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1. はじめに 

ツングース諸語は主要部後置型で、形態的手法としてはもっぱら接尾辞を用いる膠着型の言

語である。語は文法的派生（語幹拡張）接辞と屈折接辞をとるが、さらにその後ろに、より独

立性の高い付属語（本稿では、cliticの訳語として「付属語」を用いることにする）を従えるこ

とがある。今回とりあげたナーナイ語とウデヘ語の付属語は、各々の付属語で偏りはあるもの

の、さまざまな品詞につき、日本語であれば副助詞、係助詞、終助詞などと呼ばれるものに似

た機能を示す。すなわち、命題的でなく、よりムード的な意味、もしくはFSP（Functional Sentence 
Perspective, 機能的文展望、もしくは文の情報構造）に関わる意味を示す要素ということもでき

よう。二つ、もしくは三つの付属語が連続することもまれにある。 
 ツングース諸語の付属語については、その意味の取り扱いの難しさもあってあまり研究は進

んでいない。本稿ではコーパスにより、まず個々の付属語の出現頻度を調べた。次におのおの

の付属語の機能について分析した。その際には、付属語がどのような要素に続くか、つまりど

のようなホストにつくか、という点に特に注目して分析した。付属語間での相互承接について

も調べた。 
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 その分析結果より、本稿では付属語の分類に関して、「主要部付属型」と「従属部付属型」

という分類を提案する。 

2. 先行研究 

 ここではナーナイ語とウデヘ語に関する先行研究の取り扱いを整理し、それぞれに筆者の観

点から検討を加える。 

2.1. ナーナイ語の付属語に関する先行研究 
ナーナイ語に関しては、Avrorin(1961: 256-77)、Onenko(1980)に小詞（露 chastitsa, 英 particle）

についての記述がある。Onenko(1980)は辞書であるので、語釈と例文、さらに品詞の指定があ

がっているのみである。Avrorin(1961)は小詞をさらに語的小詞（slovo-chastitsa）と接辞的小詞

（chastitsy-suffiksy、単複の語形は原文のまま）の２つに分類し、接辞的小詞はその内部をさら

に２つのグループに分類している。そのそれぞれについて、 終的には意味によって分類して

いる。 
 二つの先行研究では、認めている小詞の間に若干の出入りがある。以上の点について、二つ

の先行研究の記述を表に整理すると以下のようになる。 
以下の表における「おおよその意味」は、Avrorin(1961)およびOnenko(1980)の記述と例文、な

らびにこれまでに筆者が現地調査で得たデータにからまとめたものである。しかし、これらの

諸形式が実現する意味は、前後の文脈やホストとなる語によって大きく左右される。したがっ

て日本語による「おおよその意味」はあくまで一つの目安でしかないことをことわっておく。 
なお諸形式の表記に関して、大文字の A は母音調和による交代のうち、a~ə の交代の代表形

とし、 O は同様に o~u の交代の代表形として用いる。ロシアの先行研究は、母音の長短を無

視することが多いため、第5節の筆者による語形とは若干異なる場合があることもことわってお

く。 
 

表１ 先行研究におけるナーナイ語の小詞 
Avrorin(1961)の 

分類 
形式 Avrorin(1961)

の説明 
おおよその意味 Onenko(1980)

での品詞表示 
1) ta/tə/to 指示 「ほうれあの～」 小詞 
2) təŋ 限定 「まさにその～」 副詞 
3) ĵərgəĵiəni 「ほぼ～」 「ほぼ～」 後置詞 

限定 

4) maňa 拡大-限定 「～ばかり」 小詞 
5) əčiə 否定関連 「～しなかった」 小詞・否定動詞

過去 形動詞形 
6) əĵi 否定関連 「～するな」（禁止） 品詞情報無し

（「否定」との

み） 
7) əm 否定関連 「～せずに」 小詞 
8) aba 否定 「～がない」 否定名詞 

否定 

9) ana 否定 「～がなくて」 否定名詞・小詞 
10) goani 肯定（確言） 「～のだ」 小詞 
11) biəsi=kə 肯定（確言） 「～じゃないか」 小詞 
12) saina 推測 「たぶん～」 品詞情報無し

（「導入語」と

のみ） 
13) biĵərə 推測 「～だろう」 小詞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
語 
的 
小 
詞 
 
 
 
 
 

ﾑｰﾄﾞ 

14) čixani 許可 「まあいい」 品詞情報無し 
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15) xaj 驚き 「どうして～」 小詞 
16) gə 驚き 「さあ～」 感嘆詞 
17) aja 叙法 「（～ても）よい」 形容詞・小詞・

感嘆詞 

 
 
 
 
 
 
 
 

そ の

他 
18) gəsə 叙法 「（～するや）いな

や」 
副詞 

19) =dA 強調 「～も」 小詞 
20) =xil 否定的意味の

強調 
「～さえも」 小詞 

21) =xAj 否定的意味の

強調 
「～ならもちろん」 疑問代名詞 

・小詞 
22) =dAmA 感嘆文形成 「～こそ（～か！）」 小詞 

強調 

23) =mA 直説法現在／

未来の強調 
「～よ」 小詞 

24) =rAgdA(l) 限定 「～だけ」 ―― 
25) =tAni 限定 「～の方は」 小詞 
26) =kA 限定-対比 「～こそ」 小詞 
27) =lA 限定-分離 「～は」 ―― 
28) =kOči 限定-強調 「～こそ」 小詞 
29) =gOči 限定-強調 「～こそ」 ―― 
30) =bAki 時間限定 「～になってやっ

と」 
小詞 

31) =tOl 行為の集中 「もっぱら～で/し
て」 

小詞 

32) =nA 時間限定 「まさに～（の時）

に」 
―― 

限定 

33) =gdA(l) 一定方向への

限定 
「もっぱら/まさに 
～」 

―― 

34) =mAt 比喩 「～のように」 小詞 比喩 
35) =kAči 比喩 「～のように」 小詞 
36) =nO 疑問 「～か」 小詞 

第 1
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ 

疑問 
・推測 37) =dAtAni 推測 「～かもしれない」 ―― 
伝聞 38) =m/=(j)Am 伝聞 「～と」 ―― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
接

辞

的

小

詞 

第 2
ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ 
譲歩 39) =bimdA 譲歩 「～であっても」 ―― 

40) =kOldAA ―― 「～さえも」 小詞 Onenko(1980) に の

み記述されている

もの 
41) =mAAtOAči ―― 「まるで～のよう

に」 
小詞 

 
 まずAvrorin(1961)が語的小詞としている諸要素について検討する。 
 欧米の言語学の伝統なのだろうが、語形変化をせず語彙的意味を持たない語は広く「小詞」

として分類されているようだ。したがって、特にAvrorin(1961)が語的小詞と呼んでいるものは、

独立性が高いものを多く含んでいる。そのため、Onenko(1980)の品詞表示では、副詞（2 tǝŋ, 18 
gǝsǝ）や後置詞（3 ĵǝrgǝĵiǝni）、感嘆詞（16 gǝ）、（否定）名詞（8 aba）とされているものが

ここに入っている。Onenko(1980)が小詞と記述しているものにも、より独立的な用法を持ち、

同時に他の品詞としての記載があるものがさらに見られる（5 ǝčiǝ, 9 ana, 17 aja）。このように
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先行研究では、その形式の独立性をあまり問題にしていない。したがって上記の諸要素は、小

詞であっても付属語ではないとみてよいだろう。 
 さらに、筆者は 1) ta/tǝ/toを指示詞もしくは感嘆詞、12) saina、14) čixani を副詞、15) xajを感

嘆詞とみる。これらの語は、特にある種の統語的役割を持った語の後ろに来なければならない

といった制限がない。文頭にもっぱら現れる要素である。したがって前の語に倚りかかってい

るわけではないので、付属語とは考えない。否定を示す要素である 6) ǝĵi と 7) ǝm は、動詞と

ともに現れるのが普通であるが、動詞との間には他の独立語が自由に介在し得る。したがって

これらも付属語ではない。 
 問題となる残りの形式は 4) maňa と10) goani、および 11) biǝsi=kǝ と13) biĵǝrǝ である。11) 
biǝsi=kǝ と13) biĵǝrǝ はいずれも独立語である bi- 「いる、ある、～である」の変化形とみるこ

とができる。文法化がすすめば、今後これらの要素も付属語とみてもよいようになるのかもし

れないが、現時点では bi- の変化形とみるべきであると考える。 
 4) maňa と10) goani について、筆者はこれを付属語と考える。Avrorin(1961)はこれを接辞的

小詞とはせず、Onenko(1980)もこれにハイフンをつけずに表示して、独立語扱いをしている。

先行研究がともにこうした扱いをしているのは、この二つの形式がともに母音調和による異形

態をもたないためである。これらの扱いについては後でさらに考察を加えることにする。 
 次にAvrorin(1961)が接辞的小詞としている諸要素について検討する。 
 これらについては、39)を除いて筆者の観点からも付属語とみることに問題はない。39)の 
=bimdA は、やはり独立語である bi- 「いる、ある、～である」の副動詞形 bimi に 19)の =da 
がついたものと考えている。21)についても、独立語 xai 「何」の一用法である可能性がある。

これについては、今後母音調和の交代形としてあげられている =xəi の例を確認していく必要

がある。 
 22) =dAmA、37) =dAtAni、40) =kOldAA、41) =mAAtOAči については、筆者はこれまでにこの

ような形の付属語の例を見出せていない。22) =dAmA と37) =dAtAni については、それぞれ二

つの付属語の連続としてさらに分析される可能性がある（ =dAmA(22) < =dA(19) + =mA(23)、
=dAtAni(37) < =dA(19) + =tAni(25)）。 
 29) =gOči についても、筆者は自分が現地で得たデータの中に具体例を見出せていない。

Avrorin(1961)はこれを28) =kOči と同じものとしているが、このような異形態は使われないので

はないだろうか。Onenko(1980)にも記載はない。 
 Avrorin(1961)はいくつかの小詞について、その使用は極めて稀であると記述している。使用

頻度をよく吟味し、頻度の高い形式についてこそ、より詳細な記述を行うことが必要であろう。 

2.2. ウデヘ語の付属語に関する先行研究 
 ウデヘ語に関しては、Kormushin(1998: 101)、Nikolaeva and Tolskaja(2001: 280-300)、
Girfanova(2002: 37-8)に小詞についての記述がある。ただし小詞全般に関して、Kormushin(1998)
は１ページ、Girfanova(2002)は２ページの記述があるのみである。Shnejder(1936)の語彙集の中

には、小詞として品詞表示されていて、形式がハイフンつきであがっているものがある。なお

ウデヘ語の表記における A は、母音調和における a~ə~o の交替を代表するものである。 
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表２ 先行研究におけるウデヘ語の小詞 
 Girfanova 

(2002) 
Girfanova(2002)における 
英訳もしくは意味の説明 

Shnejder 
(1936) 

Nikolaeva 
and Tolskaja 
(2001) 

Kormushin 
(1998) 

1) =bə(də) like =bə(də) ―― ―― 
2) =bəbu 

/=bəsə 
isn’t it, really, certainly =bəbu/=bəsə (bubu/bəbə/ 

bubə)[D] 
―― 

3) =biĵə likely (biĵə) (bizə) [D] ―― 
4) =dA and, as well, even, yes, but =dA =dA [F] =də 
5) ―― ―― =dAhAm ―― =dəm 
6) =dyiĵi [emphatic particle] =dyiĵi ―― ―― 
7) =ĵə at this moment, just when (ĵə) ―― ―― 
8) ―― ―― =fə(i)hi/ 

=pəhi 
―― ―― 

9) =gAu [surprise at some unexpected 
information about certain 
cercumstances 

=gAhu ―― ―― 

10) =gdAlA [emphatic demonstrative 
particle] 

=gdAlA =gdA/=gdAli 
[F] 

―― 

11) =giəni [emphatic particle] =giəni ―― ―― 
12) =gu either, anybody,  

anyone/anyhow, somehow 
=gu ―― ―― 

13) =jəu [interrogative particle] =jəu ―― ―― 
14) =kA that, here =kA =kA [F] =ko 
15) =kai whole [about time – day, night, 

month] 
=kahi (kəi)[F] ―― 

16) =kulu probably, however, seem =kulu ―― ―― 
17) =lA [contrastive particle] =lA =lA [F] =lə 
18) =mA suddenly [expresses the 

unexpectedness of the action] 
=mAhA ―― ―― 

19) =mAti [indicates a word where logical 
stress falls] 

=mAti ―― =mati 

20) =m’əi only, everything =m’əi (m’əi)[F] ―― 
21) =n’A [interrogative/oppositional 

particle] 
=n’A ―― =nə 

22) =nu whether, either...or  
[interrogative particle] 

=nu ―― =nu 

23) =s’Ai up to, the very =s’æi/=s’əi (s’əi)[F] ―― 
24) ―― ―― =s’A(nA) (sənə)[F] ―― 
25) =si... =si either...or =si... =si ―― ―― 
26) =tənə [contrastive particle] =tənə (tənə)[F] =tənə 
27) =tulu(gu) that very  

[emphatic particle] 
=tulu(gu) ―― ―― 

 
 筆者が現地調査を通して得た資料から、先行研究を振り返ってみると、Shnejder(1936)の記述

がもっとも的確であるように感じられる。Girfanova(2002)はShnejder(1936)をもとにしているよ

うだが、むしろ若干改悪されているように感じられる。3) biĵǝ および7) ĵǝ はその現れ方からみ

て独立語として扱うべきものであり、実際Shnejder(1936)はそうしているが、Girfanova(2002)は
これを小詞にしてしまっている。24) =s’A(nA) は比較的よく用いられる形式だが、

Girfanova(2002)はこれをあげていない。 
 他方、Nikolaeva and Tolskaja(2001)は独立語を多く小詞として取り上げ、逆にShnejder(1936)
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が記述している重要な付属語を無視している。上記の表中にないもので、Nikolaeva and 
Tolskaja(2001)が小詞としているものは次の通りである。なおNikolaeva and Tolskaja(2001)は小詞

をFocus particlesとDiscourse particlesの二つに分けている。上記の表中での[F], [D] の表示はこの

区別を示す。 
 
Particles（Nikolaeva and Tolskaja 2001） 
Focus particles: xai(si), ňa, dələ, -sa/-sə/-so, c’əi, -ga/-gə/-go, -ta/-tə/-to, bəjəni, sila, z’əi, təiz’ə 
Discourse particles: gunə, gunəi, guŋkini, gum(u), saina, jaza(-ta), tə, ta, kə, gə, zə, daŋdilə, m’a, 

-za/-zə/-zo, -ga/-gə/-go 
 
 6) =dyiĵi, 16) =kulu, 18) =mA, 19) =mAti, 22) =nu の５つに関しては、筆者は現地調査から確実

な例を得ていない。したがってこれらの付属語については先行研究の記述以外に情報が無い。

25) =si... =si は、筆者の得た資料ではもっぱら =ǝs... =ǝs という形式で現れる。 
 いずれにせよウデヘ語の文法要素の研究、なかでも付属語の研究は極めて不足していること

がわかる。 

3. 付属語の認定に関わる問題 

 この第3節においては、先行研究の記述を踏まえて、ナーナイ語・ウデヘ語の付属語認定の基

準について、音韻的観点（3.1.）、形態的観点（3.2.）、意味的観点（3.3.）、統語的観点（3.4.）
から順に考えてゆくことにする。 

3.1. 音韻的観点 
 ここでは音韻的な問題点として、母音調和と音節構造、超分節音的特徴、の三つをとりあげ

る。 
 上記の表１，２からわかるように、ナーナイ語ではほとんどの付属語が、ウデヘ語では半数

弱の付属語が母音調和にしたがう。したがってこれらの要素が音的に前の語の支配下にあるこ

とがわかる。他方で、池上(p.c.)はこの母音調和にしたがうということを理由に、ウイルタ語の

類似の要素の多くを「語尾」と呼んで扱っている。池上(p.c.)にしたがえば母音調和にしたがう

ものはそれより前に現れる接辞と同様に「語尾」であり、したがわないもののみが「付属語」

（もしくは独立の語）ということになる。筆者はこのような考えをとらないが、このような考

え方も明確な分類の一つとして考えられるかもしれない。 
 ウデヘ語で母音調和による異形態をもつものが少ないのは、一つにはこの言語で母音調和が

衰退してきていることに原因がある（そもそも高母音では母音調和による対立が無い）。通時

的な視点を共時的な分析に持ち込むことは慎まねばならないが、ツングース諸語全般において

付属語というものを考えていく際には、母音調和を基準とすることの問題点が顕在化してくる。

なおウデヘ語では、第２音節以降の母音に弱化がみられ、場合によっては /a/ と /ə/ を区別す

ることも容易ではない。したがって母音調和による異形態の聞き取り自体も完全に行えるかど

うかに疑問が残る。 
 次に音節構造についてみると、ナーナイの 33) =gdA(l) などは２子音連続ではじまっている

し、38) =m は子音のみという音節構造になっている。このような音節構造は独立語では許され

ない。一部の付属語についてしか適用できないが、このような音節構造も独立語から付属語が

区別されるべきことを示している。なお音節構造そのものではないが、24) =rAgdA(l) のように 
r 音ではじまっていることも（ツングース諸語の）通常の語ではありえないことである。 
 ポーズやイントネーション、アクセントなど、いわゆる超分節音素を問題にした研究はまだ

十分にできていない。これらを基に付属語を規定する可能性も考えられる。これについては今

後の課題としたい。 
 ただ、Sapir(1921)も服部(1950)も、語ならびに付属語の認定においては音的な特徴を二次的な

ものと考えている。これら碩学の考えに従い、筆者も通言語的に、付属語の認定に関して、音
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韻的な観点が果たす役割は決定的なものではないのであろうと考えている。 

3.2. 形態的観点 
 ナーナイ語とウデヘ語において、名詞は格および所有人称の接辞をこの順序でとる。動詞は

［きれつづき・法・時制］および主語の人称の接辞をこの順序でとる。主格は明示的な接辞を

とらず、名詞における所有人称と動詞における主語の人称は、場合によっては現れないことも

あるが、こうした格や法、人称などは、ナーナイ語とウデヘ語における必須の文法的カテゴリ

ー（屈折カテゴリー）と考えることができる。したがって語はこれらのカテゴリーを示す接辞

がついてはじめて語としての統一性を獲得し、文中で機能する力を得る。特に動詞は、いくつ

もの派生接辞によって語幹を拡張していくことができるので、話者にとっても、こうした屈折

接辞が 後にくることによって語の完結性が意識されている。 
 他方こうした屈折接辞より後ろに現れる要素は、多く母音調和にはしたがうものの、より任

意の要素であり、それら自体は基本的に変化しない。 
 したがって筆者は、このような形態的観点を重視し、屈折接辞の後ろに現れるものを一括し

て付属語とみなすことにしている。 
 ただし問題が無いわけではない。FSPやムードを示す付属語は、おそらくこれを取り去っても

文の論理的意味はほとんど変わらず、取り去っても文はいちおう成立するものと考えられる（む

ろん前後の文脈の中では不自然さが生じる可能性があるが）。しかし疑問を示す付属語では、

疑問詞疑問文とYesNo疑問文での使い分けがあるなど、文中の要素と一定の呼応を示すものが

あるようだ。こうした場合、このような疑問の「付属語」を取り去ってイントネーションなど

だけで疑問が表示できるのか、確認していく必要がある。 
 付属語はそれ自体がそれ以上変化しない（つまり屈折接辞をとらない）、とした点にも例外

が認められる。ナーナイ語の付属語 =maňa「～ばかり」は三人称単数の所有接辞をとった形で

も現れることがある（=maňa-ni、具体例などは各論で後述する）。さらにナーナイ語の引用の

付属語 =m も、複数の話者の発話の際に =m-al などの形で現れることがある（-(A)l は一部の

動詞形で複数表示として現れる、、やはり具体例は各論で後述する）。これらはこれらの語が

かつて独立語であった時の名残とみなすべきものかもしれない。 
 以上にみてきたように、ナーナイ語やウデヘ語をはじめとするツングース諸語においては、

こうした形態的基準が有効であり、したがって重要である。逆に言えば、こうした形態的基準

で明確に線引きすることが可能であるために、付属語の認定はあまり難しくないと言ってよい

と思う。 
 ここではさらに付属語認定の形態的基準として、服部(1950)のあげる三つの基準、中でも特に

第一の基準について考えてみたい。まず三つの基準を確認しておく。 
 
(I) 職能や語形変化の異なる色々の自立形式につくものは自由形式（付属語）である 
(II) 二つの形式の間に別の単語が自由に現れる場合には、その各々は自由形式である。従って、

問題の形式は付属語である。 
(III) 結びついた二つの形式が互いに位置を取り替えて現れうる場合には、両者ともに自由形式

である。 
 
 先にみたように、ナーナイ語とウデヘ語における問題の諸要素は、屈折接辞の後ろに現れる。

屈折接辞は品詞によって厳密にどの接辞が現れるかが決まっており、ある品詞の屈折接辞が別

の品詞の語幹につくことはない（形動詞と名詞につく人称接辞に関してはさらに考えるべき相

通性があるが、本稿ではこの問題を扱わない）。他方屈折要素より後ろに現れる諸形式はいろ

いろな品詞の後ろにつくようだ。つまり服部(1950)の(I)の基準からも屈折要素の後ろに現れる諸

形式は、さまざまなホストにつくのであるから、間違いなく付属語であるということになる。

本稿では個々の付属語について、実際の用例からこの点を確認する（第5節）。 
 次に(III)の基準であるが、これは付属語間での相互承接の問題ということができる。この問題

もまだナーナイ語やウデヘ語では研究されていない。本稿ではこの相互承接についても考察す
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る（第6節）。 

3.3. 意味的観点 
 「はじめに」で述べたように、これらの言語で付属語が示す意味は、FSP的なものやムード的

なものが多い。このことは、少なくとも日本語をはじめとする「アルタイ型」言語に共通して

みられることのようだ。これらの文法的カテゴリーはそのスコープが大きく、そのため語の、

より後ろのほうに現れる必要がある。付属語にこのような意味のものが多い、ということは通

言語的な一般性を持つものだろうか。今後より多くの言語について検討していく必要があろう。 

3.4. 統語的観点 
 先行研究の記述でも確認できたように、ナーナイ語、およびウデヘ語の付属語は、日本語で

いえば「とりたて」や「文末のムード」を示すものが多くを占めているようだ。「とりたて」

は名詞項や副動詞句など、文中の従属的な諸要素につく。他方「文末のムード」を示す付属語

は、品詞が名詞、形容詞であるか動詞であるかを問わず、文末の述語（つまりはその文の主要

部要素）につく、ということになる。したがってナーナイ語・ウデヘ語の付属語は文の主要部

につくものと文の従属部につくものに大きく分けることができそうだ。つまり付属語のホスト

は品詞などの形態的な制約が無いかわりに、文中での統語的機能という統語的資格の制限があ

る程度存在するものと考えられる。 
 次に付属語の意味機能がどこまで及んでいるか、すなわちその付属語のスコープはどこから

どこまでか、という問題がある。疑問や断定など、ムードに関する要素は文全体にそのスコー

プが及んでいるものと考えられる。しかし疑問文でも、さらに疑問の焦点となる要素が存在す

る場合がある。とりたての類の付属語でも、そのスコープの確定には同様の難しさがある。こ

のスコープの問題については、今回まだ十分に整理することはできなかった。今後の課題とし

たい。 

4. 研究方法 

 まず、ナーナイ語のテキストである風間(2001, 2002, 2005, 2006a)とウデヘ語のテキストである

風間(2004, 2006b)における付属語の現れを調べてみた（（ ）内の / の前後の数値はそれぞれ

母体のコーパスごとの数値である）。ナーナイ語の方が付属語を多く使うことがわかる（ただ

し語り手の個人的特徴を考慮する必要がある、またウデヘ語のコーパスには実話が多く含まれ

ているのに対し、ナーナイのそれはほとんど民話であることにも注意する必要がある）。 
 

表３ 付属語の出現頻度 
 付属語の数 母体のコーパスの量 
ナーナイ語 13,456（6,219/2,188/2,682/2,367） 721（330/111/142/138）ページ 
ウデヘ語 4,531（3,834/697） 641（537/104）ページ 
 
 次にナーナイ語とウデヘ語のそれぞれについて、風間(2006a)と風間(2006b)から個々の付属語

の頻度について調べてみた。表4の諸要素も頻度順に上位のものから配列してある。なお、（ ）

内の / の前後は母音調和による異形態それぞれの数値である。 
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表４ ナーナイ語とウデヘ語における付属語 
 ナーナイ語 付属語の数  ウデヘ語 付属語の数 
[N1] =tAnii  598（141/457） [U1] =dA 326（124/200/2） 
[N2] =dA(A) 491（272/219） [U2] =bədə 103 
[N3] =goani 428 [U3] =tənə  62 
[N4] =lA/=golA 311（105/123/17/66） [U4] =gdA 30（7/20/3） 
[N5] =A 170（66/104） [U5] =mAi 30（5/24/1） 
[N6] =m(Al) 79 [U6] =kAA 23（7/16） 
[N7] =Os 60（39/21） [U7] =A 22（7/15） 
[N8] =nOO 47（24/23） [U8] =jaĵa 19 
[N9] =kAA 41（16/25） [U9] =lə 13 
[N10] =maňa 23 [U10] =buubu 13 
[N11] =mA 22（13/9） [U11] =ĵA 10（2/8） 
[N12] =jA 18（4/14） [U12] =nA 9（2/6/1） 
[N13] =O 15（13/2） [U13] =liə 8 
[N14] =mAA/=mAt 15（11/2/1/1） [U14] =ko 6 
[N15] =tOl 11（6/5） [U15] =dəm 5 
[N16] =kAAči 6（4/2） [U16] =tə 5 
[N17] =kOči 3（1/2） [U17] =əs 4 
[N18] =gdA(l) 2（2/0） [U18] =jA 3（2/1） 
[N19] =kAs 1（1/0） [U19] =sənə 2 
[N20] =rAgdA 1（1/0） [U20] =gumu 2 
 計 2,342 [U21] =tulu 1 
   [U22] =gəəfə 1 
    計 697 
 
  さらにこれらのうち、一定量のデータのある上位の諸形式について、個々の付属語をより詳

しくみてゆくことにした（次節参照）。 

5. 付属語各論 

 ナーナイ語では、頻度の高いものから順に15番目まで、個々の付属語を扱う。ウデヘ語は13
番目までとした。どちらもそれより下位のものは例が少なすぎて十分な考察ができないと判断

したためである。 
 この各論では、それぞれの付属語がどんなホストにどれくらいの頻度でつくか、どんなホス

トについた時にどんな意味で実現するか、ということを、数量的データと具体的な例文によっ

て明らかにすることを目指した。その際個々の付属語が、3.4 で仮定した類型、すなわち主要

部付属型と従属部付属型のいずれであるのか、もしくはいずれとも決めがたいのか、を考察し

ていくことにする。なお以下の表中で、ホストの順序はおおよそ［名詞－形容詞－動詞］のよ

うになっていることをことわっておく。 

5.1. ナーナイ語の付属語各論 
5.1.1. [N1] =tAnii 
 Avrorin(1961: 267-8)は、この形式について、まず広い意味で限定の小詞であるとした上で、４

つの用法をあげている。1)分離・反意の用法（対比、と呼んでもよいと思う）、2)時間限定や場

所限定の用法、3)定動詞につく確認用法、4)希求法での義務的使用、である。 
 筆者は、=tAnii を、主に文の主題を提示する付属語である、としてよいのではないかと考え
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ている。以下にその特徴をみていく。 
まず、この付属語は、圧倒的に文頭の要素について現れる。もっとも多いのは əsi 「今」に

つくもので、「さて、そこで」のような意味で多用される。主語につくことが次いで多く、場

所や時の状況語に付くことも当然多い（Avororin 1961 のいう時間限定や場所限定の用法であ

る）。テキスト中で、前の文とは異なる主語が提示される場合には、ほとんどこの =tAnii がつ

く。逆に、=tAnii が主語についているもののほとんどは、前の文とは違う主語を提示している。

風間(2006a)の 初のテキストで調べてみると、全部で101の =tAnii があり、主語についたもの

は26例だったが、うち24例は前の文と別の主語を導入するものであった。 
 
  (1) əm modan=tanii aaŋ-naa-ji   ǝnǝ-xǝn,  
 one time=CLT  elder.brother-PL-REF.SG. go-PST.PTCP 
 
 goro-či. naonĵokaan=tanii ǝlkǝ ǝu-gu-xǝ-ni    
 far-DIR boy=CLT  slowly go.to.river-RPT-PST.PTCP-3SG  
 
 ĵook-či-ji. 
 house-DIR-REF.SG. 

「ある時、兄たちはでかけた、遠くへ。（他方一番下の弟である）少年はゆっくり下

りて行った、自分の家のほうへ」 
 
 上の例のような場合、「兄たち」と「少年」の間に対比のニュアンスが生じる。これはAvororin 
(1961) のいう対比の用法ということになる。 
 

表５ =tAnii のホスト 
主語（所有構造の前項を含む） 198(46/152) 
目的語 41(18/23) 
場所の状況語（形動詞句を含む） 27(22/5) 
時の状況語（形動詞句を含む） 13(6/7) 
əsi 「今」 234(0/234) 
間接目的語など、主格／対格以外の斜格名詞（句） 5(0/5) 
接続表現（tui taraa=tanii「そう してから」など） 25(25/0) 
動詞の形動詞形 21(12/9) 

文頭の要素 

動詞の副動詞形 15(8/7) 
文末の要素 文末述語 19(4/15) 
計 598(141/457) 
 
 目的語などは、ふつう主語や場所／時の状況語などより後ろの位置に現れることが多いのだ

が、-tAnii がつけば文頭に移動することが多い。 
 
  (2) ča-wa=tanii sia-rii-ni=goani  tǝi naonĵokaan. 
 that-ACC=CLT eat-PRS.PTCP-3SG=CLT  that boy 
 「それを食べるのだ、その少年は」 
 
 動詞の形動詞形は、主語の一種とみなすべきかもしれない。条件節に近い機能を示すことも

ある。 
 
  (3) ǝsi=tǝnii irači-xan=tanii kaltaa-la-raa nǝǝ-xǝn. 
 now=CLT bring-PST.PTCP=CLT hut.to.bury-VL-CONV put-PST.PTCP 
 「今、運んできたのは／運んできたら 埋葬小屋を作って安置した」 
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 興味深いのは、文末の述語に付く例である。この中には定動詞に付いたものがある。Avororin 
(1961) のいう確認用法である。 
 
  (4) ňoani gǝlǝ-i-ni,  saa-ra=tanii. 
 she want-PRS.PTCP-3SG know-PRS.IND=CLT 
 「彼女が求めているんだもの、（彼女自身が）知っているのよ」 
 
 定動詞は本来、話し手が直接体験したことについて用いられるものであると考えられる。 
 このようにナーナイ語の =tAnii は文頭で提題の機能を持ち、文中で動詞につけば条件節形成

に働き、文末ではムード的意味を実現する点で興味深い。日本語においても、係助詞の「～は」

と終助詞の「～わ」、条件の接続助詞の「～ば」は同一起源とする考えがある。 
 なお、tǝnii 「たった今～したばかり」という副詞的な独立語が別に存在する。これが付属語

の =tAnii と通時的にまた共時的に関係があるかについてはさらに検討する必要がある。 
 
  (5) əĵi-nəə-ni=lə tənii isi-xa-či  bi-či-ni. 
 husbund-PL-3SG=CLT just reach-PST.PTCP-3PL be-PST.PTCP-3SG 
 「夫たちは、たった今着いたところだった」 
 
 希求法 -ŋA は、常に［V語幹-ŋA-人称=tAnii］という固定した構造をとる。Avrorin (1961)の指

摘した４つ目の用法である。 
 
  (6) mǝnǝ sigĵi-čǝǝr u-ŋǝ-si=tǝnii. 
 by.oneself comb-PST say-OPT.IND-2SG=CLT 
 「自分で梳った、と言いなさい」 
 
 以上にみてきたように、=tAnii は、文頭の主題要素につく点では典型的な従属部付属型のよ

うだが、文末述語にもつくため、どちらの型とも決めがたい要素であるといえる。 
 
5.1.2. [N2] =dA(A) 
 Avrorin (1961: 264-6)は、この形式を基本的に強調の小詞であるとし、全部否定や不定、譲歩

の用法を指摘している。この付属語は日本語の「も」に似て多様な機能を持っているが、「も」

よりもさらに広い機能を持っている。 
 

表６ =dA(A) のホスト 
主格の名詞 105(61/44)
斜格の名詞 67(44/23)

名詞類 

形容詞 17(11/6)
副詞 70(43/27)

形動詞 131(65/66)
副動詞 23(12/11)

動詞 

定動詞 13(4/9)
付属語 65(32/33)
計 491(272/219)

 
 実際には疑問代名詞についた例が多いが、疑問代名詞はそれぞれの文中での機能によって、

名詞や形容詞、副詞にそれぞれ振り分けた。形動詞や副詞についた例の数が多くなっているの

は、以下でみる語順逆転表示の用法の例がその多くを占めているためである。 
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表７ =dA(A) の用法 
語順逆転表示 135(52/83) 
累加肯定 148(86/62) 
累加否定 41(26/15) 
全部肯定 23(23/0) 
全部否定 34(26/8) 
疑問詞について不定を示す 25(22/3) 
動詞について譲歩等を示す「～しても」「～だろうが」 44(19/25) 
形容詞の程度についての感嘆（Adj  xai=daa「～だ、何とも」） 11(11/0) 
強調 30(7/23) 
計 491(272/219) 

 
 用法の分類は、そのホストならびに文の意味によってかなり客観的に分類できるが、一部恣

意的な分類になった面は否めない。ただし基準によってこの表の数値が大きく変わることはな

い。 
 以下では順に上記の表中の諸用法についてみていく。 
 まず語順逆転表示とは、Head finalであり文末に述語がくるこの言語において、名詞項や副動

詞句が述語に後置される場合に、この付属語をしたがえる場合を指す。これを語順逆転表示の

用法と呼ぶ。先行研究にこの用法に関する指摘は無い。例えば次の例の如くである。 
 
  (7) “ǝĵi gusǝrǝ-rǝ,”  un-dii,  “mimbiǝ  
 NEG.V.IMP tell-PRS.PTCP say-PRS.PTCP I.ACC 
 
 ǝnu-xǝm-bǝ”=dǝǝ. 
 leave-PST.PTCP-ACC=CLT 
 「『決して話すな、』と言う、『私が去ったことを、』と。」 
 
  (8) ǝĵi-ni=tǝnii  xǝmǝ xǝmǝ ǝnu-xǝn,  tui=dǝ. 
 husbund-3SG=CLT silent silent leave-PST.PTCP thus=CLT 
 「夫は黙って去った、そんな風にだ」 
 
 コーパスが民話であるためか、実際にもっとも例が多いのは、次のように登場人物のセリフ

が un- 「言う」という動詞に後置された場合である。この場合たいてい引用を示す付属語 =mA 
（5.1.6 で後述）に後続する。なお他の付属語への連続については、第6節を参照されたい。 
 
  (9) un-dii-ni,  “ača-asi”=m=da. 
 say-PRS.PTCP-3SG correspond-NEG.PRS.PTCP=CLT=CLT 
 「言う、『ダメだ、』と」 
 
 累加肯定とは、日本語の「も」に似て、別の対象にも同様のことが言える場合に用いられる

ものである。 
 
  (10) ǝlčiu-sǝl=dǝǝ omi-i,  ǝikǝ-nǝǝ-ni=dǝǝ  
 slave-PL=CLT drink-PRS.PTCP elder.sister-PL-3SG=CLT 
 
 omi-i. 
 drink-PRS.PTCP 
 「奴隷たちも飲む、姉たちも飲む」 
 
 累加否定は、これに対応する否定文である。 
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  (11) aaŋ-naa-ni  pokto-ni=daa abaa, 
 elder.brother-PL-3SG footprint-3SG=CLT nothing 
 「兄さんたちの（行った）足跡も無い」 
 
 全部肯定は、［疑問詞=dAA  (xǝm)］の構造をとるものである。 
 
  (12) xai-wa=daa xǝm saa-rii. 
 what-ACC=CLT all know-PRS.PTCP 
 「何でも全て知っている」 
 
 全部否定は、同様に［疑問詞=dAA］が否定文に現れるもので、意味は全部否定になる。 
 
  (13) simbiǝ ui=dǝǝ  toŋgala-mi  mutǝ-ǝsi. 
 you.ACC who=CLT  trick-CONV  possible-NEG.PRS.PTCP 
 「おまえのことを誰も手出しできない」 
 
 疑問詞につき不定を示す用法の例は以下のようである。なお5.1.8 でみる =nOO も類似した

機能を持つが、［疑問詞=nOO］が indefinite でありかつ nonreferential であるのに対し、［疑

問詞=dAA］は indefinite であっても referential である。 
 
  (14) ǝmutu xaali=daa  ičǝĵǝ-xǝn=mǝ. 
 as.if when=CLT  see-PST.PTCP=CLT 
 「まるでいつだったかに見たことがあったように」 
 
 動詞について譲歩を示すものは、副動詞につづくものも、形動詞につづくものもある。 
 
  (15) gǝlǝ-gu-ə-mi=dǝǝ  xooni bi-či-si=ə. 
 search-RPT-NEG-CONV=CLT how be-PST.PTCP-2SG=CLT 
 「探しにも来ないで何をおまえはしていたのか」 
 
  (16) muǝ tuu-xǝn=dǝǝ bu-dǝsi,  ǝsi tui   
 water fall-PST.PTCP=CLT die-PRS.NEG.PTCP now thus  
 
 xai-xan=daa  bu-dǝsi. 

do.what-PST.PTCP=CLT  die-PRS.NEG.PTCP 
 「水に落ちても死なないし、今こうしてみても死なない」 
 
動詞につづくものには、これ以外に同じ動詞の連続において、前の動詞について動作の長時

間の継続や程度の強調を示すものがある。 
 
  (17) nǝu-ni=tǝnii  soŋgo-i=daa soŋgo-i-ni=goani. 
 younger.family-3SG=CLT cry-PRS.PTCP=CLT cry-PRS.PTCP-3SG=CLT 
 「妹は泣きに泣きまくるのだ」 
 
 形容詞に、xai=daa が続いた場合には、感嘆の気持ちを伴って、その形容詞を強めて言う働

きがある。 
 
  (18) nonĵi=a  xai=daa. 
 cold=CLT  what=CLT 
 「寒いぞ、何とも」 
 
 後に、強調とした用法である。このような例では、むしろ =dAA のついた名詞にFocusが
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かかっているようだ。このような用法についてはまだ十分に分析できていない。 
 
  (19) suǝ orkim-ba-si  mii=dǝǝ xai-ĵaa=ma. 
 you.PL bad-ACC-2SG I=CLT do.what-FUT.IND=CLT 
 「あなたたちが悪かったのを、僕がどうするだろうか」 
 
 以上を整理すると、=dAA がつくのはもっぱら文の従属部要素であり、=dAA は従属部付属

型の付属語としてよいと思う。ただし語順逆転表示の用法は、形の上では必ず従属部につくわ

けだが、他の従属部付属の付属語や、=dAA の他の用法とも大きくその性質を異にしている。

このことは相互承接の面にも現れるが、これについては第6節で後述する。 
 
5.1.3. [N3] =goani 
 =goani は述語部分を強調する機能を持つ。筆者はもっぱら「～のだ」と訳している。母音調

和の異形態を持たない点が特殊である。物語の地の文で多用される。他方、話し言葉ではその

使用頻度は下がるものと思われる。今回の調査で得られた428例中、登場人物のセリフに現れた

のは16例にすぎなかった。名詞についた例が8例、形容詞についた例が8例、abaa「無い」につ

いた例が1例あった以外は、全て文末の述語である形動詞についたものであった。形動詞であれ

ば、肯定否定、人称非人称、現在過去を問わずさまざまな形動詞が現れる。他方直接体験につ

いて言及する形と考えられる直説法定動詞にはつかない。これは=goani が話し手による何らか

の［判断］を示す形式であるからと考えられる。形動詞は一種の名詞的な動詞形であるので、

その文は 終的には「AはBである」というタイプの判断文である。 
 名詞、形容詞、動詞についた例をそれぞれあげておく。 
 
  (20) xailoo gučkuli arčokaan, saxaltoo-kaan=goani. 
 what beautiful girl black-DIM=CLT 
 「何とも美しい女の子だ、少し色黒の子なのだ」 
 
  (21) lur ǝnǝ-mi aja-ni=goani. 
 pass go-CONV good-3SG=CLT 
 「通り過ぎて行けばよいのだ」 
 
  (22) ǝi muǝ-či tuu-pi bur-buri=goani. 
 this water-DIR fall-CONV die-IMPS.PTCP=CLT 
 「この水へ落ちたら死ぬのだ」 
 
 文中のいかなる句につくこともないので、この付属語は典型的な主要部付属型の付属語であ

る。 
 
5.1.4. [N4] =(gO)lA 
  まず異形態についてであるが、母音で終わる語には =lA がつき、子音で終わる語（ほとんど

全てが n 終わり）には =gOlA がつく。Avrorin(1961)はこの付属語の機能について、［限定］

を示す、としているのみである。 
筆者は、この付属語も =tAnii と同様に、文の［主題］を示すものと考える。=tAnii との機

能の違いについては、いろいろ調べてみたが今のところ明らかにすることができていない。

=tAnii とは異なり、文末述語につく用法はなく、完全な従属部付属型の付属語である。=tAnii ほ
ど［対比］のニュアンスが強くないように思われるが、この点については客観的に根拠を示す

ことができていない。ホストの分布についてみると、=tAnii と同様、時間や場所の状況語につ

くものが多い。指示詞や接続表現につくことが多いのも、もっぱら旧情報につくこの付属語の

性質を示しているといえるだろう。 
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表８ =(gO)lA のホスト 
主格の名詞 117(11/31/10/65) 名詞 
斜格の名詞 56(32/24/0/0) 

指示詞 tǝi 「それ、そいつ、彼」, ǝi 「これ、こ

いつ」 
43(0/43/0/0) 

動詞 形動詞、形動詞の名詞的用法、副動詞 40(20/20/0/0) 
接続表現 tui taraa=la「そう してから」 

tui tami=a=la「そう して」 
tui tapi=o=la「そう すると」 
tawaŋki=la「それから」 
čado=la「そこで」 

42(42/0/0/0) 

ǝm modan=gola 「ある ときに」 7(0/0/7/0) 
ǝsi=lǝ 「今」 2(0/2/0/0) 

副詞 

mǝŋdǝn=gulǝ 「まるごと」 2(0/1/0/1) 
付属語  2(0/2/0/0) 
計 311 

 
 =(gO)lA に関して特徴的なことの一つは、文中でいくつも（二回も三回も）連続して使われ

ることがある点である。次の例は接続表現と、時間や場所の状況語に付いた例だが、三つも連

続して現れている。 
 
  (23) tui ta-mi=la  ǝm modan=gola  
 thus do-CONV=CLT one time=CLT 
 

tuliǝ-du-ə-ni=lǝ  morin=ma  siasin tuu-xǝ-ni. 
 courtyard-DAT-E-3SG=CLT horse=CLT  sound fall-PST.PTCP-3SG 
 「そうしてある時に中庭に、馬のような物音がして降りて来た」 
 
 次も主語の例だが二つ連続して現れている。 
 
  (24) tǝi=lǝ naonĵokaan=gola ŋǝǝlǝ-xǝn=dǝǝ ǝnǝ-uri=goani. 
 that=CLT boy=CLT  fear-PST.PTCP=CLT go-IMPS.PTCP=CLT 
 「その少年は恐れたが行くべきなのだ」 
 
 次は目的語の例だが、まず =tAnii による一つ目の主題（ここでは主語）がきて、次に =(gO)lA
によってとりたてられた目的語が来ている。 
 
  (25) ǝsi=tǝnii ǝikǝ-ni=tǝnii moo-wa=la  tuiŋku-mi  
 now=CLT elder.sister-3SG=CLT tree-ACC=CLT sway-CONV 
  
 dǝruu-xǝ-ni=goani. 
 begin-PST.PTCP-3SG=CLT 
 「今姉は木を揺らし始めたのだ」 
 
 次の例のように主語と目的語の両方についた例もある。 
 
  (26) ǝsi=tǝnii puĵin=gulǝ  xaĵom-ba-ni=la xǝm 
 now=CLT heroine=CLT thing-ACC-3SG=CLT all 
  

toki-do  tǝuči-gu-xǝn. 
 sledge-DAT  load-RPT-PST.PTCP 
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 「今プジン（女主人公）は家財を全て橇に積んだ」 
 
 動詞についた例では、やはり状況表現のような意味を実現する。 
 
  (27) tǝi=tǝnii tǝtuǝ-ji  jaasi-i-ni=la,   
 that=CLT cloth-REF.SG look-PRS.PTCP-3SG=CLT 
  

ičǝ-i-ni=lǝ   ňoani tǝtuǝ-kǝǝ-ni  bi-ə
 un-dǝ. 
 see-PRS.PTCP-3SG=CLT  she cloth-DIM-3SG be-PRS.IND say-PRS.IND 
 「彼女が自分の（着ている）服をよく見てみると、見ると彼女の服であるという」 
 
 初に述べたように、従属部付属型の付属語である。 
 
5.1.5. [N5] =A 
 この付属語は感嘆詞的で、あまり明確な意味・機能は見出せない。文中の諸要素にも文末の

述語にもつく。一部の形容詞の例（goro「遠い」, ĵiĵa「近い」）を除いては、もっぱら i の母

音に終わる語につく。具体例は省略する。主要部付属型か従属部付属型かという問題にも関わ

らない要素であると考える。なおこの形式について先行研究の考察は無い。 
 

表９ =A のホスト 
名詞 1(0/1) 
疑問詞（xaali「いつ」, xooni「どのように」） 7(7/0) 
形容詞 13(11/2) 
動詞 85(47/38) 
付属語 2(1/1) 
undiisi （物語の中で語調を整えるために用いられる要素） 62(0/62) 
計 170 

 
5.1.6. [N6] =m(Al) 
 =m(Al) は［引用］節を表示する。ふつう =m の形で現れるが、ごくまれに複数主体の発言

である場合に =mAl となることがある。Avrorin(1961)も［引用］（直接話法の間接的伝達）を

示すものとしているが、un- 「言う」の副動詞形（SG. u-mi, PL. u-məəri）をその起源として考え

ている。上記のような複数形が存在するので、筆者もその語源説に賛同する。 
 

表10 =m(Al) のホスト 
形容詞 3
abaa「ない」, anaa「なしに」 2
感嘆詞（banixa 「ありがとう」） 1
動詞 73
計 79

 
 今回の調査ではもっぱら形容詞述語、もしくは動詞述語についた例ばかりであった。名詞述

語文の例もあってよいはずだが、今回は得られなかった。この付属語は［引用］を示すが、実

際にその後に言語活動や思考を表す動詞が続くことはまれである。むしろ次の例のように、語

順逆転表示の =dA が続いて文が終わることが多い（今回の用例中では52例がそうであった）。 
 
  (28) un-dii-ni,  “ača-asi”=m=da. 
 say-PRS.PTCP-3SG  correspond-NEG.PRS.PTCP=CLT=CLT 
 「彼は言う、『ダメだよ、』と」 
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 un-「言う」、ta-「言う、する」、mora-「叫ぶ」のような言語活動を表す動詞が続くことも

あるが、これを省略（？）して、別の動詞に直接続くこともある。 
 
  (29) naonĵokaan banixa=m  agda-xa-ni=goani. 
 boy  thank.you=CLT be.glad-PST.PTCP-3SG=CLT 
 「少年は『ありがとう、』と（言って）感謝したのだ」 
 
 複数主体の例は次のようである。 
 
  (30) boa buu-xə-ni=m-əl   agdanasi-ači-so=kaa. 
   heaven give-PST.PTCP-3SG=CLT-PL  be.glad-NEG.PST.PTCP-2PL=CLT 
 「天がくれたのだと言ってあなたたちは喜んでいたじゃないか！？」 
 
 引用、というやや特殊な機能を担っているが、いちおう従属部付属型の付属語とみなしてよ

いと考える。 
 
5.1.7. [N7] =Os 
 =Os は［自問自答］に用いられる。全て文末につくので、主要部付属型の付属語である。先

行研究には記述が無い。 
 

表11 =Os のホスト 
名詞 5(4/1)
abaa 「ない、しない」 2(2/0)
疑問詞を含む形動詞述語文 37(25/12)
疑問詞を含まない形動詞述語文 16(8/8)
計 60

 
  下記の例文(31), (32)のように、２つの可能性を提示する選択疑問文になるケースと、例文(33), 
(34)のように疑問詞を含む述語文からなる場合がある。疑問詞を含む文の場合は、全く同じ文を

二度繰り返すことが多い。動詞はもっぱら形動詞形のみである。人称はつく場合もつかない場

合もあり、つかない場合、-xAn/-kin のような通常の形ではなく、鼻音要素の落ちた -xA/-ki の
ような形となる。 
 
  (31) uləən ĵaka=os,  orkin ĵaka=os,  xooni  
 good thing=CLT  bad thing=CLT  how 
 
 saa-ori. 
 know-IMPS.PTCP 
 「良い物だか、悪い物だか、どうやって知り得よう」 
 
  (32) ičə-i-ni=us,   abaa-ni=os. 
 look-PRS.PTCP-3SG=CLT no-3SG=CLT 
 「見ているんだか、いないんだか」 
 
  (33) xado aiŋani-a isi-xa=os,  xado aiŋani-a isi-xa=os 
 how.many year-ACC reach=CLT  how.many year-ACC reach-PST.PTCP=CLT 
 「何年経ったんだか、何年経ったんだか」 
 
  (34) təi kiaktaŋ-go-a-ni=tanii  xaosi pakaala-xa=os. 
 that shell-DESIG-E-3SG=CLT  to.where throw-PST.PTCP=CLT 
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 「その貝はどこへ投げてしまったんだか」 
 
5.1.8. [N8] =nOO 
 Avrorin(1961)の記述しているとおり、=nOO には大きく分けて二つの用法がある。一つは

YesNo疑問文を作る働きで、この場合はもっぱら文末の述語につく。したがってこの限りでは

主要部付属型である。他方疑問詞についた場合は不定を示す。これは従属部付属となるので、

この付属語に関しては付属型は決まらない。Avrorin(1961)はさらに選択疑問のような用法を提

示しているが、筆者の資料ではそのような用法にはもっぱら =Os が使用される。 
 

表12 =nOO のホスト 
名詞 1(1/0)
abaa「違う、ない」 7(7/0)
ĵǝǝ=nuu 「並だろうか」 2(0/2)
xai 「何」（不定表現） 4(4/0)
動詞（二人称） 13(6/7)
動詞（三人称） 19(6/13)
付属語 1(0/1)
計 47

 
 名詞についた例と動詞についた例をあげる。 
 
  (35) ňoanči orkin nai=noo. 
 they bad people=CLT 
 「彼は悪い人たちでしょうか？」 
 
  (36) mədə-wə doolĵi-asi-si=noo. 
 news-ACC hear-PRS.NEG.PTCP-2SG=CLT 
 「知らせをおまえは聞いてはいないか？」 
 
 疑問文全体の意味は反語的なものとなることもある。 
 
  (37) sii xai-wa=daa xəm saa-rii-si=noo. 
 you what-ACC=CLT all know-PRS.PTCP-2SG=CLT 
 「おまえは何でも全て知っているのか！？」 
 
 疑問詞について不定を示している例をあげる。 
 
  (38) moo oŋgolo-do-a-ni=tanii,  xai=noo xai=noo bi-i-ni. 
 tree hollow-DAT-E-3SG=CLT what=CLT what=CLT be-PRS.PTCP-3SG 
 「木の洞には、何かが、何かがあるの」 
 
 ĵǝǝ「並だ」についた ĵǝǝ=nuu 「並だろうか、もちろん並ではない、とてもすばらしい」は、

一種の慣用句であり、固定したこの形（もしくは否定との組み合わせ）でもっぱら用いられる。 
 
  (39) ǝikǝ-ni=tǝnii ča-wa jaoxi-i-ni=tanii  ĵǝǝ=nuu. 
 sister-3SG=CLT that-ACC welcome-PRS.PTCP-3SG=CLT normal=CLT 
 「姉がそれを歓迎することといったら並だろうか」 
 
5.1.9. [N9] =kAA 
 =kAA の意味全体をメタ言語によりうまく説明することは難しく、どうしても［強調］のよ

うな大雑把な説明になってしまう。Avrorin(1961)は［限定・対比］としている（なおAvrorin 1961 
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はもう一つ、［トートロジー的語結合］の用法をあげている、後述）。したがって、その意味・

用法は、以下で具体的な例文によって検討したい。そのホストについてみると、文末の述語の

みならず、文中の名詞句もそのホストとなることがわかる。したがって主要部付属型とも従属

部付属型とも決まらない。一文中の両方の要素についた例もある（下記の例文(44)）。 
 

表13 =kAA のホスト 
名詞 13(9/4)
疑問代名詞（xai 「何」） 1(1/0)
ǝi 「今」 5(0/5)
動詞（肯定形） 6(4/2)
動詞（否定形） 16(2/14)
計 41

 
 文中の名詞についた場合、その要素を強調する。 
 
  (40) tǝi aag-ĵima=kaa  gǝŋgǝr  gaŋgar bi-i  
 that elder.brother-CONT=CLT not.so.good(ONOMAT) be-PRS.PTCP 
 
 mǝrgǝn. 
 hero 
 「その兄のほうのこそはあまり冴えないムルグン（男の主人公）だ」 
 
 =kAA をはさんで同じ名詞を繰り返した場合、「～であることは（たしかに）～だが、」の

ような意となる（Avrorin 1961 のいう［トートロジー的語結合］の用法）。 
 
  (41) nai=kaa  nai, xəsiktəku nai. 
   human=CLT human with.scale human 
 「人は人だが、うろこのある人だ」 
 
 =nOO を伴ったYesNo疑問文では、強い疑念の意を示す。 
 
  (42) ami-si  ami-ni=kaa waa-xa-ni=noo. 
 father-2SG.POSS father-3SG.POSS=CLT get-PST.PTCP-3SG=CLT 
 「おまえの父さんの父さんが獲ったとでもいうのか！？」 
 
 否定文では、全体で反問の意となる。この用法の例がもっとも多く、半数近くを占める。 
 
  (43) sin-du buu-rəm-bi=m  ta-asim-bi=kaa. 
   you-DAT give-PRS.IND-1SG=CLT  say-PRS.NEG.PTCP-1SG=CLT 
 「あなたに私はあげますよ、と私は言ったんじゃないですか！」 
 
 一文中に二つ現れることもある。 
 
  (44) nai-do=kaa buu-rii-si=kəə=nuu. 
   person-DAT=CLT give-PRS.PTCP-2SG=CLT=CLT 
 「（別の）人にやってしまおうというのか！？」 
 
5.1.10. [N10] =maňa 
 =maňa は［限定］「～ばかり」を示す。母音調和の交代形を持たない点が特異である。

Avrorin(1961)は［拡大・限定］の小詞としている。 
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表14 =maňa のホスト 

道具格の名詞 5 名詞 
その他の格の名詞 12 
形動詞 3 
格をとった名詞的用法の形動詞 2 

動詞 

副動詞（-mi） 1 
計 23 

 
ホストには道具格の名詞が多い（理由はわからない）。その例をあげる。 

 
  (45) boači dooči səurə-ĵi=maňa tətuəku bi-či-ni.  
   outside inside silk-INSTR=CLT with.cloth be-PST.PTCP-3SG 
 「外側も内側も絹ばかりで服を身につけていた（彼は）」 
 
 動詞の副動詞形についた場合は次のようである。 
 
  (46) ča-ĵi ŋəələ-mi=maňa ičəndəsu-mi tui bi-čin. 
   that-INS fear-CONV=CLT go.and.see-CONV thus be-PST.PTCP 
 「あれをずっと恐れてばかりで、見に行ってはああしていた」 
 
 三人称の人称接辞をとることがある点で特異である。この例では日本語の「～（した／な）

ばっかりに」と似て、理由の強調のような意味を実現している。 
 
  (47) təi əədən=maňa-ni. 
   that fool=CLT-3SG 
 「あの人がバカなばかりに、」 
 
 完全な従属部付属型の付属語である。 
 
5.1.11. [N11] =mA 
 Avrorin(1961)が記述しているように、=mA は直説法の動詞につき、述語を強調する。文末の

述語にのみつくので、典型的な主要部付属型である。今回の調査では22例得られたが、1例を除

いて全て直説法未来定動詞形についたものだった。直説法未来定動詞形はかなり義務的にこの

付属語をとる。今回調査したテキストに直説法未来定動詞形は48例あったが、うち22例がこの

付属語をとっていた。三人称の例がほとんどだが、二人称や一人称の例もある。文全体の意味

は反語になる場合もならない場合もあるが、反語になる場合は少ない。三人称と二人称の例を

あげる。 
 
  (48) ira-go-ori=kaa=daa  ilalta bi-uri  bi-ĵǝǝ=mǝ. 
 bring-RPT-IMPS.PTCP=CLT=CLT three.days be-IMPS.PTCP be-FUT.IND=CLT 
 「運ぶのに三日ほどにはなることでしょう」 
 
  (49) ǝsi ǝnǝ-ĵǝǝ-či=mǝ. 
 now go-FUT.IND-2SG=CLT 
 「今おまえは行くだろう」 
 
 直説法現在定動詞についていると思われた例は次の例である。 
 
  (50) tǝi ǝǝdǝn=dǝǝ goi nai xai ta-ra=ma, 
 that fool=CLT different person what do-PRS.IND=CLT 
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 「あのバカも、別の人になら何で（こんなことを）するでしょう（もちろんしない）」 
 
5.1.12. [N12] =jA 
 =jA は文全体の言明を強める働きを持っているようだ。先行研究に記述は無い。例は全て文

末の述語につくもので、典型的な主要部付属型である。全18例のうち、13例が物語の登場人物

のセリフの中に現れていて、そのセリフはそこで終わることが多い。したがって口語的な要素

と言うことができる。動詞の例のうち、11例は bi- 「ある、いる、～である」についた例であ

った。 
 なおこの付属語のホストは全て i の音で終わっているために、この付属語は 5.1.5 でみた 
-A の異形態である可能性も考えられる。しかしホストの分布に違いがあるので、現時点では別

形式として扱っている。 
 

表15 =jA のホスト 
名詞 1(1/0)
形容詞 1(1/0)
動詞（-i 現在形動詞の例のみ） 16(2/14)
計 18

 
 名詞と動詞がホストの例をあげておく。 
 
  (51) “pǝrxǝ-wǝ  naŋgala-xan nai=ja,”  un-dii-ni,  
 silver.ring-ACC throw-PST.PTCP person=CLT say-PRS.PTCP-3SG 
 
 “tǝi.” 
 that 
 「『銀の指輪を投げた人よ、』と言う、『あれは。』」 
 
  (52) “tǝǝ dujǝ-lǝ  bi-i=jǝ,”  un-dii. 
 there near.hill-LOC be-PRS.PTCP=CLT say-PRS.PTCP 
 「『ほら、あの山の方にある、』と言う」 
 
5.1.13. [N13] =O 
 この付属語は音声的に =o~/=u~ と引き伸ばされて発音されることが多い。距離や時間、形

容詞の程度などを強めるのに用いられ、感嘆詞的な性格を持っている。先行研究の記述は無い。 
 

表16 =O のホスト 
名詞（xadolta「数日」） 1(1/0) 
形容詞（gorolaa「遠い」、daai「大きい」、onimi「長い」） 3(3/0) 
接続表現 tui tapi=o/totapi=o 「そうしてしばらくすると」 4(4/0) 
動詞（全例とも副動詞、-mi, -OčiA-, -rAA, -pi） 4(4/0) 
副詞（taosi「あっちへ」、duisi「山の方へ」） 3(1/2) 
計 15 

 
 動詞の例の場合はその意味があまり明確に現れてこない。形容詞、接続表現、動詞の例をそ

れぞれあげておく。 
 
  (53) onimi=o~  irgǝn bi-či-ni. 
 long=CLT  village be-PST.PTCP-3SG 
 「細長～い村だった」 
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  (54) tui ta-pi=o~  ilalta bi-či=us  ĵiĵu-xǝ-ni. 
 thus do-CONV=CLT three.days be-PST.PTCP=CLT return-PST.PTCP-3SG 
 「そうしてしばらくすると、三日経ったかして戻って来た」 
 
  (55) soktanasi-mi=o~  ǝu-gu-i=goani. 
 put.on.skies-CONV=CLT go.to.river-RPT-PRS.PTCP=CLT 
 「スキーを履いて、川の方へ下りるのだ」 
 
 文末の述語についた例は無いので、従属部付属型とみなすことができる。 
 
5.1.14. [N14] =mAA / =mAt 
 =mAA / =mAt は［比況］「～のように」を示す付属語である。 

表17 =mAA l =mAt のホスト 
名詞 7(7/0)
ǝi 「これ」 2(0/2)
形容詞 1(1/0)
動詞 5(0/5)
計 15

 
 動詞はもっぱら現在もしくは過去の形動詞であり、人称はつかないものが多いがついている

ものの例もある。どの品詞につくとを問わず、後続の動詞に副詞的にかかっていく。多くは bi- 
「ある、いる、～である」に続く。文末の述語につくことはなく、典型的な従属部付属型の付

属語である。名詞についた例と動詞についた例をあげる。 
 
  (56) goi nai=maa  bi-əsi=kəə. 
   different person=CLT be-NEG.PRS.PTCP=CLT 
 「別の人のようじゃないか」 
 
  (57) mii təəsi-xən=məə təəsi-xəər-su. 
   I sit-PST.PTCP=CLT sit-FUT.IMP-2PL  
 「私が（傍に）座っていた（時）と同じように座っていて下さい」 
 
5.1.15. [N15] =tOl 
 全11例のうち、名詞の例は3つ、動詞の例は5つ、状況語の例が2つ（əidu「ここで」, čado「そ

こで」）、その他が1つ（osini「～なら」）あった。以下に名詞と動詞の例をあげる。名詞の例

は全て道具格で、動詞の例は副動詞-mi の例が2つ、形動詞＋処格の例が2つあったことが特筆

される。したがってこの付属語は典型的な従属部付属型である。 
 
  (58) nimo-ĵi=tol  galoN-go-ji tui  
   trout-INS=CLT gaiters-DESIG-REF.SG thus 
 
 aNgo-kta-xa-ni 
 make-DISTR-PST.PTCP-3SG  
 「もっぱら鱒の魚皮で脚絆をそうして作った」 
 
  (59) nəə,  tətu-wəəŋ-ki-ni ičəĵə-mi=tul tətuə-ni  
   immediately sit-CAUS-PST.PTCP-3SG LOOK-CONV=CLT cloth-3SG 
 
 ojaa-la-ni. 
 on-LOC-3SG.POSS 
 「すぐに着させた、見ているその場で、服の上に」 
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 Onenko(1980:402)はもっぱら時間的強調、すなわち「～（の時も）なおまだ」、「～（してい

る）まさにその（ 中に）」のような意味と記述し、そうした例をあげている。Avrorin(1961)
は一定の時間、場所、対象における［行為の集中］として、この付属語の用法を記述している。 
 
  (60) əi-du=tul  tətu-ruu. 
   this-DAT=CLT put.on-IMP 
 「まさにここで着ろ」 

5.2. ウデヘ語の付属語各論 
5.2.1. [U1] =dA(A) 
 

表18 =dA(A) のホスト 
普通名詞 117(70/45/2) 名詞 
代名詞（疑問代名詞を含む） 79(16/63/0) 

形容詞 12(7/5/0) 
動詞 94(22/72/0) 
副詞 28(13/15/0) 
付属語 5(2/3/0) 
計 335(130/203/2) 

 
 副詞、代名詞が多いことがわかる。これは（旧情報要素の）語順逆転表示や全部否定、不定

の例が多いためである。 
 

表19 =dA(A) の用法 
用法  
語順逆転表示 50(27/23/0) 
累加肯定「～も～」 158(45/111/2) 
累加否定「～も しない、～も ない」 50(32/18/0) 
全部否定 26(2/24/0) 
疑問詞について不定を示す 20(10/10/0) 
動詞について譲歩等を示す：「～しても」、「～だろうが」 18(6/12/0) 
強調 4(1/3/0) 
計 326(123/201/2) 

 
 諸用法はナーナイ語の =dA(A) とよく似ている。以下順に例文を見ていく。 
語用論上の理由から、文末述語より後に何らかの要素が外置された場合、その要素にこの付

属語がつく。 
 

  (61) sitə-ji  kapta-gi-a-ni  aya-ĵi=da.  
   child- REF.SG.POSS wrap-RPT-PAST.PTCP-3SG good-INS=CLT 

「自分の子をくるんだ、よく、だ」 
 
次は累加肯定の例である。 

 
  (62) əxi-ni=də   gəənĵi ədə-ə-ni,             
   elder.sister-3SG.POSS=CLT pregnant become-PST.PTCP-3SG 
 

nəŋu-ni=də   gəənĵi ədə-ə-ni. 
 younger.family-3SG.POSS=CLT pregnant become-PST.PTCP-3SG 
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 「姉も妊娠となった、妹も妊娠となった」 
 
疑問代名詞とともに用いられるとやはり全部否定を示す。 

 
  (63) jəu=də  ə-si-ni  diana.  
   what=CLT  NEG.V-PST.PTCP-3SG say 

「何も言わない」 
 
  (64) nii-wə=də  ə-si-fi   isə.  
   who-ACC=CLT NEG.V-PST.PTCP-1PL.INCL see  

「私たちは誰も見なかった」 
 
非人称の同時副動詞 -mi とともに用いられると逆接を意味する。 
 

  (65) ono=do  wəəndə-mi=dəə xai təə-gi-i  gunə-ø.  
   how=CLT throw-CONV=CLT again get.up-RPT-PRS.PTCP say-PRS.IND 

「どんなに投げ飛ばしても、再び立ち上がるという」 
 
この場合には、副動詞の主語が主節とは異なる主語になりうる。  

 やはり語順逆転表示はやや特殊な用法であり、この点で少し問題があるが、従属部付属型の

付属語としてよいと考える。 
 
5.2.2. [U2] =bədə(əsi) 
 この付属語の例の大部分はutə=bədə(əsi) 「そんな風に」である。  
 

表20 =bədə(əsi) のホスト 
utə=bədə「そんな風に」 73
ə=bədə「こんな風に」 10
名詞 11
形容詞 1
動詞 8
計 103

 
 この付属語は［比況］「～のように」を示し、典型的な従属部付属型である。名詞についた

場合は次の例のように、文末の述語に対して副詞的にかかっていく。 
 
  (66) əəxi=bədə  lagbana-i-ni.  
   frog=CLT  stick-PRS.PTCP-3SG 

「カエルのようにへばりついた」 
 
 動詞に続く場合は、ほとんど次のように bi- 「ある、いる、～である」を伴う。ホストとな

る動詞は全て形動詞であって、定動詞についた例は無い。 
 
  (67) jəu=kəə  xokono-i=bədə bi-ə 
 what=CLT  roar-PRS.PTCP=CLT be-PRS.IND 
 「何者かが唸っているようだ」 
 
 興味深い例として、次のように否定動詞と否定される動詞からなる否定句全体にかかってい

るものがある。 
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  (68) ə-i=də  ikpəsi=bədə bi-ə. 
 NEG.V-PRS.PTCP=CLT breathe=CLT be-PRS.IND 
 「息もしていないかのようだ」 
 未来形動詞についた場合は、次の例のように一種の推量「～しそうだ」の意味となる。 
 
  (69) ələ minəwə təunčilə-ĵəŋə=bədə  bi-ə. 
 nearly me.ACC attack-FUT.PTCP=CLT  be-PRS.IND 
 「今にも私に襲い掛かってきそうだった」 
 
5.2.3. [U3] =tənə 
 =tənə は［対比］や［主題］を示す付属語である。 
 場所や時間を示す名詞が多い。動詞では副動詞の形が多い。これは主題よりも対比の機能を

強く持っているためだと考えられる。ナーナイ語の =tAnii よりもはっきりと対比を示しており、

その分頻度が低くなっていると考えられる。əi「今」につく例や、接続表現 utaasi「それから」

につく例があるのはナーナイ語の =tAnii に似ている。他方ナーナイ語の =tAnii とは異なり、

文末の述語につく例は無い。したがってこの付属語は典型的な従属部付属型である。 
 

表21 =tənə のホスト 

普通名詞 18 
場所名詞 7 
時間名詞（夏、冬など） 6 

名詞 

人称代名詞 7 
V-isi-［条件］「～したら」 5 
V-mi「～して」 4 
V-(gə)əsi「～してから」 2 
V-lAgA-「～するために」 1 

動詞 

V-その他 4 
utaasi「それから」 4 その他 
əi「今」 4 

計 62 
 
 次の例は名詞についた例で、典型的な対比の例である。 
 
  (70) olokto-o-ni  uti əxi-ni.  
   cook-PST.PTCP-3SG that elder.sister-3SG.POSS.  
 

nəŋu-ni=tənə  xulaa kum kəptə-gi-ə-ni. 
younger.family-3SG.POSS=CLT blanket ONOMAT lie-RPT-PST.PTCP-3SG  
「食事を煮た、その姉は。妹のほうは毛布をガバッと被って寝ていた」  

 
 形動詞についた場合には、ナーナイ語の=tAnii に似て、条件節形成的な機能を示す。 
 
  (71) dogbo səusi-mi  mətə-ə=tənə diana-i-ni,  
 night play.shaman-CONV finish-PST.PTCP=CLT say-PST.PTCP-3SG 
 「夜、シャ－マンし終わると、言う」 
 
 目的語を主題としてとりたてた場合には、やはりその対格名詞は文頭に来ようとする。 
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  (72) icaa ňaula-wa=tənə, xaisi ə-i-ti=dəə   bugə, 
 small child-ACC=CLT also NEG.V-PRS.PTCP-3PL=CLT bury 
 「小さい子供は、やはり埋めて埋葬することはしない」 
 
5.2.4. [U4] =gdA 
  今回の調査によれば、=gdA には三つの用法がある。まず、=gdA の主な用法は［（主に場所

の）限界点］「～まで」を示すものである。その用法では=gdA は名詞もしくは形動詞の処格

形につく。この例が多い。文末の述語についた例は無く、従属部付属型の付属語と考えられる。 
 

表22 =gdA のホスト 
名詞（処格） 13(4/6/3) 
jəu「何」 14(0/14/0) 

名詞類 

anci「無い」 1(1/0/0) 
動詞 形動詞（処格） 2(2/0/0) 
計 30 

 
  (73) utə kia-la=gda  ŋənə-ə-ni. 
 thus side-LOC=CLT go-PST.PTCP-3SG 
 「そうしてそばまで行った」 
 
  (74) ĵooto bi-i-lə=gdə,  loondo-i-lə=gda    
 otter be-PRS.PTCP-LOC=CLT  hang -PRS.PTCP-LOC=CLT  
 

iigidə-i. 
reach -PST.PTCP 

 「カワウソがあるところまで、掛けたところにまで着いた」 
 
この小詞はしばしば疑問詞とともに用いられて不定を意味する句を作る。これが二つ目の用

法である。 
 
  (75) ono=gdo  ono=gdo  gada-a-ni.  
   how=CLT  how=CLT  take-PST.PTCP-3SG  

「どうにかこうにか持って来た」 
 
  (76) jəu=gdə  jəu=gdə  giama-ni  bi-ə   
   what=CLT  what=CLT  bone-3SG.POSS be-PST.IND 

 
gunə-ø. 
say-PRS.IND 
「何だのかんだのといろいろ骨があったという」 

 
今回調査したテキストでは例が得られなかったが、=gdA にはさらに［強調］とされている

用法がある。風間(2004)より例をあげておく。 
 
  (77) əi=gdə~  waagi-a-ni.  
   now=CLT  revive-PST.PTCP-3SG 

「今こそ生き返った」 
 
gaitu=gdə 「すばやく」はこの小詞を含んでいて、頻出する固定した句である。  

 
5.2.5. [U5] =mAi 

=mAi は［限定］「～ばかり、～だけ」を意味する。文末の述語についた例は無く、典型的
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な従属部付属型である。 
 

表23 =mAi のホスト 
名詞（道具格） 14(2/12/0) 
名詞（道具格以外） 14(3/10/1) 

名詞類 

形容詞 1(0/1/0) 
動詞 1(0/1/0) 
計 30 

 
 道具格の名詞についた例が多い。理由はよくわからない。ちなみにナーナイ語の =maňa に
おいても、やはり道具格についた例が多かった。 
 
  (78) tuxi-ĵi=məi  təu uŋkiala-gi-a-mu. 
 sleigh-INS=CLT all bring-RPT-PST.PTCP-1PL.EXCL 
 「もっぱら橇のみでそれら全部を私たちは運んだ」 
 
 道具格以外でもいろいろな格につく。 
 
  (79) giama=mai  əsi-gi-ə-ni.  
   bone=CLT  become-RPT-PST.PTCP-3SG 

「骨ばかりが残っていた」 
 
  (80) uta-la=mai  bi-i-ni.  
   that-LOC=CLT be-PRS.PTCP-3SG 

「そこにのみある」  
 
 下記の例は動詞についたものであるが、この場合のホストである副動詞は名詞的な性格を強

く持っている。筆者は現時点で副動詞として分析しているが、名詞化接辞と道具格にさらに分

析することも考えられる。 
 
  (81) uta-du tuu budə-ktə-ə,  lali-anĵi=məi, 
 that-DAT thus die-DISTR-PST.PTCP hunger-CONV=CLT 
 「そこでそうして皆死んだ、飢えばかりが原因で」 
 
5.2.6. [U6] =kAA 

=kAA は［強調］を示す。今回の調査によれば、例は圧倒的に疑問詞について不定を示すも

のばかりであった。 
 

表24 =kAA のホスト 
名詞（含数詞） 2(2/0)
疑問詞 19(4/15)
動詞 2(1/1)
計 23

 
 まず疑問詞について不定を示す例についてみておく。 
 
  (82) jəu=kəə  bi-sə.  
   what=CLT  be-PST.INDIC  

「何かあった」 
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  (83) jəu=kəə  jəu=kəə  təu  
   what=CLT  what=CLT  all  

「何でもかんでも全て」  
  風間(2004)より、［強調］とみなせる例をあげておく。 
 
  (84) sii sitə-wə-i=kəə  waa-du-ĵa.  
   you child-ACC-2SG.POSS=CLT kill-PL-FUT.IND  

「おまえの子供を彼らは殺すだろう」 
 
  (85) əi=kəə  ə-si-ni=də   soŋo.  
   now=CLT  NEG.V-PST.PTCP-3SG=CLT cry 

 「今度こそは泣かなかった」 
 
 文末述語についた例は無いので、従属部付属型である。 
 
5.2.7. [U7] =A 
 この付属語は感嘆詞的な性格を持ち、（音声的に）i に終わる語につく。先行研究に記述は

無い。 
 

表25 =A のホスト 
普通名詞 3(1/2) 名詞 
場所名詞 2(2/0) 
V-mi 14(4/10) 動詞 
V-その他 3(0/3) 

計 22 
 
 V-mi の例が圧倒的であることがわかる。これは次にみる例のように、時間的に長く続く行為

を示すために、この副動詞形を繰り返す際にもっともよく現れる。 
 
  (86) solo-gi-mi=a  solo-gi-mi=a  siwaŋtai-la 
 ascend-RPT-CONV=CLT  ascend-RPT-CONV=CLT  PROP.N-LOC 
 
 iinǝ-ə-ni. 
 reach-PST.PTCP-3SG 
 「（川を）溯って溯って、シワンタイ（地名）に着いた」 
 
 それ以外にも、i に終わる諸形式が感嘆の気持ちとともに発せられる時に、この付属語が用

いられる（動詞のみならず名詞でも）。 
 
  (87) abuga, budǝ-ø-mi=ə 
 father die-PRS.IND-1SG=CLT 
 「父さん、オレは死ぬ」 
 
 したがってこの付属語はホストの音に規定された感嘆詞的なものであり、従属部付属型とも

主要部表示型とも言えない（そもそもその分類に関わらない）ものと考える。 
 
5.2.8. [U8] =jaĵa(ta) 

=-jaĵa(=ta) は［断定］や［確認］の小詞である。 
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表26 =jaĵa のホスト 
動詞 17
ono「どのように」 1
付属語 1
計 19

 
 この付属語は典型的な主要部付属型で、全ての例で文末の述語についていた。人称のない現

在形動詞形についた例がほとんどである（15例）。2例はそれぞれ一、二人称の付いた過去形動

詞形がホストのものであった。 
 
  (88) baa-la  nədə-i=jaĵata, i-du gada-ĵa.  
   outside-LOC put-PRS.PTCP=CLT what-DAT take-FUT.IND  

「（もちろん）外に置いておいたんだ、どこに持って行くだろうか、」  
 
 ono「どのように」と付属語 =buubu(i) についた例もあげておく。 
 
  (89) ə-sǝ-i=dǝ   ĵawa ono=jaĵa. 
 NEG.V-PST.IND-1SG=CLT catch how=CLT 
 「私はつかまなかったんだ、どうすることができよう」 
 
  (90) buninǝ-i=buubui=jaĵa. 
 call(hart.with.antlers)-PRS.PTCP=CLT=CLT 
 「角シカが鳴くみたいではないか」 
 
5.2.9. [U9] =lə 
 漢語の「了」の影響によって成立した付属語である。漢語の影響を強く受けた一人の語り手

によってのみ用いられた。したがってここではこれ以上取り上げない。 
 

表27 =lə のホスト 
動詞 11
その他 2
計 13

 
5.2.10. [U10] =buubu(i) 

=buubu(i) 「～じゃないか」は英語の付加疑問のように機能する。もっぱら述語につき、ムー

ド的機能を持つ典型的な主要部付属型の付属語である。=liǝ とは異なり、11例の形動詞の例の

うち9例が三人称の人称接辞をとっていた。基本的に三人称の行為について、話し手が判断を加

える、という機能を持っているようだ。 
 

表28 =buubu(i) のホスト 
形動詞現在  

動詞   形動詞過去 
4
7

uti「それ」 1
anci「無い」 1
計 13

 
  (91) taa buu əniŋə-u   təə-i-ni=buubui=tə. 
   there we.EXCL mother-1PL.EXCL.POSS  sit-PRS.PTCP-3SG=CLT=CLT 

「ほうらあそこに私たちの母さんが座っているじゃないの」 
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  (92) anci=buubui.  
   nothing=CLT 

「いないじゃないか」  
 
5.2.11. [U11] =ĵA 

=ĵa は命令文および直説法の文に用いられてより丁寧な命令等を作る。 
  (93) mənə ŋua-i=ĵa  sii.  
   by.oneself sleep-IMP=CLT you  

「どうぞ御自身は寝ていて下さい、あなたは」 
 
  (94) diga-ø-u=ĵa  suu mənə=də.  
   eat-PRS.IND-2PL=CLT  you.PL by.oneself=CLT 

「どうぞ食べて下さい、あなたがたは御自分で」  
 
 したがって、主要部付属型の付属語とみなすことができる。 
 
5.2.12. [U12] =nA 

=nA は主に疑問詞疑問文における焦点を示すものと考えられる。 
 

表29 =nA のホスト 
名詞 5(3/2)
代名詞 1(0/1)
動詞 2(0/2)
付属語 1(0/1)
計 9

 
  (95) sii=nə  aali əmə-ø-i.  
   you=CLT  when come-PRS.IND-2SG  

「おまえはいつ来たのか」 
 
  (96) ono gada-a-ti  uti kiakta-wa=na. 
 how get-PST.PTCP-3PL that shell-ACC=CLT 
 「どうやって彼らは採ったのか、その貝を」 
 
 多くの例では上記のように名詞句につくので、従属部付属型のようにみえるが、文末の述語

につく例も見出された。 
 
  (97) jəu bi-sə=nə. 
 what be-PST.PTCP=CLT 
 「何だったっけ」 
 
 この付属語に関しては、さらに風間(2004)のコーパスを用いて調べてみることにした。 
 そこでの全63例（29/34）のうち、やはり38（21/17）例は疑問詞疑問文に現れるものであった。

しかもそのうち24例（18/6）例では上記の例文(96)のように、 =nA のついた名詞句は述語に後

置されていた。さらに10例では逆に上記の例文(95)のように文頭に位置していた。それらはほと

んど普通名詞ではなく、（特に一、二人称の）人称代名詞であった。 
 さらに、疑問詞疑問文でない残りの25例の中には、=nA が別の付属語である =ĵA 「～だろ

う」についたものが3例、=buubu 「～じゃないか」についたものが6例あった。 
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  (98) uta-la budə-ə=ĵə=nə. 
 that-LOC die-PST.PTCP=CLT=CLT 
 「そこで死んだのだろうか」 
 
  (99) ə-i-mi  diga, bii diga-ø-mi=buubu=nə. 
 NEG.V-PRS.PTCP-1SG eat I eat-PRS.IND-1SG=CLT=CLT 
 「私が食べてないことなぞあろうか、私は（ちゃんと）食べているじゃないか」 
 
 どちらも一種の推量的なムード形式であることに注目したい。全ての例が説明できたわけで

はないが、すなわちこの=nA は疑問詞も含め、何らかの有標のムード形式があるときに用いら

れる傾向があることがわかる。 
 他に興味深い例として、次の2例のように、会話において疑問の焦点となっている語のみを問

いかける用法が見られる。 
 
  (100) “bii əniŋə-i=nə.” “sii əniŋə-i=tənə, təə  
  my mother-1SG.POSS=CLT  you mother-2SG.POSS=CLT there 
 

namu taja-la-ni  ĵugdi-ĵiga  doo-lo-ni,  
 sea there-LOC-3SG.POSS house-DIM  inside-LOC-3SG.POSS 
 

uta-la kimpisə-ø-mi. 
 there-LOC confine-PRS.IND-1SG 
 「『私のお母さんは？』『おまえの母親はずっと海の向こうの小屋の中に、そこに 

私は閉じ込めてある』」 
 
  (101) “baata=na.” “baata mənə toopti kia-du-ni  
  boy=CLT   boy by.oneself oven side-DAT-3SG.POSS 
  
 gusi-tə-ø=ĵə.” 
 play-FUT.IMP-3SG=CLT 
 「『息子は？』『息子さんは勝手にかまどのそばで遊ばせておきましょう』」 
 
 以上より、=nA は主要部付属型とも、従属部付属型とも決めがたい付属語である。 
 
5.2.13. [U13] =liə 

=liə は［断定、述語動詞の強調］の付属語である。 
 
  (102) əmə-i=liə   uti mamaka.  
   come-PRS.PTCP=CLT  that old.woman  

「来るのだ、そのおばあさんは」 
 
 今回の調査で、これがつくのは全て、人称のついていない形動詞の現在形であることがわか

った（例は全部で8例であった）。 
  さらにより大きなコーパスである風間(2004)を用いて、この付属語についてはもう少し詳しく

みてみた結果、次のようなことがわかった（風間(2004)からは、この付属語の例は339個得られ

た）。 
 
・やはりこの付属語はもっぱら形動詞の現在形にのみつく。 
・上記の例のように、語順の逆転が多く起こる。言い換えれば、=liə のついた語は、文頭方向

へ移動しようとする。多くの場合、文頭に来るか、せいぜい一つの名詞句の後に現れる。述語

に後置されるのは、旧情報であることが多いが、このことはこの付属語が述語動詞のほうを強

調するものであることとよく符合する。 
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・広い意味での「状況の変化」を示す動詞につく。具体的に言えば、(1)出現の動詞（来る、現

れる、着く、見つける、産む、成る、など）、(2)消滅の動詞（去る、逃げる、終える、尽きる、

殺す、など）、(3)獲得の動詞（知る、得る、など）、(4)立ち居振る舞いの動詞（立つ、座る、

寝る、など）。始動アスペクト（inchoative）の -li- を伴った動詞につくことも多い。これもや

はり、動詞部分が新情報もしくは焦点であることを示すのが、この付属語の機能であるからで

あろう。 
・物語の 後の文などにもよく現れる。これは 後の文ではやはり述語動詞が強調されること

の多いためであろう。 
 以上にみてきたように、=liə は典型的な主要部付属型の付属語である。 

6. 付属語間における承接順序 

6.1. ナーナイ語の付属語間における承接順序 
 今回の調査で、付属語が二つ連続して用いられている例は89例見出された（付属語全2,365例
中）。以下が全例である（( )内は用例数を示す）。 
 
二つ連続した付属語 
・-dA が後項要素のもの =m=dA(40), =dAA=dA(4), =A=dA(4), =tǝnii=dǝ(3), =kAAči=dA(3),  
   =mǝǝ=dǝ(2), =mA=dA(2), =tol=da, =kaa=da, =lǝ=dǝǝ,  
・-m が後項要素のもの =A=m(4), =goani=m, =ma=m,  
・その他の後項要素のもの =ə=lǝ(4), =goani=a(2), =kǝǝ=nuu(2), =a=tanii(2), =o=la, =ə=mǝ,  

=ragda=la 
 
三つ連続した付属語  =a=m=da(6), =goani=m=da, =noo=m=da, =mǝ=m=dǝ,  
 
  基本的に =dA(A) もしくは =m が後項要素で、=dA(A) と =m の両方が連続する場合には、

=m=dA(A) の順序になることがわかる。後項要素になる=dA(A) はもっぱら語順逆転表示の用法

でのみ用いられる。=dAA=dA の連続も生じ、この場合後項要素の=dA が語順逆転表示のもの

であるのに対し、前項要素の=dAA はその他の用法である。したがってこの分布の違いから、

両者を別形態素とすることも考えられる。音形は同じで意味も相通しているが、後項要素の=dA
は短く発音されることが多いようである。 
 付属語が三つ連続した例では、その後項要素は全て =m=dA(A) であることもわかる。 
 =m は引用の表示であった。やはり引用の表示と語順逆転表示の二者は付属語の中でもかな

り特異なものであることがわかる。 
 その他の要素については、データが少ないので、承接順序についてはっきりしたことは言え

ない。今後さらに多くのデータを集めて検討していく必要がある。 

6.2. ウデヘ語の付属語間における承接順序 
 今回の調査で、付属語が二つ連続して用いられている例は12例見出された（697例中）。以下

が全例である。 
 
=dəə=də (2), =gdə=də (2), =məi=də (2), =ə=də, =bədəə=də, =ə=də, =buubui=jaĵa, =ĵə=nə, =dəə=zə 
 
 後ろの3例を除いて、全て語順逆転表示要素の=də が二つ目の要素となっている。したがって、

語順逆転表示要素の=də はより後ろに現れる要素であることがわかる。 
 他の付属語に関しては、やはり例が少なすぎるため、その承接順序についてまだはっきりし

たことが言えない。 
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7. 考察 

 この第7節においては、まずナーナイ語とウデヘ語の付属語を対照するとともにその歴史的変

遷についても考察する（7.1.）。次に、第5節の付属語各論でホストより考察した各付属語の類

型、すなわち従属部付属型か主要部付属型かについて整理し、その枠組みの妥当性についても

検討する（7.2.）。 

7.1. ナーナイ語の付属語とウデヘ語の付属語の異同について 
  ここではナーナイ語とウデヘ語の付属語を対照するとともに、ツングース諸語全体における

付属語の体系の歴史的展開についても若干考察する。 
[N2]=dA(A) と [U1]=dA は形と機能の両面でよく対応する。したがって祖語に溯るものと考

えたい。ただしナーナイ語とウデヘ語は隣接し互いに交渉のある言語であるので、どちらか一

方から他方への影響によって生じた可能性も否定できないだろう。今回各論では [U17]=ǝs を
とりあげなかったが、この[U17]=ǝs と[N7]=Os も形と機能の両面でよく対応する。 
 [N10]=maňa と[U5]=mAi、[N1]=tAnii と[U3]=tǝnǝ は機能面でよく類似し、形も近い。 
 [N9]=kAA と[U6]=kAA は、音形は類似するが機能面にずれがある。ウデヘ語のような機能の

ものだったのが、その機能を拡大してナーナイ語のようなものになったか、もしくはその逆の

方向への変化が考えられる。 
 [N8]=nOO と[U12]=nA は形の面でも機能の面でも似ている点があるものの、決定的な類似が

無い。 
 [N14]=mAA/=mAt と[U2]=bǝdǝ などは、機能的に類似しているが音形は全く似ていない。 
 以上のような整理を踏まえて、今後はさらに他のツングース諸語の状況を調査し、総合して

いく必要がある。 

7.2. 従属部付属型と主要部付属型について 
  第5節の付属語各論でホストより考察した各付属語の両類型への帰属を表に整理すると、以下

のようである。なお[N5]と[U9]はそれぞれの特殊な事情からここには入れていない。 
 

表30 従属部付属型の付属語と主要部付属型の付属語 
 ナーナイ語 ウデヘ語 
従属部付属型 
の付属語 

*[N2]=dAA, [N4]=(gO)lA, *[N6]=m, 
[N10]=maňa, [N13]=O,  
[N14]=mAA/=mAt, [N15]=tOl 

*[U1]=dA, [U2]=bǝdǝ, [U3]=tǝnǝ,  
[U4]=gdA, [U5]=mAi, [U6]=kAA,  

主要部付属型 
の付属語 

[N3]=goani, [N7]=Os,  
[N11]=mA, [N12]=jA 

[U8]=jaĵa, [U10]=buubu, [U11]=ĵa,  
[U13]=liǝ 

どちらとも 
言えないもの 

[N1]=tAnii, [N8]=nOO,  
[N9]=kAA  

[U7]=A, [U12]=nA 

 
 語順逆転表示の =dA(A) や引用の =m に若干問題はあるものの、これらの言語の付属語はホ

ストの種類によってこうした３つの類型に分類できることがわかった。特にウデヘ語の付属語

は従属部付属か主要部付属かが比較的はっきりしている。 
 「どちらとも言えないもの」が興味深いが、ここに入っているもののうち、[N8]=nOO や
[U12]=nA が疑問を表す要素であることに注目したい。日本語の「～か」も文末で疑問を示すの

みでなく、疑問詞について不定表現を作る（古文では文中での用法がさらに活発であり、係り

結びを伴うことが注目される）。トルコ語の疑問の付属語も文中のいろいろな要素につき、か

なり自由な位置に現れることが知られている。このような状況の原因には、疑問という事態の

もつある種の二重性（文全体のムードを示すと同時に、疑問の焦点を示すという）が考えられ

る。 
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[N1]=tAnii と[N9]=kAA についても、その二面性について今後よりよく明らかにしたいと考

えている。 
 また今回付属語について調べてみて、付属語内部にもいろいろな違いがあることがわかった。

日本語からの類推も働いているかもしれないが、それらに序列をつけて図式的に示してみると

以下のようになる。 
 
 
      意  味 
 具体的 ＜------------------------------------------------------------＞抽象的・希薄 
      副助詞的＞係助詞的＞終助詞的＞間投助詞的 
  
   ホストの統語的資格 
     ＜------------------------------------------------------------＞ 
 より制限されている                より制限が無い 
 

〈図１ 付属語の序列（案）〉 
 
 あくまでも暫定的な一つの見取り図にすぎないが、今後さらに他のツングース諸語をはじめと

する諸言語の付属語を研究することによって精密化していくことができればよいと考えている。 
 
 
略号 
 1, 2, 3… 人称（それぞれ１人称、２人称、３人称） 
 ACC (ACCUSATIVE)  対格 
 CAUS (CAUSATIVE VOICE) 使役 
 CLT (CLITIC)  付属語（クリティック） 
 CONT (CONTRASTIVE)  選別形（「～の方」） 
 CONV (CONVERB)  副動詞 
 DAT (DATIVE CASE)  与格 
 DESIG (DESIGNATIVE CASE) 指定格 
 DIM (DIMINUTIVE)  指小辞 
 DIR (DIRECTIVE CASE)  方向格 
 DISTR (DISTRIBUTIVE ASECT) 分配アスペクト 
 E (EPENTHETIC VOWEL)  挿入母音 
 EXCL (EXCLUSIVE)  （１人称複数の）除外形 
 FUT (FUTURE TENSE)  未来時制 
 IMP (IMPERATIVE)  命令形 
 IMPS (IMPERSONAL (PARTICIPLE)) 非人称（形動詞） 
 IND (INDICATIVE MOOD)  直説法 
 INS (INSTRUMENTAL CASE) 道具格 
 LOC (LOCATIVE CASE)  処格 
 NEG (NEGATIVE)  否定 
 ONOMAT (ONOMATPEIA) 擬声語 
 OPT (OPTATIVE MOOD)  希求法 
 PL (PLURAL)  複数 
 POSS (POSSESSIVE)  所有（人称接辞） 
 PROP.N (PROPER NOUN)  固有名詞 
 PRS (PRESENT TENSE)  現在時制 
 PST (PAST TENSE)  過去時制 
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 PTCP (PARTICIPLE)  形動詞（一種の分詞的な機能を示す動詞形） 
 REF (REFLEXIVE)  再帰 
 RPT (REPETITIVE-REVERSIVE ASPECT) 反復・反動アスペクト 
 SG (SINGULAR)  単数 
 V (VERB)   動詞 
 VL (VERBALIZING)  動詞化 
 
 
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。） 

 ň (ɲ), č (ʨ), ĵ (ʥ) 
 

・母音 
 Close       i [i]                          u [u] 
 Close Mid                  ə [ə]         
 Open Mid                           o [ɔ] 
 Open                      a [a] 
 
 
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。コンサルタントその

他の情報に関しては、参考文献に挙げた元のテキストを参照されたい。 
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