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Sumbawa is an Austronesian language spoken in Indonesia. It has several types of serial 
verb construction. The serial verb construction discussed in this paper expresses 
directional movement and its purpose. 
In this construction, each of the two verbs that constitute a serial verb exhibits some kind of 
lack of the property as a word or as a verb, and in this point, they share the features that the 
so-called ‘grammaticalized verbs’ have; V1 lacks its stress as well as the control over the 
form of the actor NP, and V2 lacks person and modal marking. But such features are 
considered to be caused by the synchronic demand for the two verbs to act as a single 
predicate, not by the diachronic change of the semantic and syntactic function that 
so-called grammaticalized verbs underwent. 
Similar type of 'purposive' construction is observed in other languages, such as Japanese 
and English, that is, a directional movement and its purpose tend to be expressed by a serial 
verb construction without explicit semantic relation between the two verbs. That could be 
explained by the cognitional factor that the purpose of the movement can easily be 
associated with the destination, the notion that could be tightly tied to the directional 
movement. 
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1. はじめに 

スンバワ語は，インドネシア，ヌサ・トゥンガラ諸島（小スンダ列島）に位置する島，スン

バワ島の西半分で話されているオーストロネシア系の言語である。この地域は行政的にはイン

 
∗草稿段階で助言を下さった、アジア・アフリカ言語文化研究所の澤田英夫助教授およびPeri Bhaskararao教
授にこの場を借りて深く御礼申し上げる。また、本稿第4節の論考は、江畑冬生氏（東京大学大学院）、児

島康宏氏（日本学術振興会特別研究員）、笹原健氏（麗澤大学非常勤講師）と行った議論を背景とするも

のである。以上の三氏、とりわけ、サハ語の例を提供してくださった江畑氏に深く御礼申し上げる。 
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ドネシア共和国，西部ヌサ・トゥンガラ州，スンバワ県に属する。話者数に関する正確な統計

はないが，スンバワ県の人口などから考えて，40 万人程度であると推定される。 
 

 
地図１ スンバワ島の位置 

 
スンバワ語では，他の多くの言語で，補文とそれを含む主文，動詞の不定形（たとえば，英

語の不定詞や動名詞）と定形動詞，副詞節と主節によって表されるような状況が従属関係等が

明示されることのない，いわゆる「動詞連続」の形で表されることが多い。本稿ではこのよう

な「動詞連続」のうち，特に，以下の(1)(2)のような，移動動詞と移動の目的を表す動詞から成

る述部を含むものに焦点をあてて記述を行う。 
 
(1) ku=laló=buya pipes. 

 1SG =go=look.for money 「私はお金を探しに行く。」 
 

(2) ka=ku=datang=buya pipes. 
 PERF=1SG =come=look.for money 「私はお金を探しに来た。」 

 

この構文は，意味的には，日本語の「動詞連用形＋に＋移動動詞」（例：「探しに行く」）

に相当するような内容を表す。 
この構文では，二つの動詞は音声的結合度が強く，二つの動詞が一緒に強勢の単位を形成し，

あたかも一つの単語であるかのように扱われる。本稿では，このように複数の要素が一つの強

勢の単位を構成する場合，(1)(2)に示したように，各要素の間に等号(=)を入れて示す。 
以下の部分では，(1)(2)のような構文を「目的構文」と呼ぶ。また，動詞連続一般について，

記述の便宜上，先行する動詞を V1，後続する動詞を V2 と呼ぶ。 
本稿の構成は以下のとおりである。まず，次節（第 2 節）でこの構文の意味的，音声的，統

語的特徴について述べる。次に第 3 節で，この構文の特徴をより明確にするため，この言語に

見られる他の動詞連続構文のうち，「付帯状況」を表すものを取り上げ，目的構文との比較を

行う。第 4 節では目的構文が表す内容（移動とその目的）が，他の言語でも動詞連続の形で表

されうることが多く，一般的な「目的」とは異なる特別な取り扱いを受けることが多いことを

示す。最後に第 5 節で目的構文について，本号の特集である「動詞の文法化」と関連付けなが

ら特徴づけを行う。第 6 節では総括を行う。 
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2. この構文の特徴 

2.1. 構文の表す意味とV1として現れる動詞 
既に述べたように，目的構文における述部は V1（移動動詞）=V2（移動の目的を表す動詞）

という構造を持ち，全体で，「V2 の表す動作を行うために V1 の表す移動を行う」という意味

を表す。V1 の表す状況の動作主と V2 の表す状況の動作主は常に同一である。 
V1の位置に現れうる動詞は意味的に限られており，現時点で確認されているのは laló「行く」，

mólé’「帰る，戻る」，datang「来る」の三つのみである。ある種の移動を表しうる動詞であっ

ても barari’「走る」，balangan「歩く」などが V1 として現れることはない。V2 の位置に現れ

る動詞には特に制限がない。動詞の自他を問わず，どのような動詞も現れうる。 
この言語では一般に，「目的」は，(2)のように，目的を表す接続詞 bau’が導く目的節によっ

て表される。（目的節内においては，述部の動詞にモダル辞 ma（単文では話者の願望を表す要

素）が現れる。） 
 

(3) ada’ rasa iri ina=ta ké’ adi=ta. 
 exist feel jealous mother=this with younger.sibling=this 
 
 saté ya=racén si=Ijo=ta, bau’ ma=dapat selaki 
 want CONS=poison TITLE=Ijo=this PURP DES=get husband 
 

「母親と妹は嫉妬心を抱き，イジョの夫を手に入れることができるように，イジョに毒を盛

りたがったのである。」 
 
 (1)(2)のような形で動詞連続によって目的が表されるのは，V1が移動を表す場合に限られる。 

2.2 音声的な結合（強勢の単位） 
1 で触れたように，目的構文では，動詞連続を構成する二つの動詞が一緒に強勢の単位を形

成する。 
この言語では，単語は通常は最終音節の母音に強勢を伴って発話される。たとえば，例文

(4)(=(1))の動詞連続に現れている動詞 laló「行く」と buya「探す」は，単独で述部を構成する場

合は，それぞれの最終音節の母音である，ó，a がそれぞれ強く発音される。一方，この構文に

おいては，V1 である laló「行く」は強勢を失い，V2 の buya の強勢のみが保たれる。この結果，

V1 と V2 はあたかも一つの単語であるかのように，全体で一つの強勢を持って発話されるとい

うことになる。 
 
(4) ku=laló=buya pipes. 

 1SG =go=look.for money 「私はお金を探しにいく」 
 
このような音声的な結合は，他の多くの言語では，「複合語」に多くみられる特徴であり，

(i)V1 と V2 の組み合わせが語彙的に限定されたり，(ii)述部全体が，V1 と V2 の意味だけからは

予測できない不規則な意味を表したりする。(この点については，たとえば，Crowly (2004:13-17)
のオセアニア諸語の動詞連続を中心とする議論を参照されたい。) 

しかし，この言語では，上で述べたように，V1 に現れる動詞は一部の移動動詞に限定される

が，V2 に現れる動詞は特に限定されない。また，述部は全体で，常に「V2 の表す状況を実現

するために，V1 の表す移動を行う」という，V1 と V2 の意味から予測できる意味を表す。 
ただし，この種の動詞連続が示す二つの動詞の意味関係（V2 が移動の目的を表すこと）を，

この構文の形から予測することはできない。このような意味関係の明示のない形が「目的」を

表すことの背景にある要因については，第 4 節でいくらか考察する。 
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2.3 述部の構成要素（人称辞，アスペクト辞等）との共起に関する制限 
この言語では，動詞が述部の主要部である場合は，動詞の前に，(i)人称辞（動作主体の人称

を表す。動作主体が話し手または聞き手を含む場合に限って現れる。），(ii) アスペクト・モ

ダル辞が現れる。目的構文においては，これら(i)(ii)の要素は，V1 の前に一度だけ現れ，V2 の

前には現れない。 
 

(i) 動作主体の人称を表す要素 
この要素は，常に動詞の直前に現れる。(4)に動詞が単独で述部を構成する場合の例を，(5)

に目的構文の例を挙げる。 
 
(5) ku=laló 

1SG.LOW.AFFIX=go  「私は行く。」 
 

(6) ku=laló=bekadèk 
 1SG.LOW.AFFIX=go  「私は遊びに行く。」 

 
(ii) アスペクト・モダル辞 

アスペクト辞には ka（完了）が，モダル辞には ya (先行する状況との結びつき)，ma (願望)，
na (ある状況が成立しないことへの願望)の三つがある。 

以下に ka（完了），ma (願望)の例を挙げる。(7)(8)は動詞が単独で述部を構成する例，(9)(10)
は目的構文の例である。 

 
(7) ka=laló 

PERF=go 「（彼は，彼女は，彼らは）もう行った。」 
 

(8) ma=tu=laló 
DES=1PL=go 「（私たちは）行きましょう」 
 

(9) ka=laló=bekadèk 
PERF=go=play  「（彼は，彼女は，彼らは）もう遊びに行った。」 
 

(10) ma=tu=laló=bekadèk 
DES=1PL=come  「（私たちは）遊びに行きましょう」 
 

(11)-(14)のように，V2 に人称を表す要素，アスペクト辞，モダル辞が現れている文は容認さ

れない。 
(11) *ku=laló=ku=bekadèk 

  1SG= go=1SG =play 
 （期待される意味）「私は遊びに行く」 

 
(12) *laló=ku=bekadèk 

  go=1SG=play （期待される意味）「私は遊びに行く」 
 
(13) *laló=ka=bekadèk 

go=PERF=play  （期待される意味）「遊びに来た」 
 

(14) *laló=ma=tu=bekadèk 
go==DES=1PL=play   
（期待される意味）「（私たちは）遊びに行きましょう」 

 
このことは，次のように二つの視点から分析することができる。 
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人称を表す要素とモダル辞に関しては，V1 の最初に現れているものが，意味的に，V1 と V2
の両方に共有されているといえる。人称に関しては，2.1 で述べたように，V1 の表す状況と V2
の表す状況の動作主は常に同一であるし，モダル辞 ya「先行する状況との結びつき」，ma/ na
「ある状況が起こること/ 起こらないことに対する願望」に関しては，その内容が「～するた

めに移動する」という，動詞連続の表す意味全体にかかると考えられるからである。 
アスペクト辞 ka「完了」に関しては次のようにいえる。V2 は V1 の表す移動の「目的」を表

すため，常に非現実の状況を表すということになる。そのため，V2 の表す状況がアスペクト辞

ka が表す「完了」した状況であるということはありえない。 

2.4 補語の現れ方 
ここでは，目的構文における補語の現れ方をみる。 
目的構文では，V1，V2 に現れる動詞がそれぞれ単独で述部を構成するときに現れる補語が

すべて現れうる。ここでは，目的構文の例(15)(=(1))に現れている動詞を例にみてみよう。 
 
(15) ku=laló=buya  pipes. 

 1SG.LOW.AFFIX=go=look.for  money 「私はお金を探しにいく」 
 
V1 である移動動詞（laló「行く」）と V2 である他動詞（buya「探す」）が単独で現れる場

合の補語の現れ方は以下のとおりである。 
laló「行く」は，動作主を表す補語，移動の方向を表す補語の二つと共起しうる。このうち，

動作主を表す補語は名詞句そのままの形（以下名詞句補語と呼ぶ），方向を表す補語は方向を

表す前置詞 kó に導かれる前置詞句の形で現れる。 
 
(16) laló kó Lapé nya=Amén. 

 go to Lape TITLE=Amin 
 「アミンはラペに行く。」 

 
また，他動詞 buya「探す」は，動作主を表す補語，動作の対象を表す補語と共起する。この

言語は，補語の形に関しては能格パターンを示し，動作主を表す語は他動詞の動作主を表す前

置詞 léng に導かれる前置詞句の形で現れ，動作の対象を表す補語は名詞句補語の形で現れる。 
 
(17) buya lamong=nan léng nya=Amén. 

 look.for clothes=that by TITLE=Amén 
 「アミンはその服を探す。」 
 

(18)は目的構文の例である。ここでは，(16)(17)それぞれに現れている補語に相当する要素が

すべて現れている。まず，動作主をあらわす補語についてみてみよう。既に述べたように，こ

の構文では，V1 の表す動作の主体と V2 の表す動作の主体が常に同一である。この動作主をあ

らわす要素は，このように V2 として他動詞が現れる場合，(17)の他動詞文と同様，前置詞 léng
の句で現れる。(19)のように，名詞句補語の形で現れることはない。つまり，動作主を表す補語

は，他動詞構文における動作主に相当する形で現れる。よって，この要素の形を決定するのは，

V1 でなく V2 であるといえる。 
 
(18) laló=buya lamong=nan léng nya=Amén kó Lapé. 

 go=look.for clothes=that by TITLE=Amén to Lape 
 「アミンはその服を探しにラペに行った。」 
 
(19) *laló=buya lamong=nan nya=Amén kó Lapé. 

 go=look.for clothes=that TITLE=Amén to Lape  
 （期待される意味）「アミンはその服を探しにラペに行った。」 
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この構文では，補語の相対的語順に特に制約はなく，(18)の他に，(20)(21)のような語順も容

認される。 
 
(20) laló=buya lamong=nan kó Lapé léng nya=Amén. 

 go=look.for clothes=that to Lape by TITLE=Amén 
 「アミンはその服を探しにラペに行った。」 
 
(21) laló=buya kó Lapé lamong=nan léng nya=Amén. 

 go=look.for to Lape  clothes=that by TITLE=Amén 
 「アミンはその服を探しにラペに行った。」 

3. 付帯状況を表す動詞連続構文との比較 

本稿の冒頭で述べたように，この言語では，いわゆる「動詞連続」が広い意味的範囲をカバ

ーする。たとえば，他の多くの言語で，補文とそれを含む主文，副詞節，動詞の不定形（たと

えば，英語の不定詞や動名詞）と定形動詞によって表されるような状況が，この言語では，従

属関係等が明示されない「動詞連続」の形で表される。しかし，本稿で扱っている「目的構文」

は，動詞連続を構成する二つの動詞の結合度が高いという点で，他の動詞連続構文とは異なる

特徴を示す。ここではその点を示すため，他の動詞連続構文のうち，付帯状況を表す構文のう

ち，V1 に移動動詞が現れるもの（日本語における「動詞のテ形＋移動動詞（例：走って行く）」

などに相当する構文）を取り上げ，目的構文との比較を行う1。 

                                                                 
1スンバワ語の動詞連続が表す内容には、本稿で扱う「目的構文」が表すもの以外に下記[A]-[C]のようなタ

イプがある。この節で扱う「付帯状況を表す動詞連続構文」は、[C]のうちV1に移動動詞が現れるものであ

る。 
[A] V1が評価、認知、伝達を表し、V2がその内容を表す場合（英語で補文とそれを含む主文によって表さ

れる内容にほぼ相当する） 
(a)は、評価を表す自動詞が、(b)は認知を表す他動詞が、(c)は伝達を表す他動詞がV1として現れ、その内

容を表す動詞がV2として現れている例である。 
(a) balong datang kóta’ nya. 

good come to here 3 
 「彼がここにくるのはよい（ことだ。）」 
 

(b) to’ mólé’ si=Siti léng nya=Amén. 
 know go.home TITLE=Siti by TITLE=Amin 
 「アミンはシティが帰ったことを知っている。」 
 

(c) ka mo ku=ramada’ ka=laló tau=nan kó nya=Amén. 
 PERF MM 1SG =tell PERF=go person=that to TITLE=Amin 
 「その人が行ってしまったことを私は既に彼に告げた。」 
 
[B] V1が命令、許可などを表し、V2がその内容を表す場合（英語の不定詞構文が表す内容にほぼ相当する） 
 ここでは、命令を表す例を挙げる。 

(d) nya=Amén suru’ berari’ kó’ aku. 
 TITLE=Amén order run to 1SG 
 「アミンはわたしに走るように命令した。」 
 
[C] V1がV2によって表される状況の付帯状況を表す場合（英語の定形動詞＋動名詞によって表される内容

にほぼ相当するタイプ） 
 この節で扱う移動動詞を含むタイプの他に、以下のようなものがある。 
(i) V1が感情を表す場合 

(e) ku=ketakét lés mèsa’ aku. 
 1SG=scared go.out alone 1SG 
 「私はこわごわ一人で外に出た。」 
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(22)(23)に付帯状況を表す構文の例を挙げる。ここでは，V1 は移動の方向を表し，V2 は移動

の手段・様態を表している。 
 
(22) laló barari’ nya=Amén. 

 go run title=Amin 
 「アミンは走って行く。」 
 
(23) laló entèk ojèk=nan nya=Amén. 

 go ride bike-taxi=that TITLE=Amén  
 「アミンはバイクタクシーに乗って行く。」 
 

この構文は，次のような特徴を持ち，その点で前節までの部分で扱ってきた目的構文と次の

点で同じ特徴を示す。 
(i) V1 に現れうる動詞は，単純な移動を表す動詞，データ中では laló「行く」，mólé’「帰る，

戻る」，datang「来る」の三つに限られる。 
(ii) V1 の表す状況の動作主と，V2 の表す状況の動作主は常に同一で，動作主を表す人称接辞

は V1 にのみ現れる。アスペクト・モダル辞も，V1 にのみ付接する。 
しかし，二つの構文には，形式上次のような違いがある。 
 

[1] 二つの動詞の結合度の違い：たとえば 2.3 の例文(18)(20)(21)にみられるように，目的構文に

おいては二つの動詞は常に連続して現れ，強勢の単位を形成する。一方，付帯状況を表す構文

においては二つの動詞が強勢の単位を形成することはない。また，二つの動詞が常に連続して

現れるとは限らない。(24)のような語順も許容される。 
 

(24) laló nya=Amén entèk ojèk=nan. 
 go TITLE=Amén ride bike-taxi=that  
 「アミンはバイクタクシーに乗って行った。」 

 
 
(ii) V1が様態を表す場合 

(f) ku=sibók pina’ tepóng=nan aku. 
 1SG=busy make cake=that 1SG 
 「私は忙しくそのお菓子を作る。」 
 
 
(iii) V1またはV2が付帯状況を表す動詞kènang「使う」またはberma’「一緒に～する、伴う」である場合 
 (g)(h)では、それぞれの動詞がV1として現れており、(g)’(h)’ではV2として現れている。 

 (g) ku=kènang pamongka=ta’ mongka’ léng aku. 
 1SG= use cooker=this cook rice by 1SG 
 「私はこのお釜を使ってご飯を炊く。」 
 
 (g)’ ku=mongka’ kènang pamongka=ta’ aku. 
 1SG=cook rice use cooker=this 1SG 
 「私はこのお釜を使ってご飯を炊く。」 
 
 
 (h) ku=berma’ ké’ ina’ ku pina’ tepóng=nan aku 
 1SG =accompany with mother 1SG make cake=that 1SG 

「私は母親と一緒にそのお菓子を作る。」 
 

 (h)’ ku=pina’ tepóng=nan berma’ ké’ ina’ ku léng aku 
 1SG =make cake=that accompany with mother 1SG by 1SG 

「私は母親と一緒にそのお菓子を作る。」 
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[2] 補語の現れ方の違い：二つの構文の違いが特に顕著に現れるのは V2 が他動詞である場合で

ある。以下の部分ではこの場合について例を挙げる。 
まず，V2 の表す動作の対象を表す補語についてみてみよう。例文(18)(20)(21)で示したように，

目的構文では，動作の対象を表す補語の文中での位置には特に制約がない。一方，付帯状況を

表す動詞連続の構文において，動作の対象を表す補語は，常に(23)(24)のように V2 の直後に現

れる。(25)のように動作の対象を表す補語が V2 から離れた位置に現れている文は話者に容認さ

れない。 
 
(25) *laló entèk nya=Amén ojèk=nan. 

  go ride TITLE=Amén bike-taxi=that 
 （期待される意味）「アミンはバイクタクシーに乗って行った。」 

 
次に動作主を表す補語について述べる。目的構文では，例文(18)(20)(21)に示したように，動

作主を表す補語は，他動詞構文の動作主を表す形である前置詞 léng の句で現れる。一方，付帯

状況を表す動詞連続の構文においては，(22)-(24)からわかるように，動作主を表す形は自動詞構

文における動作主をあらわす形である名詞句補語として現れる。この構文において，動作主を

表す補語が前置詞 léng の句で現れる文は容認されない。つまり，この構文では動作主を表す補

語の形は V1 によって決定されている。 
 
(26) *laló entèk ojèk=nan léng  nya=Amén. 

  go ride bike-taxi=that by  TITLE=Amén 
 （期待される意味）「アミンはバイクタクシーに乗って行った。」 
 

(25)からわかる，V2 の動作の対象を表す補語の語順に関する制約から，V2 は V1 とは別に，

この補語を固有の補語と持つ別の述部を形成していると考えられる。さらに，V1，V2 に意味的

に共通する補語が V1 の補語として現れていることから，V1，V2 がそれぞれ構成する述部のう

ち，主文の述部として扱われているのは V1 を主要部とする述部であり，V2 を主要部とする述

部とその補語は，全体で主文の副詞的成分として機能していると考えられる。(23)をこのような

形で分析した結果を(27)に示す。 
 

(27) laló  [entèk ojèk=nan]  nya=Amén. 
 go  [ride bike-taxi=that]  TITLE=Amén 
 V1  [V2 V2の補語]  V1の補語 
 [主文の述部] [    主文の副詞的成分       ]  [主文の補語] 
 「アミンはバイクタクシーに乗って行く。」 
 

この節では目的構文と付帯状況を表す構文を比較してきた。いずれの構文も動詞連続を含む

構文であるが，二つの構文では動詞連続を構成する二つの動詞の文全体における位置づけが異

なる。 
目的構文における二つの動詞は，動詞の音声的結びつき，動詞相互の相対的語順，動詞と補

語の語順から，一つの述部を構成していると分析するのが適当であろう。一方，付帯状況を表

す構文においては，動詞相互の，そして動詞と補語の語順から，二つの動詞は別々に述部を構

成していると分析される。 
Van Valin and laPolla (2000:25-31)は，単文の構造に関して nucleus（述部に相当する要素），

core（述部と主に動作主，動作の対象などを表す主要項），clause（core と周辺項）の三層から

なる層構造を通言語的に普遍的な構造として提案し，その上で，（広義の）複文をその結合度

によって，clause juncture （複数の節の結合），core juncture（一つの節内における複数の core
の結合），nuclear juncture （一つの nucleus における複数の動詞の結合）の 3 タイプに分類して

いる。この分類に沿って考えれば，目的構文は，動詞連続が一つの述部を構成している nuclear 
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juncture に相当し，付帯状況を表す構文は述部と主要項からなる core が複数結びついている core 
juncture に相当するといえる。 

Lord(1993:9)は最も動詞連続の構成要素となりやすいタイプの動詞として，移動動詞（より厳

密に言えば，go や come など移動を表す自動詞）を挙げている。Crowley(2002：44, 170)のオセ

アニア諸語を中心とするデータをみると，多くの言語において，そのような移動動詞を含む動

詞連続はスンバワ語の目的構文に相当する内容，付帯状況のいずれかのみを表す。それに対し

てスンバワ語は異なる二つの内容を，二つの動詞の結合のタイプが異なる二つの構文によって

表し分けているということになる。 

4 通言語的にみられる「移動とその目的」の特別な取り扱い 

スンバワ語の目的構文が表すような現象，つまり「移動」と「その目的」が，通常の目的節

によってではなく，動詞連続の形で表されるという現象は，他の言語にもみられる2。興味深い

のは，このような現象が，スンバワ語のように，二つの動詞の意味的関係を明示しない形での

動詞の連続が（広義の）複文を形成する手段として多くみられるわけではない言語，例えば日

本語や英語などにもみられるという点である。 
(1)は日本語の例である。これは元々北関東の方言に由来すると考えられる構造であるが，現

在では若者が中心に使うくだけた表現として広い地域で用いられている。 
 

(28) なんかたべいこうか。（「なんかたべにいこうか」とほぼ同義） 
 
(29) うちあそびくる？（「うちあそびにくる？」とほぼ同義） 

 
 (30)(31)は英語の例である。（Crowley(2004:11)による。） 
 

(30) Go get the book. 
 
(31) I’ll go get the book. 

 
日本語の例，英語の例いずれにおいても，V1 が移動動詞であるときに限り，動詞連続が構成

され，V2 が目的を表すという現象がみられる。 
また，サハ語（東シベリア，サハ共和国）では，通常は付帯状況を表す共起副動詞と呼ばれ

る形が，移動動詞と共起するときに限って，「目的」を表すという現象がみられる3。（江畑冬

生（私信））。グロスは江畑氏によるが，太字による強調は筆者による。） 
 

付帯状況を表す例 
(32) bil-bekke et-eÂin 

 知る-CV.NEG 言う-PRES2SG 
 「君は知らないで言っている。」 
 

(33) sah¨l  bal¨k  sii  olor-but. 
 狐 魚 食べる.CV 座る-過3SG 

                                                                 
2 この節に示す、日本語、英語などの他に、インドネシア語にも同様の構文が見られる。 
3 サハ語でも、スンバワ語と同様、通常「目的」は、一般的にはそれを明示する形（目的副動詞）によって

表される。(a)では、bar-aar¨「行く」が目的副動詞として現れている。 
(a) bultuu bar-aar¨ erde tur-bup-put 

 狩る.CV 行く-CV 早く 起きる-過-1PL 
 「狩りに行くため早く起きた」 
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「狐は魚を食べていた。」 
 

(34)    
森 行く-PAST-3SG 
「森に友達を探しに行った。」 

 (35) ¨ 
皆

「皆，眠るため解散した（持ち場に帰った）。」 
 

の目的が，認知的に結び付け

て

「行く」，mólé’「帰る，戻る」，datang「来る」の三つ）

，この仮説の傍証となるだろう。 
 

5 この構文における動詞と「文法化」された動詞の違い 

る，V1 は以下のような点で，通常述

部の主要部として現れる動詞が持つ特性を失っている。 

.2 で述べたように，V1 と V2 は全体で一つの強勢を持つ。 

で述べた

ように，V2 には動作主の人称を表す要素やアスペクト辞，モダル辞が付接しない。 

あるいはプロセスの過程の途

上

ような「傾斜」を挙げ，この傾

の右に存在するほど，文法化の程度が高いと述べている。 
 

content item > grammatical word > clitic > inflectional affix 
 

の clitic に近い性質を持ち，一定程度文法化を経た要素に似た特徴を持つ

ということになる。 

                                                                

 

目的を表す例 
ojuur-ga doÂor k{rdyy  bar-b¨t. 

 -DAT 友達 探す.CV 
 
 
 bar  utuj-a  tarÂah-al-lar4

  眠る-CV  解散する-PRES-3PL 
 

このように，移動の目的が通常の目的を表す形とは異った，意味関係を明示しない形によっ

て表される例が，通言語的に確認されている。これは，移動とそ

考えられやすい概念であることの反映であると推測される。 
この背景には，次のような意味的・認知的な要因が想定される。移動動詞（スンバワ語の laló

「行く」，mólé’「帰る，戻る」，datang「来る」に相当する動詞）は，何らかの形の到着点を

含意するような状況を表す。動作の「目的」は，動作によって達成が見込まれる状況という点

で，物理的な到着点と意味的共通点を持つため，そこからの拡張で移動動詞との意味的関係が

想定されるのだと考えられる。スンバワ語の目的構文において（そしておそらく他の言語のそ

れに相当する構文においても），V1 として現れるのが，移動の「到着点」を含意する動詞のみ

であること（スンバワ語の場合は laló
も

この節では，本稿で扱ってきた目的構文について，本号の特集である「動詞の文法化」に関

連付けて述べる。3.1-3.3 で述べたように，目的構文におけ

 
[1] 音声的な独立性の欠如 
2
 
[2] 動詞としての形態的，統語的機能の欠如 
2.4 で述べたように，V1 は動作主を表す名詞句の形の決定に関与しない。また，2.3

 
[1][2]は，多くの言語において，文法化のプロセスを経た動詞，

にある動詞が持つ特徴である。 
[1]に関連する事柄として，Hopper and Traugott (4ff.)が以下の

斜

この傾斜の音声的な面のみに焦点を当てれば，独立した強勢を持たない目的構文の V1（移動

動詞）は，この傾斜上

 
4 「解散する」という訳語からはわかりにくいが、この動詞は「（複数の人間が）持ち場に帰る」という意

味を持つ移動動詞である。 
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また，[2]は多くの言語で本動詞が文法化のプロセスを経て，助動詞に移行する際にみられる

特徴である。 
しかし目的構文における動詞はいずれも，そもそも一般に文法化と呼ばれるような現象を定

義づける，重要な特徴を欠いている。それは，当該の動詞が本来持つ意味の一般化，あるいは，

意味の希薄化，抽象化と呼ばれるプロセスを経ていないということである。目的構文における

動詞は，V1，V2 いずれも，単文で現れる場合にそれぞれの動詞が表す内容と変わらない具体的

な意味を保っている。 
一般的に文法化のプロセスを経た動詞が音声的・統語的独立性を失うのは，その動詞が，上

で触れたような通時的な意味の変化を被り，その結果，あるいはそれと平行して，統語的にも

新しい意味にふさわしい別の語類（あるいは，語としては扱われない付属的な要素），たとえ

ば助動詞やテンス／アスペクト辞に属するようになるという変化が生じるためであると考えら

れる。（この点については，本号収録の澤田(2006:1-24)が Heine and Kuteva(2002)に基づいて行

っている議論を参照されたい。）それに対して，目的構文における二つの動詞にみられる音声

的・統語的独立性の欠如は，二つの動詞が結合し一つの述部として機能するという，共時的な

要請を満たすためであると考えられる。（二つの動詞の音声的な結合は，「一つの述部を構成

する必要性」から直接的に説明できる。また，各動詞の統語的独立性の欠如は，二つの動詞が

統語的に一つの述部として機能するためには，それぞれの動詞が何らかの形で述部の主要部と

して持つ機能をもう一方の動詞に譲り渡す必要があったためであると考えれば説明可能であ

る。） 
第 4 節で述べたように，移動とその目的は意味的・認知的に強い結びつきを持つものとして

捉えられやすい。この構文は，そのような二つの状況をひとまとまりの状況として表すという

機能的な要請を満たすためのものであると推測される。 
総括すれば，目的構文における動詞は，単語として，あるいは，動詞としての独立性を何ら

かの点で失っているという点で，一般に「文法化された動詞」として扱われる要素（動詞由来

の助動詞，側置詞など）と共通点を持つが，そのような形式的地位の変化を引き起こした原因

は「文法化」の場合と異なる。 

6 まとめ 

本稿ではスンバワ語の動詞連続を含む構文のうち，移動とその目的を表す構文（目的構文）

を扱った。この構文における動詞連続は，音声的にも統語的にも二つの動詞の結合度が高く，

一つの述部を構成していると考えられる。これは，「移動」と「その目的」が強い結びつきを

持つ状況としてとらえられやすいという意味的・認知的要因の反映であることが推測される。 
目的構文内の動詞連続における二つの動詞は，音声的・統語的独立度が低いという点で，「文

法化された動詞」に似た特徴を示すが，その背景にある要因はいわゆる文法化によるそれとは

異なる。一般に「文法化」の背景には，当該の動詞が意味の希薄化，抽象化を被り，その結果，

あるいはそれと平行して，その動詞が形式面でも新しい意味にふさわしい別の語類（あるいは，

語としては扱われない付属的な要素）として扱われるようになるという通時的変化が生じるた

めであると考えられる。それに対して，目的構文における二つの動詞の音声的・統語的独立度

が低いのは，二つの動詞の共時的な結合度の強さによるものであると考えられる。 
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略号 
 1, 2, 3…  人称（それぞれ１人称，２人称，３人称） 
 CV   副動詞 
 DAT  与格 
 DES  願望 
 MM  叙法辞 
 NEG  否定 
 PAST  過去 
 PERF  完了 
 PRES  現在 
 PL   複数 
 PURP  目的 
 SG   単数 

 
 
 
転写に用いる記号 
 
・子音（IPA と異なるものについてのみ挙げる。） 

 ny (ɲ), ng (ŋ), c (ʧ), j (ʤ) 
 

・母音 
 Close       i [i]                          u [u] 
 Close Mid       é [e]       e [ə]        ó [o] 
 Open Mid          è [ɛ]            o [ɔ] 
 Open                      a [a] 
 

また，この言語には語末に特に強い強勢を持つものがある。そのような語には語末にアポス

トロフィを付けて示した。（例：mèsa-mèsa’「一人ぼっちで」） 
 
 
本研究のデータ 

本研究のデータは，筆者自身の現地調査によって得られたものである。 
筆者は，1996 年から 2004 年の間に，のべ約 9 か月間スンバワ県での調査を行った。 
調査の拠点は，スンバワ県東部の町，ウンパン(Empang)，および，スンバワ県中心部の都市，

スンバワ・ブサル（Sumbawa Besar）である。 
1996 年から 1998 年にかけての調査にあたっては三菱信託山室記念奨学財団の助成金を受け

た。同財団に深く感謝申し上げる。また，2000 年，2001 年の調査は文部科学省科学研究費補助

金，奨励研究(A) 「インドネシア・スンバワ語の現地調査および記述文法，テキスト集作成」

（代表者：塩原朝子）の一環として行った。 
本研究の記述のもととなっているのは次の[1]-[4]の情報である。 
[1] 語の意味についてのスンバワ語話者のコメント 
[2] 聞き取り調査で得られた例文 
[3] 筆者が作った文の容認性についてのスンバワ語話者のコメント 
[4] 観察された日常の会話 
 
[1]-[3]の聞き取り調査は，主に以下（次頁）のスンバワ語話者の協力を得て行った。 
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