、一定の「情

緒」・「心」・「心情」的な意味が付加されるという事である。　　　　　　

一方、似たような意味を付加するという表現として、「恩恵表現・行為の精神的な授受表現（「恩恵・

利益表現）」のような「心」的表現もある。

「紹介状を書いてやる」、「紹介状を書いてもらう」

という表現は、英語、フィリピン・台湾諸語には見られない形式の「連用接続・―て」形式（＝連続動詞）

（Serialverb）である。二つの動詞が連続して結びつけられるという言語形式である。動詞が二つある

ということは、二つの単文の結合、複合した結果と考えられる。そこで「恩恵」形式を意味的に考え

ると、ある単文を目的語とする抽象的な意味を表現する複文ではないかと考えられる。構造的に言え

ば「単文」が埋め込まれた意味構造＝階層的意味構造の複文形式を考えれば分析可能になる。発話時

は、主節の主語「私」等とそれに対する「心」的要素が省略された形になったと考えられる

［私が［あなたが紹介状を書く］をあなたに／から［＋恩恵］貰う。］9

→ 私があなたに紹介状を書いてもらう。［恩恵表現］

この形式をみてみると活格的な表現を状態、不活格的にして感情を表現するのではないかと考えられ

る。

一方、Austin（1962）、Ross（1970）は、「行為遂行分析」（Performative Analysis）という手法を考え、

その基準は、発話することにより、ある別の行為をしているという論文である。前述の日本語で似た

ような形式を考えると「恩恵」表現となる。その特徴は、表現を一定の複文の「心」的行為を行うと

いうことである。内容・意味を埋め込み構造で表現し、「連用接続・―て」形式（＝連続動詞）にして、

その一部の「心」の部分を消去するという手法である。

9　 ［＋恩恵］等の表示は、抽象的な「心」的要素を示す。
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ただ、これらの「心」の表現の解釈は、1 ～ 4 のように主語や目的語により「心」的表現内容が判

断されるようである。今後の研究の課題である。　

ⅱ）「被害の受け身」「敬意」「可能」

そうすると日本語の「被害の受け身」も単文を埋め込んだ複文形式にして、「心」の中の部分が消

去されることにより、「心」の中の「被害」を表現する文形式が出来上がったのではないかと推定さ

れる。日本語の「被害の受け身」は、ヨーロッパの言語のような単文の問題ではなく、複文、埋め込

み文の問題で、「心」の中からの表現を言語化するのである。

父に死なれる。→［［父が死ぬ］ことが私を［＋害］する］］

→［［父が死ぬ」ことにより私が［＋害］される。］］　

という複文を受け身の形にした表現と考えられる。

また、同じ規則をあてはめると「敬意」表現は、従属節の動詞を受身形にして、敬意を表する主節

の主語――――一人称――――、 話し手を消去するということになる。 この形式は、「文化的な背景」 の影響

を受けてもいるようである。

「先生が行かれる。」→［［先生に（関して）私が［先生が行く］をを［＋敬意］する］］

→（先生に（関して）「先生が行く行く」がが私によって［＋敬意］されるされる）

また、別の例としては、可能の表現でも

　

［我々は、［我々が、今、この景色をを見る］ことが出来る。］

＝［我々は、今、この景色がが見られる。］

となる。活格的な表現を複文の構造から心的状態表現＝不活格的にして、従属節の主語を「絶対格」

（＝主格）にし、能力を持つ主語を消去するということになる。これらの同じ形式と考えられる文が

異なる「心」等の意味を加えるのは、1. 主節の「心」に関する動詞の種類と主節における格関係、2．

主語の種類、3. 動詞の「意味」、4．文脈で決定されるようであるが、紙面の都合上、詳細な分析は、

省略する。

フィリピン・台湾諸語の「フォーカス主題」と動詞の変化という形式は、ヨーロッパの言語の「受

動態」と形式としては同じものと考えられる。しかし、日本語の場合は、助詞という形式を駆使して

表現し、使わなかった動詞変化、受動態――――主語の変化と受け身の助動詞を加える――――という形式を

複文構造に使い「心」を表現しているようである。　　　　

V. 奇妙な「主語」、「フォーカス主題」とV. 奇妙な「主語」、「フォーカス主題」と
類型論の「能格言語、活格言語」性と「対格言語」類型論の「能格言語、活格言語」性と「対格言語」

ⅰ）日本語の場合

次に問題になるのが、III の原則が当てはまらない日本語の「主語」とフィリピン・台湾諸語「フオー
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カス主題」の問題である。

日本語の場合は、Ⓐ：複合動詞（連続動詞（Serialverb ＝「連用接続／―て」形式））の文、Ⓑ：単

文では情緒動詞に分類される動詞（形容動詞）とⒸ：ある種の助動詞が付加された情緒動詞や可能動

詞、状態動詞といわれている形式が使われる際に III で述べた原則からすると外れていて、一見例外

と思われる奇妙な「主語」の例が多くある。しかし、「連用接続・― て」形式（＝連続動詞）を埋め

込み構造で意味を分析して、構造を考えると、Ⓐの例外的に見える特別な日本語の「主語」の説明も

出来ると考えられる。また、ⒷⒸの動詞表現は、共通して一定の意味の助動詞・形容動詞に限定出来

ることがわかる。完了と状態 = 動きの停止、可能、好き嫌いといういわば状態性、「情緒動詞」とい

う基準に基づいていて、共通の意味は、すべて状態を表現する不活格性（状態性）である。

Ⓐ

「主語」として「絶対格」／不活格の形式が残ると考えられ文がある。古い形式の類型の表現が残っ

ている。能格性と不活格性である。　

1. 豚ががそこに／ *? そこで死んでいる。（状態）（＝有生）、豚ををそこで殺している。（行為継続）

晩御飯のために豚ががそこに／ * そこで殺してある。（行為、完了、状態、）（能格的）

（＝他動による活格→完了→不活格）

2. ある人がポスターををそこに / そこで貼っている。（行為継続）

ポスターががそこに／ * そこで貼ってある。（行為、完了、状態）（能格的）

（＝他動による活格→完了→不活格）

3. 知らないうちにそこに／ * そこでネジががもう入っている。（活格→不活格）　　

ネジをを（今）そこに／そこで入れている。　　　　　　（行為継続）　　

ネジがが（もう）そこに／ * そこで入れてある。（能格的）（＝他動による活格→完了→不活格）

先に述べたように他動行動により生きている動物（いる）を殺し（＝他動、活格的→完了→不活格）、

肉という塊（ある）（不活格）にするということに注目して、一種の活格的な動物を不活格的にする

という意味が能格形式だとすると、やはり日本語にも能格形式が残っている。

　

晩御飯のために豚が（そこに／ * そこで）殺してある。（他動→完了→不活化）（能格的）

［［晩御飯のためにそこで豚を殺し］て、［（殺した）豚（肉）がそこにある］］

ポスターがそこに貼ってある。（他動→完了→不活化・状態）（能格的）

［［ポスターをそこに貼る］て、［ポスターがそこにある。］］

となり、 これも能格的な表現を埋め込み型の意味構造にして、 それを連続動詞の形式で表現したの

である。埋め込み文＝従属節の主語は、後半で「絶対格」になっていることを示している。また、「*

そこで」ではなくて、「そこに」という副詞の違いも絶対動詞としてこの「ある」は使われているの

であろう。一方、能格＝行為者を同時に表現しようとすることは日本語では不可能のように思われる。

Ⓑ

以下の 4 と 5 の文は、情緒状態を表す文である。意味的には、活格言語における無標的（Unmarked）
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な「絶対格」を持つ文である。活格動詞と絶対動詞の中間に来る「情緒動詞」に相当する。単文で、

以下のようなグループの例がある。日本語では「形容動詞」といわれる品詞と願望、可能を表現する

助動詞である。

まず、4 を見てみよう。

4．私（にとって）は犬がが嫌いだ。　　 （不活格的）（状態） ；犬をを嫌う。（活格的）

私（にとって）はこの辛さががいやだ。（不活格的）（状態） ；辛さをを厭う。（活格的）

私（にとって）はリンゴがが好きだ。 （不活格的）（状態） ；リンゴをを好む。（活格的）　

好き・嫌いの特徴の一つは、

私（にとって）は犬が嫌い（な［＋動物］）だ。（＝である）（断言、状態＝不活化）

→［［犬が］［私が嫌う［＋動物］］だ／である］　（擬似分裂文）

という意味を表現する強調構文である。これは、以下に述べるように構造的に擬似分裂文（Pseudo-Cleft 

Sentence）的な分析でも主語の「が」については説明がつく。

ところで、トピックという表現は行為状態等をそのまま活格的に表現しているのではなく、文章的

な指示または報告、断定であり、「注目、焦点」などを表現する手段であり、報告、伝聞という形式

を持つ。それゆえ、トピック的な文は不活格的な表現となる。その証拠には、この形式は、フィリピ

ン・台湾諸語では、「フォーカス主題」の基本となる。VI で示すように擬似分裂文で、格付きの名詞

が取り出されて、「フォーカス主題」が無標の「絶対格」となる。しかし、日本語の場合この主語が「絶

対格」であるということはⒷの例文だけではわからないが、後述のⒸの助動詞を使った文から「絶対

格」であることがわかる。

4 ではやはり埋め込み構造で、それが不活・状態＝「ある」である一定の品詞・形容動詞の場合に

は意味的には「絶対格」になるという古い文法形式があてはめられているようにも思われる。日本語

には「絶対格」がないので、「主語」を使うのであろう。古い形式が対格言語にも残っているように

思われる。

Ⓒ　

Ⓑでの対象物が、「絶対格」になると解釈できるという証拠は、次のような可能、願望等の助動詞

が付加される場合にも見られる。文としては、「状態」＝不活格を示している。

　

5．私（に）は、リンゴがが食べたい（状態）（である）（不活格的）：リンゴをを食べる。（活格的）

私（に）は、山がが見える。（状態）（である） （不活格的）：山をを見る。（活格的）

私（に）（は）、酒がが飲める。（状態）（である）（不活格的）：酒をを飲む。（活格的）　　　

［私（にとって）は［私がリンゴを食べる］たい（状態）（である）］（不活格的）

→　［［リンゴが］［［（私が）食べる［たい］］（食べ物）］である。］（擬似分裂文）

Ⓑの「私（にとって）はリンゴがが好きだ。」は、活格表現「リンゴをを食べる」に対しての不活格の

状態表現と「絶対格」のリンゴとの結び付きである一つの証拠となる。それに「＊彼は／が食べたい。」
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という発話がないことからも普通は「主観的な心を持つ」“ 私 ” という部分が省略されている。

この他に、「字が読める」（状態）（不活格的）；「字を読む」（活格）；山が見える（不活格的）：山を

見る（活格的）等の対立は、「強調構文」（＝擬似分裂文）という形式で活格表現から不活格表現へと

意味の変換を行うのである。その文を操作し、関係部分を消去して、活格から不活格への処置と「絶

対格」への移行を行うのである。その擬似分裂文の形式で使われる “ が ” を日本語の場合は「絶対格」

という格がないために使うのである。

　

ⅱ）タガログ語（フィリピン・台湾諸語）の場合

一方、タガログ語には、IV、V ‐ ⅰ）であげた原理で説明できない「フォーカス主題」がある。タ

ガログ語やその他のフィリピン・台湾諸語には「動詞連続」という形式はなく、また「受動態」は「フォー

カス主題」に使われているので、日本語のような使い方はできない。しかし、フィリピン・台湾諸語

では日本語にはない「擬似動詞」（Pseudoverb） と呼ばれている動詞的であるがアスペクトの変化がな

い「動詞」と「ma-」といういくつかの品詞を作り上げる状態を表す接辞がある。これらは、「フォー

カス主題」規則からいうと例外的な使い方をする。特に、後者には、品詞により動詞的な変化がある

ものとないものがあり、動詞的な使い方の場合には前述の「フォーカス主題」規則に合わない。

また、日本語は、所有の表現は「ある」の方が自然で、（東京に家がある。東京に家を？ ？持つ。／持っ

ている。）また、「－た」という形式も時制ではなく、アスペクトが基本だと思われるところも「活格

言語」の残存とも思える。以下のタガログ語の例でもこの点が関係し、やはり「擬似動詞」に「活格

言語」の面影を残している。

1. 擬似動詞（Pseudoverb）　（アスペクト変化なし）10

Ⓐ「フォーカスの不定」（may）　（不定化、伝聞）（フォーカス上昇）

may の単文的な使用法は、「ある・持つ」という意味を持ち、前述の活格言語の特徴を保持している。

このグループの言語は、「ある」と「持つ」との区別がない。

一方、文章と関係すると以下のようになる。

May ① trabaho ② si Juan ③ . （Juan 氏は③仕事が②ある／った①。）

May ginawawa ① ang Amerikano ② . （何かが、アメリカ人によって②なされた①。）不活格化

Ginagawa ① ng Amerikano ② iyon ③ .　（それは③、アメリカ人によって②なされた①。）活格 11

may というアスペクト変化のない「擬似動詞」 が使われると不定、 または、 伝聞的な意味になり

状態を表現する。そして、文法的には、「主題」である名詞が不定の場合には「主題」ではない名詞

が「上昇」して「主題」になる。これも、伝聞的な表現となり、「主題」であるが、「絶対格」が変わっ

たものだとも考えられる。

 

10　 1972 年頃に機会があって山口厳氏のお宅を訪れたことがあった。その時、筆者のタガログ語についての修論に
関する話題が出て、同氏は絶えず有標（Marked）と無標（Unmarked）という基準で話を進めて行った。当時、クリモ
フについての研究を開始していたかは不明である。 
11　 ［ng=nang［naŋ］］＝［－ Focus］；ang ＝［＋ Focus］
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Ⓑ  願望、好み（Gusto）（不活格的）

ア．Gusto ① ni Pedro ② ng titser ③ .（ペドロは②、先生と（いう職業） ③が好きだ①。）

イ．Gusto ① ni Pedro ② ang titser ③ .（ペドロは②、その先生③が好きだ①。）

という意味の違いがあるが、好きな主体の Pedro は、［－ Focus］になっていて、文法上は対象物の「先

生」が、「フォーカス主題」＝［+Focus］＝ ang でも［-Focus］＝ ng［nang］でも良いということは、

「絶対格」の形式を有していると考えられる。

ウ．Gusto ① na-ng ② k-um-ain ③ ng bata ④ .

（子供④は、食べることが③好きである①。）（不活格的）

エ． Nagkaka-gusto ① na-ng ② kumain ③ ang bata ④ .

（その子供は④、食べる事が③好きである①。）（活格的）（動詞）

この対象物が「絶対格」的な文法構成になっているのは、「擬似動詞」といわれている ayaw（きらい）、

dapat（必要がある）、kailangan（必要がある）、ibig（好き）等の状態を表現するいわゆる「状態動詞」、

「情緒動詞」で、古い活格言語の「絶対格」の形式が残っているように思われる。

これらの「状態動詞」、「情緒動詞」の特徴は、いわゆる主体を表す名詞は［-Focus］になりその対

象物が意味により［+Focus］、［-Focus］でも表現される。（ア、イ、ウ、エの文）これも「状態」を示

す不活格動詞の「絶対格」の要素が対格言語に残り、「フォーカス主題」との組み合わせで出来上がっ

たものと考えられる。擬似動詞の特徴は、動詞的な時制の変化がなく状態を示しているとともに冠詞

の選択は文脈による「フォーカス主題」の原理に従っているのもその特徴である。「好きである」と

完了の「好きだった」の区別はなく、副詞（小詞）で区別を表現しなければいけない。

日本語、フィリピン・台湾諸語の形式も、英語の methinks（「私には ... と思われる」）、古い与格主

体的な言い方という非人称形式と似通っているが、 前者のグループには非人称形式がない。 英語の

methinks の主体が「与格」であるという形を考えるとその並行性がわかり、同じように状態動詞の「絶

対格」が残っているのであろう。この型式は、Dixon（1994）の流動－ S の形式であるようにも思わ

れる 12。

2. 動詞接辞　ma-   

Ⓐ　不変化接辞　（アスペクト変化なし）

①ア．Maganda ① ang babae ② .（その女性は②、美しい①。）（アスペクトの変化なし、形容詞）

イ．Makuwarto ① si Juan ② . （フワン（氏）は②、お金①を多く持っている。）

（アスペクトの変化なし）、形容詞）

接辞 ma- の場合には、 以下の②のように動詞接辞としての変化をする形式がある一方、 ①の接辞

としては、動詞としてのアスペクトの変化がない形容詞（＝状態）を形作る。

12　 接辞 maka- が付加された動詞はアスペクトの変化を表現する。：nagkaka-（未完了）
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ma- という接辞は、文法的には 2 種（①、②）、意味的には 3 種（ア、イ、ウ）の役割を持つ。第

一のグループ①は、形容詞につく ma- である。これは、アスペクトの変化がない。このグループには、

もうひとつの形容詞的な接辞、①―イがあり、ただ違う所は、名詞の語根について、量が多い、頻繁

に行われるという意味が付加される。①は、接辞の変化がない形容詞（＝状態）である。一方、第 2

のグループの②は、動詞として機能するもので、これは、アスペクトの変化がある。　　　

以下の②のような特殊な「フォーカス主題」と思われる形式も日本語と同じような状態性という基

準で統合されているように思われる。

　Ⓑ　動詞接辞　ma- 可能・状態 （不活格的）と maka- 可能（活格的）（アスペクト変化あり））

②ウ．Na-kita ① ko ② ang simbahan ③ .（（私に） ②教会が③見えた①。）（状態、不活格的）

エ．Naka-kita ① ako ② ng simbahan ③ .（私は②教会を③見ることが出来た。 ①）（可能、活格的）13

ウの文は、日本語の訳からわかるように「焦点」を当てていない、眼前に広がっているような意味

を表現していて、主体ではなく対象物：（教会）が「フォーカス主題」［＋ Focus］（ang）になっている。

エの文は、「焦点」が当たっている能動行為の可能を意味していて、主体の人間が [+Focus]=“ako” になっ

ている。

前述の特殊と思われる表現形式は、すべて「状態」＝不活的な意味に関係するものである。そのこ

とを考えると活格性：不活格性の対立とそこでの「絶対格」の存在が予感される。

これらの奇妙なフィリピン・台湾諸語の「フォーカス主題」や日本語の「主語」は、古い形式の「活格：

不活格」形式と「能格形式」が形を変えて対格言語に残り、日本語では、「絶対格」は、「主語」や「フォー

カス主題」で表現され、フィリピン・台湾諸語では、「擬似動詞」と接辞 ma- で、「絶対格」を「フォー

カス主題」として表現しているようである 14。

以上のように、対格言語での「主語」「フォーカス主題」の例外例について議論してきたが、言語

が異なるが、不活格の似たような意味の状態表現の文は、特殊な「主語」、「フォーカス主題」の使い

方がなされているのに気が付く。特に、日本語では埋め込み構造の形で意味の基本を表現し、それを「連

続動詞」「擬似分裂文」等で表現する一方、タガログ語では、「擬似動詞」のような意味的には状態を

表現し、活格的な文を状態という不活格な表現にする形式と状態を表す接辞 ma- で表現する方法があ

る。

しかしながら、フィリピン・台湾諸語での「敬意」の表現は、別の接辞――“――“maki-”,  “paki-”――――を使っ

て表すとともに、能格的な形式は存在しないようである。　

ヨーロッパの言語にも、 活格言語と関係あるかと思われる形式が多く残っているとみられる。 例

えば、活動態・不活動態や意志的動詞・非意志的動詞の形態的区別の痕跡があり、動詞の項が「主語」

以外をとる言い方としては、例えば英語の methinks である。

13　 t-um-ingin, tingn-an（look at）;  Tumingin ako ng simbahan： 教会を（じっと）見る。（活格的、行為）。na-, 
naka- = 完了形。
14　 現在のところフィリピン・台湾諸語では真の意味の「能格構造」の存在は認められない。
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VI.  「絶対格」「主語」「フォーカス主題」の歴史的な変遷VI.  「絶対格」「主語」「フォーカス主題」の歴史的な変遷

言語の類型には、現在のところ「活格言語」「能格言語」「対格言語」の３種類があるとされている。

しかし、前述のように「能格言語」は「活格言語」を使用する狩猟民に発達した言語であるとすると

この形式は文化的な特殊な発展と考えられる。そこで、議論の中心になるのは「活格言語」と「対格

言語」との２種類の類型の問題である。

上記の V ‐ ⅰ）— ⒷとⒸやこれまでの議論から「対格」言語の単文では「主語」であっても、何

らかの状態的な表現にはその規則が当てはまらず、それはかつての「絶対格」が保存されているから

であろうと推測した。特に、活格動詞表現の状態性化・不活格性化するという形式の中でも注目され

るのが「主題化」 である。 後には、「対格言語」 の不活格的表現である「擬似分裂文」 へと変化し、

単文形式の活格表現の「能動態」に変わり、それがまた、単文形式の不活化表現になる「受動態」に

変わっていったという複雑な変化をたどったと推定される。それが、以下で示すタガログ語の例であ

ろう。

日本語の「リンゴは、私が食べた。」という文をタガログ語に翻訳すると、基本的、一般的には

Ang ① mansanas ② ang ③ k-in-ain ④ ko ⑤ .

（リンゴ②は、 ①私によって⑤食べ（られ）た④ （もの）である。）

であり、すべての格の取り出しが可能である。もう一つの表現として単文の

K-in-ain ① ko ② ang mansanas ③ .

（リンゴは③、私によって②食べられた①。）

という表現が使われる。すなわち、タガログ語では、基本的には「フォーカス主題」は複文の「擬似

分裂文」であり、活格的な表現から不活格的な表現を導き出して前者のような「主題化」（＝無標化、

絶対格化）の表現に変化したように思われる。それがその後、活格的な表現になったのが、後者の文

である。

そうすると、「フォーカス主題」というものもかつての「活格言語」の活格表現形式への特別な意

味の付加による不活格表現形式への変化の結果の「絶対格」であろうと予測される。そこでその変遷

を追ってみたい。

まず動物に「注目・焦点」 という原理から始まった活格言語の「絶対格」 という形式から、 次に

同言語の活格形式の動詞文のマーカーの「主語」のような格が起こった。一方、情緒動詞や願望、強

調などの意味の違いと付加による状態性を表現する不活格化形式（状態表現）への応用・発展で、そ

れが、文章における「主題化」＝不活格化、すなわち、複文の「擬似分裂文」になり、その後「対格

言語」において単文化した。取り出（主題化）された名詞と格に、日本語は「係助詞」の「は（＋格

助詞）」という形式をとり、動詞に関する変化は起こさなかった。一方、フィリピン・台湾諸語では、

取り出した格を「絶対格」＝「主題」で無標化（Unmarked）し逆に消去された格マーカーを示す動

詞の個別的な変化を引き起こしたのであろう、印欧語は、「主語」を使い、同じように消去された格マー

カーを示す動詞の個別的で限定的な変化を引き起こしたのであろうという結論に達した。特に、前者

では、動詞の接辞が、後者では、動詞の分詞形が使われたのであろう。また、「能格」形式は、「対格
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言語」へ発展への萌芽として「能格」＋「絶対格」という特殊な意味を表現するための形式を考案し

たのであろうと推測される。

VII. ヨーロッパの言語の接続法と非人称表現と「心」の表現とはVII. ヨーロッパの言語の接続法と非人称表現と「心」の表現とは

日本語の「被害の受け身」、「恩恵」、「敬語」、「伝聞」の形式のような「心」を埋め込み構造の形で

表現し、その主節の消去と「連続動詞」等で表現する形式、または、「受動態」の形式を日本語は使う。

一方、タガログ語では、may 等で不定を表現すると同時に、「敬意」表現は、接辞 maki-、paki- を使っ

て表現している。

この日本語、フィリピン・台湾諸語独特の形式とは違い、ヨーロッパの言語は別の形式で表現して

いるようである。「動詞の接続法」である。「仮定」と「伝聞」という「心」の表現をする際にヨーロッ

パの言語にみられる特殊な動詞形態――接続法――――接続法――の場合も、埋め込み構造で意味を表現し、動詞が

接続法になり、その主節＝「心」の部分が消去されるという非常に似通った形式を持つのである。

If I were a bird, I could fly to you.　→　 [I ASSUME (if I be a bird, I can fly to you.)]

また、ドイツ語では自動詞の受け身があり、それは形を変えて、伝聞的、客観的な表現に使うようで

ある。

Man tanzte in der Halle.（人々が広間で踊っている。）（活格、同族目的語動詞）

Es wurde in der Halle getanzt.（伝聞）（非人称受け身）（不活格化）

In der Halle wurde getanzt,（トピック主題）（状態）（不活格化）

上記のような 2 番目と３番目の文の特徴は、 不定表現である。 ドイツ語では活格的な第一の文の

自動詞を受動化して非人称の代名詞と結びつけ、 日本語と同じように不活格的な「伝聞」 表現をし

ているのである。 そして、「位置主題化」 するとその主語は消去されるのである。 これは、 英語の、

methinks と結びつくと思われる。これも複文形式で階層的に解釈をすれば、Austin 的な解釈で出来上

がった形式とも思える。　　　

おわりにおわりに

動物の重要な本能である「注目・焦点」に基づいた言語形式は、「主語」、「フォーカス主題」である。

前者は、外界の出来事を文に作り上げ、動詞化する際に目に映るものへの「注目・焦点」の問題であ

り、後者は、文章の流れの中の「注目・焦点」の問題である。この規則が「対格言語」を支配してい

る一つの「原理」であろうと考えられる。しかし、その規則があてはまらない例を分析してみると以

下のようなことが明らかになった。

「主語」「フォーカス主題」は、「対格言語」の日本語でもフィリピン・台湾諸語でも共通する同一

の原理の上に成り立っている。違いは、動詞の変化形式の有無である。しかし、この規則の例外例を

追求すると「活格」形式を「不活格化」（＝ 状態的な表現）にした場合に起こる。そして、共通の基

底の意味形式をそれぞれの言語で別の規則により表現している事がわかった。日本語の例外の分析か
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ら埋め込み構造で基底の意味を説明し、それらに一定の文法的な変化を起こして、関係部分を消去し

て出来上がったものが、例外的な表現、「奇妙」な「主語」になるとも考えられる。一方、フィリピン・

台湾諸語では、動詞としての変化がない「擬似動詞」と状態を表現するアスペクトの変化がある ma-

という特別な接辞を使った「不活格」表現で例外的な表現、「奇妙」な「フォーカス主題」、実はかつ

ての「絶対格」を使うのである。

日本語の場合は、使っていない「受動態」と「連続動詞」という形式を使い、埋め込み構造で「心」

の内容をも表現出来、その主節で「心」の部分を表現する。また、「伝聞」的な表現する時にはフィ

リピン・台湾諸語では擬似動詞 may という形式を使っている。一方、印欧語では、それらは動詞の

特殊な形（接続法）その他各種の類型的な手法や，非人称構文を使うと表現することが出来る。これ

らすべての例外例は、「活格表現」 の「不活格表現」 化という原理に基づいていて、 古い「絶対格」

が残っていると考えられる。

その中での大きな変化は、「フォーカス主題」を表現する新しい形式が「対格言語」で考案された

ことであろう。活格言語の「活格表現」に「主題化」するという一定の意味が付加されて「不活格表現」

になるという手法を使い、その後の「対格言語」で中心的になる「フォーカス主題」を表現し、更な

る活格化（＝単文化）で新しい形式が考案されたことであろう。

単純に外界を表現するために主体を示す活格言語の「絶対格」という形式から始まり、次に同言語

の活格形式の動詞文の中心となる “ 主になる語 ” ＝「主語」に似たマーカーが起こった。その後、活

格文の不活格化表現形式が考案された。単純な活格文に伝聞、主観、情緒や願望等の意味の付加によ

る不活格化表現（状態表現）の形成方法が使われ始めた。その中で、文章における活格文を「主題化」

という強調文＝不活格文にするという手法で、 主題構文＝擬似分裂文（Pseudo-Cleft Sentence） が考

案された。その後、「対格言語」において取り出された名詞と「格」に、日本語は「格助詞」と「係

助詞」“ は ” との置換または「格助詞」への「係助詞」“ は ”（ある意味では「絶対格」）の付加という

不活格化表現形式を選び、動詞に関する変化は起こさなかった。一方、フィリピン・台湾諸語と印欧

語では、取り出した格、「絶対格」＝「主題」は無標（Unmarked）のままにして、逆に消去された格

を示す動詞の個別的な変化を基本にして、不活格的表現である受動態化を引き起こしたのである。日

本語では、「絶対格」を表現するのは、「係助詞」“ は ” と「主語」“ が ” であり、フィリピン・台湾諸

語では「絶対格」の「（フォーカス主題」であり、印欧語では、「主語」への移行と受動態形式であろ

うと推測される。

この試論から結論付けられることは、言語を「能格言語」、「活格言語」、「対格言語」、又は、それ

らの分裂（Split）という方法だけで定義づけ、分類がされるものではないことを示している。古い時

代の「活格言語」の一形式（活格形式から不活格形式）から最終的に発達したと考えられる「フォー

カス主題」が「対格言語」に起こった。しかもそのメインになる表現形式に加えて、一部に古い類型

の規則の影響も残り「不活格」（＝状態）的に意味表現する手段が考案された。それらは、メインを

補う形で使われているのである。この古い「活格言語」の「活格」（＝行為表現、客観的表現）の「不

活格化」（状態表現＝主観的な報告・注目的表現）という形式が人類の言語で発達し、それらが「心」

の表現形式に改良されて、現代も保存されていることがわかった。また、その中心となるのは、「絶

対格」である。　

森口　恒一（もりぐち 　つねかず）MORIGUCHI, Tsunekazu

静岡大学
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