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Kolyma Yukaghir is spoken by 30–50 people in Northeastern part of the Srednekansk district of
Magadan region, Russia, along the tributaries of the Kolyma River. Another Yukaghir language,
Tundra Yukaghir, is spoken in the Lower Kolyma district of the Yakut Republic, Russia, between
the Kolyma and the Alazeya rivers. The Yukaghir languages occupy isolated position among the
languages of Siberia, and are conventionally classified as one of the Paleosiberian languages. Typo-
logically, Kolyma Yukaghir exhibits agglutinative morphology, suffixation being the main process
of word-formation.

This paper aims to describe characteristics of clitics in Kolyma Yukaghir. As the starting point,
I shed light on some characteristics of the elements, regarded as “clitics” in the previous studies:
their selectivity with regard to the hosts, morphophonological alternations, syllable formation, and
stress, etc. On comparison of these characteristics of clitics with those of affixes, and of independent
words, I propose that we can distinguish clitics from independent words by the lack of independent
stress, and from affixes by the stress assignment of word as a whole. Other characteristics are
displayed by each clitic in various ways, and exhibit difference between affixes and clitics.
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1. はじめに1

コリマ・ユカギール語は，北東シベリアのコリマ川上流域で話されている言語である。話者
の多くはロシア連邦サハ共和国ベルフニェ・コリムスク地区のネレムノエ村とその近隣に住
む。また，ロシア連邦マガダン州スレドニェ・カンスク地区の中心地セイムチャンとその近隣

1 本稿の執筆にあたり，本論集刊行の主体であるアジア・アフリカ言語文化研究所，共同研究プロジェクト
「言語の構造的多様性と言語理論—「語」の内部構造と統語機能を中心に」研究会（2006年 12月 16日）に
おいて発表をおこなった。研究プロジェクトメンバーの方々から貴重なご意見，ご指摘をいただき，本稿を
まとめる際に非常に参考にさせていただいた。この場を借りてお礼申し上げる。
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の村にも若干数の話者が住んでいる。話者数は 30人から 50人と推定される (Maslova 2003,
遠藤 2005)。コリマ・ユカギール語と同系の言語には，さらに北方のコリマ川下流域およびア
ラゼヤ川流域で話されるツンドラ・ユカギール語がある。コリマ・ユカギール語とツンドラ・
ユカギール語を含むユカギール語の系統については現在のところ定説はなく，シベリア・極東
地域に古くから分布するとされる諸言語とともに古アジア諸語として分類される。コリマ・ユ
カギール語は類型的にはいわゆる膠着語的な性格を示し，接尾辞による派生が主要な語形成の
方法である。
コリマ・ユカギール語のこれまでの記述研究は，特に形態論を中心におこなわれてきたが，

その前提となる自立語の定義，接辞などの付属的な要素の認定基準に関しては，十分な検討が
なされてきたとはいいがたい。その中で注目されるのは Endo(1997)による議論であり，ここ
では，初期の記述研究で数少ない接頭辞とされてきた要素は，いくつかの特徴から実際にはよ
り独立性が高く，前倚辞（proclitic，前接語とも呼ばれる）と見なすことができるとの主張が
なされている（この論文は加筆・修正を加えて日本語訳された形で遠藤 (2005)に収録されて
いる）。この研究ののち，遠藤 (2005)は後倚辞（enclitic，後接語）としてさらにいくつかの要
素を認めている。
本稿では，筆者が現地調査で得たデータにもとづいて，上記の研究で「倚辞」とされる要素

の特徴を概観し，これらの要素を倚辞と見なすことができるか，もしそうであれば，接尾辞あ
るいは自立語と区別するためにはどのような基準がたてられるか検討する。さらに，そのほか
の倚辞と考えられる要素について報告する。

2. 「倚辞」とされる要素の特徴

本節では，先行研究において「倚辞」とされる要素のうち次の 8つについて，まず文法面で
の特徴として，どのような要素と結びつくかという点を中心に，次に音声・音韻面での特徴と
して，形態音韻的交替，音節構造の改変，強勢といった点を中心に見てゆく2。

前倚辞

n’e 「互いに～しあう」（相互）
met 「自分を～する」（再帰）

me
「ちょうど今～する，ちょうどそのとき～する」
（発話時において続いている状況，または直前に終わった状況）

et 「～のはずだ，～かもしれない」（仮定）
el 「～しない，～でない」（否定）

後倚辞
ben/bed 「～するもの，～するところ」（名詞化）
oo～Noo 「～である」（コピュラ）
mie 「～の状態だ」（動詞化）

このうち met（再帰）は，1人称単数の人称代名詞 metが文法化したものとされる。また el

（否定）は，動詞語幹 8jl’e-「ない」，あるいは間投詞的に用いられる ell’ee「いいえ」と何ら
かの関連をもつと考えられる3。ben（語末と子音の前）/bed（母音の前）は，名詞 pen/pedと
関連をもつされる。この名詞は，天候・季節・明暗・健康状態などを表す動詞と共に用いられ
る：pen ilejedet’「風が吹き始めた」（ilejedej-「風が吹き始める」，-t’直説法自動詞 3単）。

2 遠藤 (2005)では後倚辞としてほかにも，moZuu「～する予定のもの」（名詞の機能をもつ），moZii「～する
予定だ」（自動詞の機能をもつ）があげられているが，筆者自身のデータでは例が極めて少ないため，その扱
いについては今後の検討課題としたい。

3 8jl’e-「ない」，ell’ee「いいえ」はいずれも，遠藤 (2005:152, 162)などで elと動詞語幹 l’e-「ある，いる」
からなると分析されている。
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2.1. 「前倚辞」
まず，「前倚辞」とされる要素をとりあげる。

2.1.1. 文法的特徴
5つの「前倚辞」のすべてで，動詞の前に現れた例が得られている。n’e（相互）と他動詞

の組み合わせでは，活用語尾が直説法で自動詞のものとなる。 met（再帰）と他動詞の組み合
わせでも同様である。また，el（否定）と他動詞の組み合わせでも，活用語尾が自動詞のもの
となるほか，3人称単数形がゼロ語尾となることがある4。

(1) tittel

3PL

n’e qamie-nu-Ni

RECP_手伝う-IPFV-PL.INTR.3

「彼らは助け合っている」

(2) met ju8-nu-j

REFL_見る-IPFV-INTR.3

「（彼は）自分の姿を見ている」

(3) tittel

3PL

me muddej-Ni

ちょうど今_通る-PL.INTR.3

「彼らは通りすぎたところだ」

(4) tudel

3SG

et n’aat’ede-t’

HYP_帰る-INTR.3

「彼は帰るはずだった」

(5) a. ajii

まだ
el medi-je

NEG_聞く-INTR.1SG

「（私は）まだ聞いていない」

b. sejmchan

PLN

tiit

ここから
el t’ejluu

NEG_遠い [3]

「セイムチャン（町の名前）はここから遠くない」

さらに，el（否定）は名詞の前，副詞の前にあらわれた例も確認される。名詞は述語として
あらわれることも，述語のとる項としてあらわれることもあるが，elはそのどちらとも結びつ
く5。

(6) a. tudel

3SG

el odul-ek

NEG_ユカギール-FOC

「彼はユカギール人ではない」

4 問題となる要素とホストとの境界をアンダーバー（_）で示すことにする。
5 名詞述語は焦点形（語尾 -lek/-ek/-k）か主格形となる。主格形となるのは所有物を表す名詞（句），固有名
詞，3人称の人称代名詞である。
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b. tet

2SG

el met-in

NEG_1SG-DAT

qon-d’ok?

行く-INTR.2SG

「あなたは私のところへ行くのではないのか」

c. tet

2SG

al taNide

NEG_そこへ
qon-d’ok?

行く-INTR.2SG

「あなたはそこへ行くのではないのか」

n’e（相互）も，動詞のほかに名詞や後置詞に付いた例がある：n’e molKon「互いに」（molKon

「～の中で」（後置詞）），n’ emd’ije「兄弟，姉妹」（n’ < n’e，emd’e「弟，妹」（名詞））。この
ような例はわずかであり，生産的なものではないと考えられる。
遠藤 (2005:153, 159)は，elと n’eを倚辞と見なす根拠のひとつとして，これらがさまざま

な品詞と結びつくという点をあげている。

2.1.2. 音声・音韻的特徴
A. 形態音韻的交替
A-1. 子音の同化

el（否定）に後続する /j/は /l’/と交替することがある。

(7) a. met

1SG

nilgi

誰も
el l’u8-je

NEG_見る-INTR.1SG

「私は誰にも会わなかった」

b. al l’al-lek

NEG_送る-PROH

「（それを）送るな」

この交替は必ず起こるとは限らず，/j/がそのまま現れることもある。

(8) a. met

1SG

nilgi

誰も
el ju8-je

NEG_見る-INTR.1SG

「私は誰にも会わなかった」

b. met-kele

1SG-ACC

al jan

NEG_送る [3]

「（彼は）私を送らなかった」

遠藤 (2005:155)は，このような随意的な同化が elと後続要素との結びつきの程度が緊密で
ないことを示すとし，elを倚辞と見なすもうひとつの根拠としている。

A-2. 母音の同化
me（ちょうど今），et（仮定），el（否定）には，要素内部の母音 /e/が後続する音節の /o/

ないし/a/に同化した例がある6。

6 me，elの母音の同化現象に関しては，Krejnovich(1982:21)により指摘されている。
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(9) met

1SG

mo mo-d’e

ちょうど今_言う-INTR.1SG

「私は言ったところだ」

(10) taa

あそこに
l’e-l-u-ke,

いる-AN-E-LOC

to

そうしたら (R)
at amde-je

HYP_死ぬ-INTR.1SG

met

1SG

「あそこにいたら，死んでしまったかもしれない，私は」

(11) a. ekt’il’

舟
ol qon-n-aa-j

NEG_行く-IPFV-INCH-INTR.3

「舟が進まなくなった」

b. al ann’e-lek

NEG_しゃべる-PROH

「しゃべるな」

母音の同化は必ず起こるわけではない（同化の起こっていない (4)，(6a)を参照されたい）。

B.音節構造の改変
後続要素が母音ではじまる場合，met，et，elの末尾子音と結合し，音節構造が変わる。以

下，音節境界をピリオドで示す。

(12) a. met endi-k

me.ten.dik

REFL_大切にする-IMP

「体を大切にしなさい」

b. met

1SG

Sibit’e

ノイバラ

legu-de

食べる-CVB

et ewre-je

e.tew.re.je

HYP_歩く-INTR.1SG

「私はノイバラを食べながら歩ければいいのに」(AG970808T2)

c. met

1SG

lot’il

火

el iNi-je

e.li.Ni.je

NEG_恐れる-INTR.1SG

「私は火は恐くない」(AG970808T2)

また，n’eと meでは，末尾の母音の脱落に伴い，音節構造が変わることがある。

(13) a. mit

1PL

n’ il’te-jli

n’il’.tej.li

RECP_叱る-INTR.1PL

「私たちは言い争った」

b. tudel

3SG

m amt’i-j

mam.t’ij

ちょうど今_死につつある-INTR.3

「彼は死ぬところだ」
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母音の脱落に伴う音節構造の改変は，速く話している際に稀に観察されるが，通常は次の例
に見るように，母音がそのまま保持されるようである。

(14) a. tittel

3PL

n’e anure-Ni

n’e.a.nu.re.Ni

RECP_愛する-PL.INTR.3

「彼らは愛し合っている」

b. tudel

3SG

pullugude

外へ

me uke-t’

me.u.ket’

ちょうど今_出る-INTR.3

「彼は外へ出るところだ」

C.強勢
5つの「前倚辞」はいずれも後続要素とひとつづきに発音されるが，通常それ自体には強勢
がおかれない。また，「前倚辞」をとりさった語形や，音節構造を同じくする語形の強勢と比
べると，これらの「前倚辞」は強勢の位置を変えることもないと考えられる。

(15) a. n’e qamie-nu-Ni — n’eqa"mienuNi「（彼らは）助け合っている」
b. n’e anure-Ni — n’ea"nureNi「（彼らは）愛し合っている」

(16) a. met ju8-nu-j — met"ju8nuj「（彼は）自分の姿を見ている」
（ju8-nu-m — "ju8num「（彼は）見ている」）

b. met kudede-j — metku"dedej「（彼は）自殺した」
（kudede-m — ku"dedem「（彼は）殺した」）

(17) a. me muddej-Ni — memud"dejNi「（彼らは）通りすぎたところだ」
（muddej-Ni — mud"dejNi「（彼らは）通りすぎた」）

b. me tami-je — meta"mije「（私は）服を着ている」
（tami-je — ta"mije「（私は）服を着た」）

(18) a. et n’aat’ede-t’ — et"n’aat’edet’「（彼は）帰るはずだったのに」
（n’aat’ede-t’ — "n’aat’edet’「（彼は）帰った」）

b. et ewre-je — etew"reje「（私は）歩くだろうに」
（ewre-je — ew"reje「（私は）歩いた」）

(19) a. el medije — elme"dije「（私は）聞いていない」
（medi-me — me"dime「（私は）聞いた」）

b. el t’ejluu — elt’ej"luu「（それは）遠くない」

ただし，metと etについては，後続する要素の強勢とは別に，それ自身に独立した強勢の
おかれた例が確認される7。独立した強勢の機能については今のところ定かではない。(20)は
コンサルタントが強勢なしで発音し，筆者が聞き返したところ強勢ありで発音した例であるこ
とから，強調的な強勢なのかもしれない。

7 筆者による観察と異なり，遠藤 (2005:157)は再帰を示す metには常に独立した強勢がおかれると述べてい
る。
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(20) adiN

その

u8

子供

tude

3SG.GEN

sam

自身で (R)

met pelie-j

metpe"liej

REFL_拭く-INTR.3
(～"metpe"liej)

「その子供は自分で自分の体を拭いた」

(21) taa

あそこに

l’e-l-u-ke,

いる-AN-E-LOC

to

そうしたら (R)

at amde-je

"atam"deje

HYP_死ぬ-INTR.1SG

met

1SG

「あそこにいたら，死んでしまったかもしれない，私は」

残る 3 つに関しては，それ自体に強勢がおかれた例はない。さらに音声データを収集した
上で確認する必要がある。

2.2. 「後倚辞」
次に「後倚辞」とされる要素をとりあげる。

2.2.1. 文法的特徴
3つの「後倚辞」には接尾辞・語尾が後続しうる。すなわち，oo～Nooと mieには自動詞語

幹と共通する接尾辞・語尾が，ben/bedには名詞語幹と共通する接尾辞・語尾がつく8。
それぞれが結びつく要素は次のとおりである。まず，ben/bedは動詞の後に現れることが多

い。動詞は分詞形（je分詞形と me分詞形9），または動名詞形となる。

(22) a. tenn’e-j ben

裕福である-PTCP(JE)_NMLZ

「金持ち」

b. iNli-t’e ben

恐ろしい-PTCP(JE)_NMLZ

「恐ろしいもの」

c. aaj

～も
t’ied’eme

冬に
lek-tel ben

食べる-FUT-PTCP(ME).1PL_NMLZ

8jl’e

ない [3]

「冬にも私たちの食べるものはなかった」(AG021022T3)

d. pugeme,

夏に
t’ied’eme

冬に
leN-Nitemle ben-gele,

食べる-PL-FUT-PTCP(ME).3SG_NMLZ-ACC

anil-e

魚-INS

kiel’e-S-Naa

乾く-CAUS-PL.TR.3

「夏には，冬に（彼らが）食べるものを，魚を干した」

8 名詞では格標識／焦点標識，動詞では定形動詞の人称標識，非定形動詞の副動詞標識，分詞標識，動名詞標
識を語尾と見なすことにする。語尾の前に現れるものを単に接尾辞と呼ぶが，この中には，名詞の複数標識
や所有者標識，動詞の推量法標識のような屈折的なものから，語幹を形成するさまざまな派生接尾辞が含ま
れる。

9 分詞には 2種類あり，ここではそれぞれを je分詞（語尾 -je/-te/-d’e/-j），me分詞（語尾 -mele（3人称単数）
など，人称によって変化する）と呼ぶ。
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e. qon-i,

行く-INTR.3
aZuu

言葉
meduu-l ben-Nin

聞こえる-AN_NMLZ-DAT

qon-i

行く-INTR.3

「（彼は）行った，声のするところへ行った」(AG970808T2)

また，je分詞語尾と -ben/-bedは融合した形（-ju8n/ju8d/t’u8n/t’u8d/-d’u8n/-d’u8d）でしばし
ば現れる。

(23) a. iNli-t’u8n

恐ろしい-PTCP(JE).NMLZ

「恐ろしいもの」

b. t’aa-ju8n

少ない-PTCP(JE).NMLZ

peni-k

置く-IMP

「少し置いてくれ」

c. er-t’u8n-Noot

悪い-PTCP(JE).NMLZ-TRANS

kude-j

なる-INTR.3

「不幸が起こった（悪いことになった）」

動詞のほかには，連体詞10 に付いた例（mut’in ben「さまざまなもの」（mut’in「さまざま
な」），ubun ben「ほかのもの」（ubun「ほかの」），ill’e ben「新しいもの」（ill’e「新しい」）），
副詞に付いた例（joobii ben「タイガ」（joobii「森で」），taat ben「そのようなもの」（taat

「そのように」），tii ben「ここにあるもの」（tii「ここに」））がある。
Noo は名詞の後に現れる。先行する名詞は複数標識，3 人称所有者標識を伴うことがある

が，語尾を伴った例はない。

(24) a. met

1SG

odul oo-d’e

ユカギール_COP-INTR.1SG

「私はユカギール人だ」

b. mit

1PL

odu-pe oo-d’iili

ユカギール-PL_COP-INTR.1PL

「私たちはユカギール人だ」

c. ugujie

明日
tibo Noo-te-j

雨_COP-FUT-INTR.3

「明日は雨だろう」

d. taN

その
Soromo

人
aat’e-gi oo-l’el

トナカイ-POSS.3_COP-INFER[INTR.3SG]

「（それは）その人のトナカイのようだ」

そのほかには，副詞に後続した次のような例がある。

10 「連体詞」は従来の研究では品詞として認められていないが，筆者はもっぱら名詞の前に現れ，連体修飾の
機能をもつ語を一括して「連体詞」と呼んでいる。

36



長崎郁：コリマ・ユカギール語の倚辞について

(25) taat oo-Kon

そのように_COP-JUSS

「そうでありますように」

加えて，ロシア語の述語副詞に付いた例が若干数，見出される：Zadno Noo-j「いやしい」
（< zhadno，-j直説法自動詞 3単），t’isto Noo-j「清潔だ」（< chisto），nuZu Noo-j「貧乏だ」
（< nuzhno），nano Noo-j「必要だ」（< nado）。
「分詞形 + ben/bed」は，焦点語尾を伴った形式，または上で見た oo～Noo（コピュラ）を後
続させた形式で過去を示す際にしばしば用いられる。以下は自動詞の例である。

(26) a. tudel

3SG

nume-ge

家-LOC

l’e-j bed-ek

いる-PTCP(JE)_NMLZ-FOC

「彼は家にいた」

b. mit

1PL

tudaa

かつて
ochen’

とても (R)
bedno

貧乏に (R)
modo-ju8n-pe oo-d’iili

暮らす-PTCP(JE).NMLZ-PL_COP-INTR.1PL

「私たちはかつてとても貧乏に暮らしていたものだ」(AG021022T3)

c. miid’ii

橇
tudaa

かつて
qonroo-d’u8d-ek

壊れている-PTCP(JE).NMLZ-FOC

「橇はかつて壊れていた」

d. met

1SG

tudaa

かつて
mon-d’u8n oo-d’e

言う-PTCP(JE).NMLZ-INTR.1SG

「私はかつて言った」

mieは副詞の後に現れるが，例は極めて少なく，生産的ではない。

(27) a. met

1SG

nume

家
puden mie-j

高く_VBLZ-INTR.3

「私の家は高い」

b. olKin mie-d’e

まっすぐに_VBLZ-PTCP(JE)
t’uge

道
「まっすぐな道」

c. nume

家
ejuuke mie-j

近くに_VBLZ-INTR.3

「家は近い」

d. mit

1PL

k8din mie-jiili

十分に_VNLZ-INTR.3

「私たちは満足だ」

2.2.2. 音声・音韻的特徴
A. 音節構造の改変

ooについては，先行要素が子音で終わる場合に，音節構造の改変が観察される。
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(28) a. taat oo-Kon

taa.too.Kon

そのように_COP-JUSS

「そうでありますように」

b. met

1SG

tudaa

かつて

mon-d’u8n oo-d’e

mon.d’u8.noo.d’e

言う-PTCP(JE).NMLZ-INTR.1SG

「私はかつて言った」

ただし，音節構造がそのまま保持される場合もある。

(29) a. met

1SG

odul oo-d’e

o.dul.oo.d’e

ユカギール_COP-INTR.1SG

「私はユカギール人だ」

b. met

1SG

qon-din

行く-CVB

l’e-ju8n oo-d’e

l’e.ju8n.oo.d’e

いる-PTCP(JE).NMLZ_COP-INTR.1SG

「私は行こうとしていた」

B.強勢
3つの「後倚辞」は，強勢に関するふるまいがそれぞれ異なる。
ben/bedはそれ自体には強勢がおかれないと考えられるが，接尾辞・語尾が後続した場合に

弱い強勢がおかれる。強勢の位置を変えることはない。

(30) a. tenn’e-j ben — "tenn’ejben「金持ち」
b. iNli-t’e ben — iN"lit’eben「恐ろしいもの」
（iNli-t’e Soromo — iN"lit’e So"romo「恐ろしい人」）

b. mut’in ben — "mut’inben「さまざまなもの」
（"mut’in So"romo「さまざまな人」）

c. ubun ben — "ubunben「ほかのもの」
（"ubun "t8wke「ほかの犬」）

d. "ill’e ben — "ill’eben「新しいもの」
（"ill’e So"romo「新しい人」）

f. meduul benNin — me"duulbenNin「聞こえる方へ」
g. leNNitemle bengele — leN"Nitemlebengele「彼らが食べるはずのものを」

oo～Nooはそれ自体に独立した強勢がおかれる。先行要素には強勢がおかれる場合と，おか
れない場合がある。強勢がおかれない場合は，(31f-h)のように，ロシア語からの借用語が先
行要素となっており，そうでなければ (31i)のように，意味の特殊化が認められる。

(31) a. odul oo-d’e — "odul"ood’e「（私は）ユカギール人だ」
b. odu-pe oo-d’iili — o"dupeoo"d’iili「（私たちは）ユカギール人だ」
c. tibo Noo-tej — "tibo"Nootej「雨だろう」
d. aat’e-gi ool’el — "aat’egi"ool’el「彼のトナカイだ」
e. taat oo-Kon — "taa"tooKon「そうであれ」
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f. Zadno Noo-j — Zadno"Nooj「いやしい」
g. nado Noo-j — nado"Nooj「必要だ」
h. nuZu Noo-j — nuZu"Nooj「貧乏だ」
i. u8 Noo-j — u8"Nooj「若い」（u8「子供」）
j. l’e-ju8n oo-d’e — l’e"ju8n"ood’e「（私は）いた」
k. mon-d’u8n ood’e — mon"d’u8"nood’e「（私は）言った」

mieには独自の強勢がおかれないと考えられる。この言語では，語末から数えて最初の長母
音・二重母音を含む音節に強勢がおかれるが，mieを含む語には，この強勢のパターンに合致
した強勢の移動が認められる。

(32) a. "puden「高く」→ puden mie-j — puden"miej「（それは）高い」
b. "olKin「まっすぐに」→ olKin mie-d’e — olKin"mied’e「まっすぐな」
c. "k8din「十分に，正しく」
→ k8din miej — k8din"miej「（それは）十分だ」

k8din mie-jiili — k8dinmie"jiili「（私たちは）満足だ」

3. 倚辞の認定に関わる問題

前節で見たように，「倚辞」とされる要素には，文法的にも音声・音韻的にもさまざまな特
徴をもったものが含まれる。本節では，接辞，自立語との違いを考慮しながら，問題の要素を
倚辞と見なすことができるか検討する。

3.1. 結びつく要素の選択制限
先に述べたとおり，先行研究では，接辞に比べて結びつく要素の選択制限がゆるいという点

が「倚辞」の特徴としてあげられている。この点について，接尾辞・語尾のふるまいを見る
と，いくつかの例外的なものをのぞけば，おおむね選択制限はきついと言うことができる。以
下は名詞のとる語尾（格標識／焦点標識），動詞のとる語尾（定形動詞の人称標識，副動詞標
識，分詞標識，動名詞標識）の例である。

(33) a. aat’e-gele

トナカイ-ACC

「トナカイを」

b. aat’e-ge

トナカイ-LOC

「トナカイに」

c. aat’e-lek

トナカイ-FOC

「トナカイだ」

(34) a. medi-mek

聞く-TR.2SG

「（あなたは）聞く」

b. medi-m

聞く-TR.3

「（彼は）聞く」

c. medi-t

聞く-CVB

「聞いて」

d. iNli-t’e

恐ろしい-PTCP(JE)
Soromo

人
「恐ろしい人」

e. aKurpe-l

苦しむ-AN

「苦しむこと」

したがって，複数の品詞と自由に結びつくことのできるか否かが，倚辞と接辞との違いと考
えられそうである。ただし，「倚辞」とされる要素にも特定の品詞と結びついた例しか得られ
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ていないものがあり，この基準のみで倚辞を認定するには問題がある。さらに，従来の研究で
自立語と見なされるものの中にも，特定の品詞と結びつく傾向を示すものがある。たとえば，
連体修飾の機能をもち，本稿で連体詞と呼んでいる一連の語は，名詞としか結びつかない。

(35) a. mut’in

さまざまな
Soromo

人
「さまざまな人」

b. ubun

ほかの
t8wke

犬
「ほかの犬」

このように統語機能の限定された自立語もあることから，結びつく要素の選択制限のみで
は，倚辞と自立語を区別することは困難なように思われる。

3.2. 接辞との位置関係
遠藤 (2005:150, 154)は，Anderson(1985)を引用しながら，倚辞は形態論的に語の最も外側

に現れるとし，これを倚辞を認定する上での基準としている。しかし，「後倚辞」とされるも
のには，その後（外側）に接尾辞・語尾がつく。服部 (1950:470)は日本語の助動詞を，それ自
身が語形変化する「付属語」（ここでいう倚辞に相当）としている。コリマ・ユカギール語の
「後倚辞」もそれ自身が語形変化するものとして捉えられるかもしれない。ただし，その場合，
名詞に付いて出名動詞をつくる接尾辞など，品詞転換をもたらす接尾辞との区別をどこでする
のかという問題が出てくるように思われる。次の -n’e-/-n’-（所有）の例と，mieの例 (27)は，
先行要素が名詞か副詞かという違いがあるが，機能的には動詞をつくる点で似通っている。

(36) a. nume-n’e-je

家-持つ-INTR.1SG

「（私は）家を持っている」

b. kinige-n’-d’e

本-持つ-INTR.1SG

「（私は）本を持っている」

3.3. 形態音韻的交替
先に述べたとおり，el（否定）は，それの引き起こす随意的な同化が接辞ではなく，倚辞で

あるとする根拠のひとつとなっている。確かに，接尾辞・語尾に見られる子音交替は規則的に
起こる。たとえば，語幹末の /n/は後続する /l，l’/に規則的に同化する。

(37) a. mon-「言う」
mol-l’el-Ni

言う-INFER-PL.INTR.3

「彼らは言った」

b. qon-「行く」
el qol-loq

NEG_行く-PROH

「行くな」

このような子音交替は，語中での音素配列上の制約にもとづいて起こると考えられる。elが
後続する /j/の同化を引き起こさない場合に起こる /lj/という子音連続は，通常の自立語には
確認できない不自然なものである。ただし，自立語の間では同様の随意的な子音交替が観察さ
れる。以下は，目的副動詞（語尾 -din）と後続する自動詞 l’e-との間で起こる随意的な同化の
例である。したがって，これも倚辞と自立語を区別するためには十分な基準とならない。

(38) jaqa-din

着く-CVB

l’e-

いる-
～jaqa-dil l’e-

「到着しようとしている」
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一方，me（「ちょうど今」），et（仮定），el（否定）に見られる不規則な母音の同化は，接尾
辞・語尾でも同様の不規則性を伴って起こる。

(39) a. poNdo-le

お金-INS

～poNdo-lo

「お金を」

b. qon-te-je

行く-FUT-INTR.1SG

～qon-to-jo

「（私は）行くだろう」

したがって，母音の同化は，問題の要素を接辞ではないとする根拠とはならないであろう。

3.4. 音節構造の改変
倚辞とその結びつく要素との間で音節構造の改変が必ずしも生じない点も，倚辞と接辞との

区別に役立つ。母音ではじまる接尾辞が付加される際，先行要素が子音で終わる場合には，そ
れと結びついてひとつの音節をつくる。また，先行要素が母音で終わる場合には，それが脱落
する。

(40) a. joKot-aa-m

jo.Ko.taam

開ける-INCH-TR.3

「（彼は）開け始めた」

b. leg-ej-m

le.gejm

食べる-INCH-TR.3

「（彼は）食べてしまった」

c. jaqt-aa-j

jaq.taaj

歌う-INCH-INTR.3

(← jaqte-aa-j)

「（彼は）歌い始めた」

d. t’in-ej-m

t’i.nejm

叩き切る-PFV-TR.3

(← t’ine-ej-m)

「（彼は）叩き切った」

先行要素が母音ではじまる場合には，後続する母音との間に子音 /l/の挿入が起こることも
あり，語中において母音で始まる音節が生じるのを避ける。

(41) a. tami-l-aa-

着る-E-INCH-

「着始める」

b. kit’ie-l-ool’-

学ぶ-E-OPT-

「学びたい」

しかし，自立語間でも稀ではあるが，音節構造の改変が生じることがある。そのため，これ
も倚辞と自立語を区別とする基準となるか疑問である（問題となる自立語境界を #で示す）。

(42) a. mit#al’aa

mi.ta.l’aa

1PL#～のそばに
「私たちのそばに」

b. met

1SG

uZoo-l#aji (← uZoole

u.Zool.a.ji

銃-INS#撃つ [TR.1SG]

aji)

「私は銃で撃った」

3.5. 強勢
自立語には原則として強勢のおかれる音節がひとつある。接辞は本来的に強勢をもたない

が，語の強勢のパターンにしたがって，強勢がおかれることがあると考えられる。
ここで，強勢のパターンについて触れておくと，先行研究における記述では，強勢の位置

は語の音節構造によって決まり，重音節（CVC，CVV，CVVC，CVCC）を含む語では，語
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末から数えて最初の重音節に強勢がおかれるとされる (Nikolaeva and Khelimskij 1997:157，
Maslova 2003:58，遠藤 2005:18)。しかし筆者の観察では，長母音を含む音節と CVCから構
成される語では，語末により近い CVC ではなく，長母音を含む音節の方に強勢がおかれる
（"Sooloq「灰」，"niemut「袋角」）。CVCは強勢の位置に関しては，むしろ軽音節（CV）と同様
にふるまうようである。CVと CVCのみで構成される語に関してはさらに検討を要するが，3
音節以上の語では語頭からふたつめの音節に強勢がおかれる（t’ol"Koro「兎」，a"rimel「底」，
jo"dod’ube「リス」）。2音節語では語頭音節に強勢がおかれるものが多いが，語末音節に強勢
がおかれるものもあるようだ（"nume「家」，"jalKil「湖」，e"mej「母」）。
次に，接尾辞・語尾が付加された語の強勢を示す。強勢が移動する場合は，上記の強勢のパ

ターンにしたがっていることが分かる。

(43) a. modo-j

"modoj

座っている-INTR.3

「（彼は）座っている」

mad-aa-j

ma"daaj

座っている-INCH-INTR.3

「（彼は）座った」

mad-aa-jiili

madaa"jiili

座っている-INCH-INTR.1PL

「（私たちは）座った」

b. nume

"nume

家
「家」

nume-pe

nu"mepe

家-PL

「家（複数）」

nume-pe-lek

nu"mepelek

家-PL-FOC

「家（複数）だ」

自立語の連続では，それぞれに独自の強勢がおかれる。

(44) a. iit’

"iit’

長い間

modo-j

"modoj

座っている-INTR.3

「（彼は）長い間座っている」

b. t’omoo-d’e

t’o"mood’e

大きい-PTCP(JE)

nume-k

"numek

家-FOC

「大きい家だ」

c. mut’in

"mut’in

さまざまな

Soromo

So"romo

人
「さまざまな人」

d. aat’e

"aat’e

トナカイ

budie

bu"die

上に
「トナカイの上に」

前節で見た「倚辞」の大部分は，通常は独立した強勢をもたず，結びつく要素の強勢の移
動を引き起こすこともないという共通点をもつ。この点から見ると，「後倚辞」とされる mie

（動詞化）を含む語はの強勢は，強勢のパターンにしたがっているため，mieは接尾辞と判断
することができる (32)。逆に，oo～Noo（コピュラ）は，借用語に付いた場合と意味の特殊化
が見られる場合をのぞけば，それ自体が強勢をもち，音韻的に独立しているため，自立語と判
断される (31)。
ここまでで見た限り，コリマ・ユカギール語において接尾辞，倚辞，自立語を分類するなら

ば，強勢に関する特徴を基準とするのが最も明確であると言える。そのほかの基準は，倚辞を
接辞から区別する基準とはなりうるが，句の特徴が明確にならない限り，倚辞を自立語から区
別する基準とするには問題があると思われる。

42



長崎郁：コリマ・ユカギール語の倚辞について

4. そのほかの倚辞と考えられる要素

コリマ・ユカギール語にはそのほかにも倚辞と判断できる要素がいくつか存在する。ここで
は次の要素をとりあげ，分析をおこなう。

(45) A. el’e「～だろう，～だよ（確認，念を押して確かめたり，同意を求める際に用いら
れる）」

B. duu「～か（疑問）」
C. de「～も，～さえ（とりたて）」
D. n’e「～も，～さえ（とりたて，主として否定文に現れる）」

duu，el’e，deは後倚辞であり，n’eは前倚辞である。このうち，el’eは否定の意味をもつ動
詞語幹 8jl’e-「ない」，または，打ち消しの意味をもつ ell’ee「いいえ」，前倚辞 el（否定）と
関連をもつ。また，n’eは機能的な類似から見て，ロシア語からの影響（ni 否定文において名
詞の前におかれ，否定を強める機能をもつ）によって成立したものと考えられる。

4.0.1. 文法的特徴
4つの倚辞のうち el’e（確認），duu（疑問）は動詞や名詞と結びつき，名詞であれ，動詞で

あれどちらも述語であることで共通する。なお，duu には (47c) のように，「A_duu, B_duu」
の形で選択疑問を表す用法がある。

(46) a. tudel

3SG

pajli-t’ el’e

ずるい-INTR.3_CONF

「彼はずるいんだよ」
b. omo-t’e

良い-PTCP(JE)
Soromo-k el’e

人-FOC_CONF

「（彼は）良い人だよ」
c. mit

1PL

juuke

遠くに
modo-jiili el’e

暮らす-INTR.1PL_CONF

「私たちは遠くに暮らしているだろう？」(AV060829T1)

(47) a. jowl’-aa-jemet duu

患う-INCH-INTR.2PL_Q

「（お前たちは）病気になったのかい？」(AG030821T3)

b. tet

2SG

et’ie duu

父_Q

「（それは）あなたのお父さんか？」
c. irkin

ひとつの
t’uge-k duu,

道-FOC_Q

lem-dik duu

何-FOC_Q

「ある道だったか，何だったか」(AG970808T2)

一方，deと n’e（いずれもとりたてを表す）は名詞，分詞形の動詞，副詞11と結びつく。述
語以外の文成分であることが共通点である。

11 ここでは動詞の副動詞形も副詞に含めている。
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(48) a. marqil’

娘
ooZii-ge de

水-LOC_も
8jl’e,

いない [3]
nume-ge de

家-LOC_も
8jl’e.

いない [3]

「娘は水の中にもいなかった，家の中にもいなかった」(AV060829T1)

b. omo-t’e de

良い-PTCP(JE)_DE

nier-ek

服-FOC

「とても良い服だ」

c. id’ii de

今_も
ewre-Ni

歩く-PL.INTR.3

「（彼らは）今も行き来している」

(49) a. n’e magazin

も_店 (R)
8jl’e,

ない [3]
n’e legul

も_食べ物
8jl’e

ない [3]

「店もなかった，食べ物もなかった」

b. n’e qodimie-j

も_どのような-PTCP(JE)
azubuka-lek,

文字教本-FOC

n’e leme

も_何
8jl’e

ない [3]

「どんな文字教本もなかった，何もなかった」

c. n’at’iile

やっとのことで
qon-i,

行く-INTR.3
n’e oKoo-din

も_立っている-CVB

lorqaj-m,

できない-TR.3
n’e modo-din

も_座っている-CVB

lorqaj-m

できない-TR.3

「（彼は）やっとのことで歩いた，立っていることもできなかった，座っていること
もできなかった」(AG970808T2)

deと n’eはまた，疑問詞と組み合わさった例がある。その場合，前者は不定（leme de「何
か」，qanin de「いつか」，qaNide de「どこかへ」）を表し，後者は否定文の中で用いられ，全
否定（n’e leme「何も～ない」（49b），n’e qanin「決して～ない」，n’e qaNide「どこへも～な
い」）を表す12。

4.1. 音声・音韻的特徴
A. 形態音韻的交替
形態音韻的交替の例は筆者のデータにはないが，Maslova(2003:533)に，de（とりたて）の

頭子音が無声子音の後で無声化し，/t/となった例があがっている（以下，表記は原文どおり，
グロス，日本語訳は筆者による）。

(50) a. samuj

自身 (R)
met-ek+te

1SG-FOC+も
kel-te-l

来る-FUT-AN

erpeje-pul-n’e

エウェン-PL-COM

n’ied’̄ı-lle

話す-CVB

āče-le

トナカイ-INS

min-delle

取る-CVB

「私たち自身も来るだろう，エウェン人と話し合ってから，トナカイをもらって
から」

12 同様の機能をもつ ereも倚辞と見なすことができるかもしれない：kin ere「誰か」，qamun ere「いくつか」
など。この ereはサハ語からの借用の可能性がある。
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b. nikolaj-die

PSN-DIM

jukō-d’on-get+te

小さい-PCTP(JE).NMLZ-ABL+も
nuø-l’-ie-nunnu-j

笑う-E-INCH-HBT-INTR.3
čen̄ı-l’-ie-nunnu-m

からかう-E-INCH-HBT-TR.3

「ニコライは小さなことでさえ笑い出す，（人を）からかい出す」

この子音交替が規則的に起こるのか，あるいは随意的なものなのかは定かではない。なお，
同様に /d/を頭子音にもつ duuでは，無声子音の後でも /d/が無声化せずに現れている (47)。

B.音節構造の改変
el’e（確認）は，先行する子音と結びつき，ひとつの音節をなすことが多い。

(51) a. pajli-t’ el’e

paj.li.t’e.l’e

ずるい-INTR.3_CONF

「（彼は）ずるいんだよ」
b. omo-t’e

良い-PTCP(JE)

Soromo-k el’e

So.ro.mo.ke.l’e

人-FOC_CONF

「（彼は）良い人だよ」

el’eに先行する母音が脱落した例は今のところ得られていない。n’e（とりたて）の末尾の母
音が，母音の前で脱落した例も得られていない。

C.強勢
以上のことから，これらの要素は接辞とは異なる特徴をもつと言える。同時に，自立語でも

ないと判断する決め手は強勢に関する特徴にある。すなわち，これらの要素は，それ自体に独
立した強勢がおかれることはない。また，強勢の移動も観察されない。

(52) a. pajli-t’ el’e — "pajlit’el’e「（彼は）ずるいんだよ」
（pajli-t’ — "pajlit’「（彼は）ずるい」）

b. omo-t’e Soromo-k el’e — o"mot’e So"romokel’e「（彼は）良い人だよ」
（Soromo-k — So"romok「人（だ）」）

c. modo-jiili el’e — modo"jiiliel’e「（私たちは）住んでいるだろう」
（modo-jiili — modo"jiili「（私たちは）住んでいる」）

(53) a. ooZii-ge de — oo"Ziigede「水の中にも」
（ooZii-ge — oo"Ziige「水の中に」）

b. nume-ge de — nu"megede「家の中にも」
（nume-ge — nu"mege「家の中に」）

c. omo-t’e de — o"mot’ede「とても良い」
（omo-t’e — o"mot’e「良い」）

d. id’ii de — i"d’iide「今でも」
（i"d’ii「今」）

(54) a. n’e qodimie-j — n’eqodi"miej「どんな～も」
（qodimie-j — qodi"miej「どのような」）
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b. n’e oKoo-din — n’eo"Koodin「立っていることも」
c. n’e modo-din — n’emo"dodin「座っていることも」
（modo-din — mo"dodin「座っているために」）

duuを含む文の曲調は文末で上昇する。選択疑問を表す場合は，最初の duuまでで一端上昇
（↑）し，その後下降（↓）する。(47a-c)の強勢と曲調は次のように示すことができる。

(55) a. jowl’-aa-jemet duu

— jow"l’aajemetduu↑「（お前たちは）病気になったのかい？」
b. tet et’ie duu

— tet e"t’ieduu↑「あなたのお父さんかい？」
c. irkin t’uge-k duu, lem-dik duu

"irkin "t’ugekduu↑ "lemdikduu↓「ある道だったかな，何だったかな」

(49a)では，独立した強勢が n’e（否定）自体におかれている。今のところ，このような強勢
の機能は明らかではない。

(56) n’e magazin 8jl’e, n’e legul 8jl’e

— "n’emaga"zin "8jl’e "n’e"legul "8jl’e「店もなかった，食べ物もなかった」(= (49a))

5. まとめ

本稿では，先行研究において「倚辞」とされる要素に見られる特徴を概観し，接尾辞と倚
辞，あるいは倚辞と自立語とを区別するために，どのような基準が立てられるか考察した。結
論として，強勢を基準として 3者をある程度明確に区別することができるが，そのほかの基準
は接辞と倚辞の区別には役立つものの，倚辞と自立語を区別するには不十分であると言える。
その上で，ほかにも倚辞と見なしうる要素があることを報告した。強勢については，おそらく
それが弁別性をもたないため，従来の記述において大きくとりあげられることはなかった。し
かし，今後，倚辞の問題を考えるためには，強勢に関するさらなる研究が不可欠であろう。
強勢に関するふるまいから倚辞ではなく自立語と見なされる oo～Noo（コピュラ）について

は，統語的にも意味的にもほかの自立語と結びつく性質を強くもつものと特徴づけられるが，
その点で従来，修飾形とされてきた語（本稿では連体詞と呼んだ），後置詞とされてきた語と
共通点をもつ。自立語の中にもほかの自立語への従属度の低いものから高いものまで，いくつ
かの種類のあることが想定されるが，このような観点から，語および句について考えてゆくこ
とも今後の課題である。

表記
本稿では例を音素表記で示した。コリマ・ユカギール語の音素目録は次のとおりである（括

弧内はほぼ借用語のみにあらわれる）。

子音 p，b，t，d，t’，d’，k，g，q，(s)，S，Z，K，m，n，n’，N，l，l’，r，w，j

母音 i，u，e，8，a，o

t’は [
>
tS～ç]，d’は [

>
dZ]，qは [q～X]，n’は [ñ]，l’は [ë]のように実現する。

母音には 8をのぞいて長短の区別がある。長母音は iiのように母音の記号をふたつ重ねて
示す。二重母音には ieと u8がある。
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略号

1, 2, 3… 人称（1人称，2人称，3人称）
AN 動作名詞
CONF 確認
E 挿入音
FOC 焦点
FUT 未来
GEN 属格
HYP 仮定
IMP 命令
INTR 自動詞

IPFV 不完了
JUSS 要求
LOC 所格
NEG 否定
NMLZ 名詞化
PL 複数
PLN 地名
PROH 禁止
PSN 人名
PTCP 分詞

Q 疑問
R ロシア語語彙
REFL 再帰
RECP 相互

RN 結果名詞
SG 単数
TR 他動詞
VBLZ 動詞化

本研究のデータ
本稿で用いたデータは，先行研究から引用したものをのぞき，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，1997年，2002年から 2006年の間に，のべ 6か月間コリマ・ユカギール語の現地

調査をおこなった。
調査地は，ロシア連邦マガダン州スレドニェ・カンスク地区の中心地，セイムチャンと，セ

イムチャンに隣接するコリムスコエ村，ロシア連邦サハ共和国北東部のネレムノエ村である。
2006年の調査にあたっては東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の「研究未開

発言語文化の研究・習得のための現地派遣」制度の助成を受けた。また，1997年，2002年，
2005年の現地調査は次の文部科学省科学研究費補助金の研究協力者として助成を受けた。

1. 1997年：国際学術研究「アムール・サハリン地区の「危機に曝された」諸言語文化の調
査と記録」（研究代表者：金子亨）

2. 2002年：特定領域研究「東シベリアの古アジア諸語にかんする緊急調査」（研究代表者：
遠藤史）

3. 2005年：基盤研究（B）「アイヌを中心とする日本北方諸民族の民具類を通じた言語接
触の研究」（研究代表者：中川裕）

調査では，Shadrina, Agaf’ja Grigor’evna氏（1921年生まれ），Borisova, Dar’ja Petrovna氏
（1956年生まれ），Shalugina, Akulina Vasilievna氏の協力を得た。Shadrina氏，Borisova氏，
Shalugina氏にこの場を借りて深く御礼申し上げる。
データには次のようなタイプがある。

1. 録音・分析したテキスト
2. 聞き取り調査で得られた例文
3. 語の意味についてのコリマ・ユカギール語話者のコメント
4. 筆者が作例した文についてのコリマ・ユカギール語話者のコメント
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本稿で引用したテキストには以下のものがある。引用の際には，[ ]内の略号を用いた。

1. 「ピエテル・ベルベキン」（Shadrina, Agaf’ja Grigor’evna氏）[AG970808T2]
2. 「私たちはかつてとても貧乏に暮らしていた」（Shadrina, Agaf’ja Grigor’evna 氏）

[AG021022T3]
3. 「おじいさんがおばあさんと二人で暮らしている」（Shadrina, Agaf’ja Grigor’evna 氏）

[AG030821T3]
4. 「1人のおばあさんがおじいさんと暮らしていたそうだ」（Shalugina, Akulina Vasilievna

氏）[AV060829T1]
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