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Sliammon Salish is a so-called polysynthetic language. As such, a ‘word’ in this 
language can be comprised of a number of morphemes. In such a language, it is 
sometimes difficult to discern whether an utterance is comprised of one word or a word 
with clitics. Clitics, unlike affixes, are outside the domain of word. It is sometimes 
difficult to distinguish clitics and affixes in a given language. In Sliammon, three criteria 
can be employed to distinguish them formally: (i) affixes may trigger idiosyncratic 
morphophonological changes, whereas clitics do not; (ii) clitics, but not affixes, have 
certain ‘mobility’ as regards the positions in which they appear in relation to their host 
word; (iii) a rhetorical filler can occur between a clitic and its host word, but not between 
an affix and a stem or another affix.  
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1. はじめに 

 本稿の目的は，スライアモン・セイリッシュ語（Sliammon Salish，以下スライアモン語と呼

ぶ）のクリティック（倚辞）を形式的に同定することにある1。これは換言すると，同言語のク

リティックと接辞を峻別することである2。 

                                                                 
1 スライアモン・セイリッシュ語(Sliammon Salish)は，より正確には，コモックス語(Comox)と呼ばれてきた

言語のふたつあるうちの一方言である。ここでは以下，スライアモン語と呼ぶ。同言語の呼称にかんする

問題についてはWatanabe (2003: 2-3)を参照されたい。スライアモン語は，系統的にはセイリッシュ語族をな

す 23 言語のうちのひとつである。カナダ，ブリティッシュ・コロンビア州で話されているが，現在この言

語を流暢に話せるのは 70 歳以上の数十名程度のみ。 
2 重複法によって重複されて語幹に付く要素も，ここでは後者（接辞）と同様に扱う。 
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 スライアモン語は類型的に「複統合語」（「輯合語」とも）と呼ばれるタイプに属する。す

なわち，一語が比較的多くの形態素から形成されることがあるタイプの言語である。このタイ

プの言語を考える際，研究者によっては，クリティックをも語のなかに入れられている形態素

として数えることがある。本論では，クリティックを語の一部とは考えない。クリティックは，

あくまで，ホストとなる語の外側から（音声・音韻的に）寄りかかっている要素であり，語の

内部で，その語形成の一端を担っているものではない。 
 確かに，そのように一語の統合度が高くなりうる言語では，ひと続きに発音された発話が，

一語なのか，それとも一語と，さらにそれとひと続きに発音されたクリティックを含んだもの

であるのか，判別するのがむつかしいことが少なくない。本稿は，スライアモン語におけるク

リティックを，クリティックとして同定するための基準を提案する。 
 以下本稿では，まず第X2X節でスライアモン語の述部の形成と，いわゆる「第二位置クリティッ

ク」について概観する。言語研究において，クリティックは典型的に，節の第二位置に起こる

と言われる。しかし，この位置に起こるという基準だけでは，スライアモン語のクリティック

を同定することができない。第X2X節後半でその問題点を指摘したのち，それを踏まえて，第X3X節

で，スライアモン語のクリティックと接辞を同定する基準を提案する。 

2. スライアモン語の述部形成と典型的クリティックについて 

 スライアモン語は，述部となる語に，ボイス，人称，アスペクトなど多くの概念を，接辞法

や重複法などの形態的手段によって盛り込む，いわゆる複統合語である3。 
 
  (1) t'FªXW-uy§-ªm-stu-mS-as 
  wash-hand-MDL-CAU-1SG.OBJ-3ERG 

  ‘He made me wash my hand.’ 
 
  (2) q'at'F-a-fut-stu-muL-as 
  gather-LV-CTR+RFL-CAU-1PL.OBJ-3ERG 

  ‘He made us gather.’ 
 
次の例(X3X～X5X)にみるように，述部は節のなかで先頭に位置し，もし 3 人称の項について名詞項

で明示するならば，それは述部に後続する（便宜上，ここでは名詞項を[...]で括りNPの表示をつ

ける）。 
 
  (3) pªLt-mut}0 [ti§i janxW]NP

  thick-very}3INDC.SBJ DEM fish 

  ‘This fish is really thick.’ 
 

                                                                 
3 スライアモン語の音素目録は次のとおり： p, (tF), t, (T), c, (k), kW, q, qW, §, p', t'F, t', T', c', (k'), k'W, q', q'W, 
j, g, j', g', f, s, L, S, xW, X, XW, h, m, n, (l), y, w, m', n', (l'), y', w', i, u, a, ª。括弧内のものは限られた形式にの

み現われる。ここで使用する音声記号は，いわゆるアメリカ式のものである。国際音声字母(IPA)から異な

る記号と，それらのIPAとの対応は次のとおりである：tF = t{f, T = t{L, c=t{�, j = d{Ζ, S=�, X=Ž。j' と g' はそ

れぞれ[§j] と [§g] として実現する。これらの他，形態音素としてLとL'を認める必要がある。Lは語末では

Lとして，それ以外の位置においては，円唇の環境（例えば母音uの後）ではwとして現われ（例 23，24 参

照），非円唇の環境ではyとして現われる。L'も含め，より詳しくはBlake (2000)参照。 
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 (4) §uLqWu-sxW-0-as [tªy'ta cuy']NP

  dig.clams-CAU-3OBJ-3ERG DEM child 

  ‘He makes the child dig clams.’ 
 
  (5) c'ag-a-t-0-uL}c [tªy'ta tumiS]NP

  help-LV-CTR-3OBJ-PAST}1SG.INDC.SBJ DEM man 

  ‘I helped the man.’ 
 
述部は一語からのみなる単純述部の場合（上記例(X1X～X5X)）と，本動詞の前か後に一語以上の語

が助動詞として現われる複合述部の場合がある4。以下，例(X6X～X8X)は複合述部の例であり，助動

詞が太字で示してある。例(X6X, X7X)は助動詞が本動詞の前に現われている例，例(X8X)は助動詞が本動

詞のうしろに現われている例である5。 
 
  (6) hahays q'WªX-t-0-as 
  slowly cut.fish-CTR-3OBJ-3ERG 

  ‘He cut it (fish) slowly.’ 
 
  (7) qWªl'}ga c'ag-a-f-as-uL 
  come}CLT help-LV-CTR+1SG.OBJ-3ERG-PAST 

  ‘He came and helped me.’6

 
  (8) taw-t-ªm}k'Wa fu 
  tell-CTR-PASS}QUOT go 

  ‘They went and told him.’ 
 
 スライアモン語には以下の例文(X9Xa～d)にみられる１人称単数主語 cのような，典型的ないわ

ゆる「第二位置クリティック」(“second-position clitic”)がある(cf. Wackernagel’s Law)7。以下，例

(X9Xa)は単純述部に１人称単数主語 cが後続した例，例(X9Xb)は，(X9Xa)に助動詞huが先行した例，(X9Xc)
は(X9Xb)を否定した構文8，(X9Xd)は(X9Xc)にさらに助動詞§utが先行した例である。いずれの例におい

ても，１人称単数主語 cは，最初の語の直後に付いている。 
 

                                                                 
4 ここで助動詞と呼ぶものの多くは，それ単独で動詞述部として機能しうる。例：hahays tª}janxW「その魚

(janxW)はゆっくり動いている・行っている（泳いでいる）」（例 6 参照） 
5 助動詞が本動詞に後続する場合の方が少なく，その際に現われる助動詞には制限があるようである。助動

詞がふたつ共起することもあり，その際には本動詞の前にふたつ現われる場合と，本動詞の前後にひとつ

ずつ現われる例が観察されている。これらの点については，本論とは直接関係しないので，本稿では扱わ

ない。 
6 クリティックにはいまだその意味機能が分からないものも多い。本稿ではそのようなクリティックには

CLTとのみグロスを振る。 
7 言語によって，あるいはその研究者によって，何が「第二位置」かというのは一致しているわけではない

(cf. Zwicky 1977: 19-20, Kari 2006: 34 fn. 19)。本稿では，「節の最初の語の直後」を指す。 
8 いくつかある否定構文うち，この種のものは，文頭のxWa§が主節の述部となり，それに後続する従属節が

接続法で現われ，否定する意味内容を表わす。 
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  (9a) c'ag-a-t-0-uL}c 
  help-LV-CTR-3OBJ-PAST}1SG.INDC.SBJ

  (helped.him}I) 

  ‘I helped him.’ 
 
  (9b) hu}c c'ag-a-t-0-uL 
  go}1SG.INDC.SBJ help-LV-CTR-3OBJ-PAST

  (go}I helped.him) 

  ‘I went and helped him.’ 
 
  (9c) xWa§}c ha-h-an'-uL c'ag-a-t-0-uL 
  NEG}1SG.INDC.SBJ go-EPEN-1SG.CNJ.SBJ-PAST help-LV-CTR-3OBJ-PAST

  (not}I I.went helped.him) 

  ‘I did not go and help him.’ 
 
  (9d) §ut}c xWa§ ha-h-an c'ag-a-t-0 ... 
  if}1SG.INDC.SBJ NEG go-EPEN-1SG.CNJ.SBJ help-LV-CTR-3OBJ

  (if}I not I.go help.him) 

  ‘If I do not go and help her ...’ 
 
そして，節の第二位置で複数のクリティックが連なる，いわゆる clitic string もみられる。 
 
  (10) xWa§}0}k'Wa}sªm nag'-aL-as 
  NEG}3INDC.SBJ}QUOT}FUT baby.sit-child-3CNJ.SBJ

  ‘He is not going to baby-sit.’ 
 
  (11) xWa§}a}cxW}qªL ha-h-axW 
  NEG}QN}2SG.INDC.SBJ}IRR go-EPEN-2SG.CNJ.SBJ 

  ‘Have you ever gone there?’ 
 
 このように本動詞の前に位置する助動詞は，クリティックを引き寄せるものの，その他の動

詞形態法を引き寄せることはない9。（以下，太字が助動詞。） 
 
  (12a) miq'-i-t-0}c Sª}tF}p'a§ac' 
  dip-LV-CTR-3OBJ}1SG.INDC.SBJ DET}1SG.POSS}net 

  ‘I dipped my fishnet./I got my fishnet set.’ 
 

                                                                 
9 ただし，-§uL 「過去」や-mut 「とても(very)」など若干の接尾辞は先行する助動詞に付くことがあり，

後述する接続法に使われる主語標識は先行する助動詞に必ず付く。 
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  (12b) hu}tFªm miq'-§ªm-fi tª}f}p'a§ac' 
  go}1SG.INDC.SBJ+FUT dip-APPL-CTR+2SG.OBJ DET}2SG.POSS}net 

  ‘I will go and set the net for you.’ 
 
  (13a) tag'-aS-0}c tª}janxW 
  freeze-TR-3OBJ}1SG.INDC.SBJ DET}fish 

  ‘I froze the fish.’ 
 
  (13b) qªji}c}§ut tag'-it-st[i]xW-0 Sª}mªjªs 
  still}1SG.INDC.SBJ}CLT freeze-STV-CAUS[STV]-3OBJ DET}meat 

  ‘I still got some meat frozen.’ 
 
 以上の例で，第二位置に現われる形態をクリティックとすることに問題はないであろうし，

逆に第二位置へ「移動」することはクリティック同定の基準のひとつとなる（後述の基準Ⅱ）。 
 しかし，これだけでスライアモン語のクリティックをすべて同定することは不可能である。

スライアモン語のクリティックにかんして，第二位置におこるという点のみを基準と考えると，

以下の三つの問題点があげられる。 
 

問題点 1：クリティックだと考えられるもの（特に後倚辞 enclitic）でも，必ずしも常に第二

位置におこるとは限らない。 
問題点 2：常にホストの前に位置するものがある。 
問題点 3：接辞のなかに，必ず第二位置を占めるものがある。 

 
 問題点 1 に当てはまるものとしては，例(X14X)にみる§aju ‘also’，例(X15X)にみる§uw' ‘unexpected’
があげられる。 
 
  (14) xWa§}cxW sa§p'-iqWa-t-0-axW}§aju 
  NEG}2SG.INDC.SBJ club-top.of.head-CTR-3OBJ-2SG.CNJ.SBJ}also 

  ‘Also, don't club it on the head.’ 
 
  (15) xWa§ qi+qkW-am'-as}§uw' 
  NEG PL-stop-MDL-3CNJ.SBJ}UNEXP 

  ‘Gosh! He never keeps still!’ 
 
ただし，これらの形式は，第二位置に現われることもあるので，それによってクリティックだ

と同定できる（例X32Xb, X33Xb参照）。 
 問題点 2 は，大きな問題を呈する。すなわち，ある形式が，常にホストとなる語の前に起こ

る場合は，それがクリティック（この場合は前倚辞 proclitic）なのか，接頭辞なのかの峻別が困

難である。特にそれが子音ひとつの形式の場合などは，その子音に（二次的であれ）アクセン

トが落ちることはありえず，したがって，同定作業にアクセントの位置等を参考にすることも

できない。 
 問題点 3 にかかわるのは，接続法に使われる主語標識である。それらの主語標識は，接尾辞

だと同定できる過去を表わす標識-§uL（第X3.1X節にて後述）に後続されることから，接尾辞であ

ることが分かる。ところが，それら接続法主語標識は，節のなかで必ず先頭の語に付く。すな
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わち，位置としては「第二位置」に起こる。例えば，例(X16Xa)は従属節が単純述部で，接続法で

現われている。対応する複合述部の例(X16Xb)では，助動詞（ここではfu ‘go’10）が本動詞の前に

ある。その際，主語を標示する -an（1 人称単数）は先行する助動詞の方に付く。（以下の例で

は，分かりやすくするために，接続法で現われている従属節を[...]で括り，CNJと表示し，問題

の接尾辞-anを太字で表示する。） 
 
  (16a) xWa§}tFªm [§uLqWu-§-an]CNJ

  NEG}1SG.INDC.SBJ+FUT dig.clams-EPEN-1SG.CNJ.SBJ

  ‘I will not dig clams.’ 
 
  (16b) xWa§}tFªm [fa-h-an §uLqWu]CNJ

  NEG}1SG.INDC.SBJ+FUT go-EPEN-1SG.CNJ dig.clams 

  ‘I will not go and dig clams.’ 
 
したがって，節の第二位置におこる（移動する）ということは，スライアモン語のクリティッ

クを同定する基準としては不十分である。 
 これらの問題点を踏まえ，次節にてスライアモン語のクリティックと接辞を同定するための

基準を考えていく。 

3. クリティックと接辞の同定基準 

 本稿ではスライアモン語におけるクリティックと接辞を，以下の三つの基準によって同定し

ていく（cf. 服部 1950[1960]，Zwicky 1985, Zwicky and Pullum 1983）。 
 
接辞とクリティック同定の基準 

（I） 接辞はそれ特有の不規則な形態音韻的変化を引き起こすことがあるが，クリテ

ィックはそのような変化を引き起こさない。 
（II） クリティックには，「移動可能性」(mobility)があるが，接辞にはそれが起こる

位置についてそのような自由はない。 
（III） 言いよどみを表わす na§a はクリティックとそのホストの語の間には起こりう

るが，接辞と語幹，あるいは接辞と接辞の間には起こらない。 
 
三つの基準に共通するのは，ある形態素がそのホストとなる要素にどれくらい密接に結びつく

かという点だと言えよう。クリティックはホストとなる語に結びついてはいるが，その結びつ

きはゆるやかなもので，クリティックはあくまでホストとなる語の外側にある。一方，接辞は

ホストとなる語幹に，より密接に結びついており，語の内部に位置するものである。 
 これらの基準はスライアモン語のすべてのクリティックと接辞にあてはまるものではないが，

一定のクリティックと接辞が同定されれば，他の形態素はそれらと共起した時の位置によって

同定できると考える。ここでは，ある形態素がすでに同定されている接辞と語幹の間に現われ

れば，それは接辞であるとし，一方，ある形態素がすでに同定されているクリティックよりも

語の外側に現われれば，それはクリティックであると考える11。ただし，クリティックによっ

ては接辞的な特徴をみせるものもあり，一方，接辞によってはクリティック的な特徴をみせる

ものもある。 
 以下，これら三つの基準を順にみていく。 
                                                                 
10 fuの母音はうしろの母音に同化してaに変わっている。 
11 ただし，日本語で接辞がクリティックに付く現象と分析については宮岡(2002)参照。 
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3.1. 基準Ⅰ 
 

基準Ⅰ：接辞はそれ特有の不規則な形態音韻的変化を引き起こすことがあるが，

クリティックはそのような変化を引き起こさない。 
 
 この基準の対象となるのは，語の右境界，すなわち語末である。これは，スライアモン語は

接尾辞を多用する言語であるためである12。そこで，語形成のなかで，もっとも右（すなわち

一番最後）に付く接尾辞を同定できれば，それよりさらに右側の要素はクリティック（この場

合は後倚辞）であると同定できる。 
 以下本節では，「過去」を表わす-§uLと所有接尾辞について観察する。これは，現在までの

調査研究の結果によれば，所有接尾辞が語形成のなかでも最後に（すなわち語の右境界に）付

くと考えられるからである。 
 まず，-§uL「過去」について考察する。-§uL「過去」は自鳴音(m, n, l, y, w:まとめてRと表記

する)で終わる語幹に付く時に，その自鳴音を声門化する（声門化しない場合については後述）。

声門化自鳴音(R')は音声的には[§R]として現われる。その際にもし直前の母音がªならばそれは

規則によってaになる（ª→a/_§：例X18X参照）。 
 
  (17) [SItF m^A§noL] 
  Sª}tF}man'-uL 
  //Sª}tF}%man-§uL// 
  DET}1SG.POSS}father-PAST

  ‘my deceased father’ 
 
  (18) [f^uxWt`A§QmoL] 
  fªxW-t-am'-uL 
  //%fªxW-t-ªm-§uL// 
   stab-CTR-PASS-PAST

  ‘He was stabbed.’ 
 
一方，声門閉鎖音で始まるクリティックはそのような形態音韻的変化を引き起こさない13。 
 
  (19) [t^i:stom§ot] 
  tih-stu-m}§ut 
  big-CAU-PASS}CLT

  ‘They respect it. / It is respected.’ 
 

                                                                 
12 より正確に述べると，スライアモン語は，かつて存在した接頭辞を歴史的に失ったか，あるいはクリテ

ィック（前倚辞）として再解釈したため，現代の同言語には（残余的に化石化した若干のものを除き）接

頭辞がない（cf. Kroeber and Watanabe 2004)。 
13 あくまで筆者の印象的観察ではあるが，話者の発話速度が速くても，そのような形態音韻的変化は起こ

らないようである。 
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  (20) [§i;q^°ji;St§ot L^A§q'°m§A;j^u] 
  §iy qªji}St}§ut La§q'-ªm}§aju 
  and still}1PL.INDC.SBJ}CLT wait-MDL}CLT

  ‘And we are still waiting.’ 
 
 次に-§uL「過去」と所有接尾辞の形態音韻的な相互作用について考察する。-§uL「過去」は

所有接尾辞によって後続されうる。所有接尾辞には 2PL. -ap, 3GEN. -s, and 3PL. -itがある14。 
 まず，3GEN. -s が後続する時，「過去」の接尾辞はLが脱落し -§uという形で現われる。その

場合，-§uLが所有接尾辞に後続されない時（例X17X，X18X）とは異なり，§ は直前の自鳴音を声門

化しない。 
 
  (21) [SI m^An§os] 
  Sª}man-§u-s 
  DET}father-PAST-3POSS

  ‘his deceased father’ 

 
  (22) [X^°pAy' SªxWs^°p'5f§os] 
  Xªpay' Sª}xW}sªp'-f-§u-s 
  stick DET}NOM}club-CTR+1SG.OBJ-PAST-3POSS

   (the.one.he.clubbed.me.with) 

  ‘He hit me with a stick. / A stick is with what he hit me.’ 
 
2PL. -ap か 3PL. -it が後続する時は，-§uL「過去」は -§uwという形で現われる。ここでL が w と
して現われるのは規則的であるが（注X3X参照），ここでも，-§uLが所有接尾辞に後続されない時

（例X17X, X18X）とは異なり，§ が直前の自鳴音を声門化しない。 
 
  (23) Sª}man-§uw-ap 
  DET}father-PAST-2PL.POSS 

  ‘your (pl.) deceased father’ 
 
  (24) Sª}man-§uw-it 
  DET}father-PAST-3PL.POSS 

  ‘their deceased father’ 
 
 以上にみるような不規則な形態音韻的変化を引き起こす所有代名詞は接尾辞だと考えられる。

そこで，これらより語の内側に生起する形態素は接尾辞だということができる。 
 対照的に，「過去」の接尾辞-§uLに対して，不規則な形態音韻的変化を引き起こさない要素

はクリティックだと言える。次の例(X25X, X26X)で-§uLに後続するのは，母音始まりのクリティック

であるが，所有接尾辞が付いた時のような音韻変化は引き起こさず，-§uLは何にも後続されな

い場合と同様に現われている。（例えば，例X25Xを例X18Xと比べられたい。） 

                                                                 
14 他の人称・数のものはクリティックである。本稿末の表 1 参照。 

122



渡辺己：スライアモン・セイリッシュ語のクリティックについて 

 
  (25) T'ªxW-§am'-uL}a}cxW 
  //%T'ªxW-§ªm-§uL}a}cxW// 
  win-A.INTR-PAST}QN}2SG.INDC.SBJ

  ‘Did you win?’ 
 
  (26) fapiS-uL}ala}cxW 
  bathe-PAST}EXCL}2SG.INDC.SBJ

  ‘Oh, you had a bath!?’ 
 
 ただし，クリティックがホストとなる語に対してまったく音韻的変化をもたらさないほど独

立しているかと言えば，必ずしもそうではない。 
 例えば，母音始まりのクリティックa 「疑問」(例X25X)は，母音始まりの接尾辞と同じ形態音

韻的変化を引き起こすことがある(例X27Xb)。（これは話者にゆっくりと丁寧に発音してもらって

も同様である。） 
 
  (27a) [§^i§D] 
  §ªy'}0 
  //%§ªj'}0// 
  good}3INDC.SBJ 

  ‘It is good.’ 
 
  (27b) [§^A§QjY²] 
  §aj'}0}a 
  //%§ªj'}0}a// 
  good}3INDC.SBJ}QN

  ‘Is it good?’ 
 
これは母音で始まる接尾辞が引き起こす変化と同じである。 
  (28) [xW^A§ §^A§QjY²s] 
  xWa§}0 §aj'as 
  //%xWa§}0 %§ªj'-as// 
  NEG}3INDC.SBJ good-3CNJ.SBJ

  ‘It is not good.’ 

3.2. 基準Ⅱ 
 

基準Ⅱ：クリティックには，「移動可能性」(mobility)があるが，接辞にはそれが

起こる位置についてそのような自由はない。 
 
 ここでいう「移動可能性」には，2 種類の意味がある。まずひとつ目は，すでにみたような，

いわゆる第二位置への移動である。（しかし，これは言い方を換えれば，常に第二位置に固定

されており，他の位置への「移動」は不可能であるということになる。）ただし，これのみを
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基準にして，スライアモン語のクリティックを同定できないことはすでに指摘したとおりであ

る。 
 ふたつ目の移動可能性は，ある要素が，ホストとなる語の，うしろに付いたり，前についた

り，あるいはうしろでも，第二位置についたり，それ以外の位置でホストのうしろにつくとい

う性質を指す。このような位置の（ある程度の）自由度は，クリティック的なものである。接

辞にはこのような自由がない。 
 この基準は，スライアモンのすべてのクリティックにあてはまるわけではない。しかし，接

辞ではこのようなことは起こらないため，この移動可能性はクリティックを同定する鍵となる。

例えば，c'a「推定」(conjectural)は例(X29Xa, b)にみられるように，qªL ‘irrealis’は例(X30X)にみられる

ように，ホストとなる語の前にもうしろにも起こりうる15。 
 
  (29a) q'aq'a}0}c'a tª}cuy' 
  hungry}3INDC.SBJ}CJR DET}child 

  ‘The child must be hungry.’ 
 
  (29b) c'a}qªy'}0 Sª}LªX, na-t-ªm}k'Wa 
  CJR}die}3INDC.SBJ DET}bad say-CTR-PASS}QUOT 

  ‘“That no good one must have died,” they said.’ 
 
  (30) §ut}c}qªL hu c'ag-a-t-0, qªL}§ªy'}0 kW}qWayigªn-s 
  if}1SG.INDC.SBJ}IRR go help-LV-CTR-3OBJ IRR}good}3INDC.SBJ DET}feeling-3POSS 

  ‘If I go and help her, she would be happy.’ 
 
次の例(X31Xa, b)では，同じクリティック連続が述部の前にも，うしろにも起こりうることがみら

れる。 
 
  (31a) jaXW}0}sªm}kWit 
  melt}3INDC.SBJ}FUT}already 

  ‘It must be melted.’ 
 
  (31b) sªm}kWit}jaXW}0 
  FUT}already}melt}3INDC.SBJ 

  ‘It must be melted.’ 
 

                                                                 
15 例(30)はふたつの節からなっており，最初の節では§ut「もし」(‘if’)とhu「行く」のふたつが助動詞とし

て，本動詞に先行しており，クリティック（cとqªL）は第二位置に現われている。ふたつ目の節では，同じ

クリティック(qªL)が述部の前に現われている。3 人称主語はゼロ形態素のため，その位置を確定することは

むつかしい。ここでは便宜上，ホストのうしろに表記しておくが，すぐ下の例(36a～d)にみられるように，

主語人称標識のうちクリティックのものは，ホストの前にもおこりうるので，場合によっては 3 人称主語

のゼロも，ホストの前に書くべきかもしれない。なお，クリティックが付く位置によって，微細ではあれ，

意味的な差が生じることも十分考えられるが，この点は今後の調査研究課題としたい。 
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 必ずしも第二位置に起こらないクリティックの例としてあげた§aju ‘also’と§uw' ‘unexpected’
も，以下の例(X32Xb, X33Xb)にみられるように，移動可能性があることからクリティックであると同

定できる。 
  (32a) xWa§}cxW sa§p'-iqWa-t-0-axW}§aju (=X14X) 
  NEG}2SG.INDC.SBJ club-top.of.head-CTR-3OBJ-2SG.CNJ.SBJ}also 

  ‘Also, don't club it on the head.’ 
 

  (32b) XWa+XWah-a-t-0 }c}§aju s}hu-s tªs-uL 
  IMPF-tell-LV-CTR-3OBJ}1SG.INDC.SBJ}also NOM}go-3POSS reach-PAST 

   tª}ms}§aya§ 
   DET}1PL.POSS}house 

  ‘I told him, too, when he got to our house.’ 
 

  (33a) xWa§}0 qi+qkW-am'-as}§uw' (=X15X) 
  NEG}3INDC.SBJ PL-stop-MDL-3CNJ.SBJ}UNEXP 

  ‘Gosh! He never keeps still!’ 
 

  (33b) XªXya-mut}§uw' kW}Sin' T'uXW[i]t 
  strange-very}UNEXP DET}DEM cry[STV] 

  ‘It is very strange to hear someone crying...’ 
 
すでに例(X9Xa～d)で観察したように，主語人称標識のうちクリティックのものは，通常，節の第

二位置に起こり，すなわち，節の最初の語に後続する（例X34X, X35Xも参照）。 
 
  (34) huy}cxW 
  finish}2SG.INDC.SBJ 

  ‘You finished. / Stop!’ 
 
  (35) huy}St}hiyt 
  finish}1PL.INDC.SBJ}CLT 

  ‘We are finished. / We stop here.’ 
 
これらの主語人称標識は，次の例（X36Xa～d）にみるように述部の前にも起こりうる16。 
 
  (36a) c}kWi}huy 
  1SG.INDC.SBJ}CLT}finish 

  ‘I am finished [with, e.g., work, meal].’ 

                                                                 
16 ただし，これらの主語人称標識が述部の前に起こる時は，例に見られるように，必ず他のクリティック

と共起し，単独で述部の前に現われる例は観察されていない。ちなみに，主語人称標識が述部の前に現わ

れる際に，それとともに述部の前に現われるクリティックの種類はごく限られたものである。 
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  (36b) cxW}kWi}huy 
  2SG.INDC.SBJ}CLT}finish 

  ‘You are finished.’ 
 
  (36c) St}kWi}huy 
  1PL.INDC.SBJ}CLT}finish 

  ‘We are finished.’ 
 
  (36d) cap}kWi}huy 
  2PL.INDC.SBJ}CLT}finish 

  ‘You (pl.) are finished.’ 
 
これらの主語人称標識は，ホストのうしろにおこる場合に，常に第二位置におこることからの

みでも，クリティックだと同定できたが，ホストの前にも付きうるという移動可能性からも，

クリティックであると同定できる。 
 ところで，§ª「斜格」と§ª ‘Cleft’（いわゆる分裂構文の標識）は，意味機能的には後続する

語・句に付くクリティック（すなわち前倚辞）であることが，次節（§X3.3X）にみる基準Ⅲによ

って同定できる。ところが，これらのクリティックは，母音終わりの語が直前にある時は，§
として現われ音声的には直前の語に付く。このように，意味機能的なまとまりに関係なく，表

層において音声的に付きやすいところに寄りかかるようにして現われるというのも，クリティ

ック的な性質だと言えよう。（例X37X, X38Xの音声表記に注意されたい。音素表記では，意味機能

的にかかわる，後続の要素とつなげて表記している。） 
 
  (37) [f^o§ t°kW^UfAys] 

  ... fu §}tª}kWªfays 
    go OBL}DET}island 

  ‘(go) towards the island’ 
 
  (38) [h^²§ xWqW^Ul's T'^A;s°m] 

  hi §}xW}qWªl'-s T'asªm 
  it's CLF}NOM}come-3POSS strong 

  ‘That is how they become strong.’ 

3.3. 基準Ⅲ 
 

基準Ⅲ：言いよどみを表わす na§a はクリティックとそのホストの語の間には起

こりうるが，接辞と語幹，あるいは接辞と接辞の間には起こらない。 
 
形態素によっては常に直前の，あるいは後続するホスト（語）と連なり，基準Ⅱで観察したよ

うな移動可能性がないため，クリティックなのか接辞なのか判断がむつかしい。特にスライア

モン語では，ホストに後続するクリティック（すなわち後倚辞）は，現在まで確認された限り，

すべてに移動可能性（基準Ⅱ）がみられる。しかし，一定のクリティックは常にホストの前に

現われるために，それらがクリティック（すなわち前倚辞）なのか，接頭辞なのか，あるいは
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場合によっては，重複法で重複された要素が語幹の前に付いたものなのか，同定がむつかしい。

ここで，言いよどみを表わす na§a が，ある形態と，後続のホストの間に起こりうるかが基準と

なる。 
 na§a はそれ自体に特に（語彙的）意味のない，言いよどみの表現(rhetorical filler)である（cf. 
English ‘umm’，日本語「えー」）。さらに，na§a 自体は談話のなかで単独でも現われ，節のな

かで休止に挟まれて起こりうる自由形式であり，拘束形式である接辞などとは考えられない。

次の例(X39X，X40X)ではna§aが自立語と自立語の間に起こっている17。 
 
  (39) [n^²§ kW^AnAc nA: §^²§²Ltªn] 
  ni§}0 kWanac na§a §i+§iLtªn 
  be.there}3INDC.SBJ be.sitting R.FILLER IMPF-eat 

  ‘They are sitting there eating.’   
 
  (40) [m:m  n^A§moL nA: j^9ni:] 
  mm nam'-uL}0 na§a Johnny  
  yes similar-PAST}3INDC.SBJ R.FILLER pers.name 

  ‘Yes, Johnny was like that.’  
このna§aが，（自立語ではない）ある形態素と語の間に起こりうれば，その形態素はクリティ

ックであると考えられ，接辞，あるいは重複法によって語幹の前に付いたものとは考えられな

い18。例えば，例(X41Xa)の名詞項のtª}は名詞句tª}tªXªm§ayの一部をなす限定詞であり，この場合，

後続する語と切れ目なくひと続きに発音される（[tªt^°X°m§°y]。時には[ª]が弱まり[tt^°X°m§°y]
ともなる）。ところが，例(X41Xb)にみるように，この限定詞と名詞の間に，言いよどみのna§aが
入ることができる。その場合，限定詞のtªはna§aとひと続きに発音される（以下の音素表記で

もそのように表記する。）その際，na§aと後続の語の間には，ある程度の間
ま

がある（[tªnA: ... 

t^°X°m§°y]）。次の語を探して言いよどむ時に，na§aを使うわけであるから，間
ま

が空くのは自然

であろう。 
 
  (41a) c'ah-c'ah-a-t-0}cxW tª}tªXªm§ay 
  RDPL-pray-LV-CTR-3OBJ-2SG.INDC.SBJ DET}cedar 

  ‘You thank the cedar tree.’ 
 

                                                                 
17 言いよどみのna§aは，単純化されて[nA:]と発音されることも多い。以下では音素表記する際は便宜上na§a
に統一して表記する。スライアモン語では通常，語頭に第 1 アクセントが落ちるが，na§aが，特に[nA:]と発

音される時は，発音自体が弱まっているので，そこにアクセントがあるかどうかは明確ではないことが多

い。 
18 これと関連すると思われる点が，語中への休止（ポーズ）や他の語の挿入可能性である。Dixon and 
Aikhenvald (2002)には，語の途中で別の語が挿入される可能性をあげている。例えば，英語における“I won’t 
have no more insu bloody bordination from you lot” (Dixon and Aikhenvald ibid.), “abso- bloody -lutely” 
(McMillan 1980) —強調引用者，表記上のそれぞれのハイフンの使用・未使用は出典元ママ。さらにDixon and 
Aikhenvald (ibid.)では，特に複統合語では，語の途中で休止が入ることができるとある。しかし，スライア

モン語ではそのような現象は観察されていない。  
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  (41b) hu}St ya§q'-aS-0 tª}na§a tªXªm§ay 
  go}1PL.INDC.SBJ use-TR-3OBJ DET}R.FILLER cedar 

  ‘... we use the umm... cedar.’ 
 
このように na§a が間に挿入されうること，さらに言えば，音声的には，意味機能的にひとつの

まとまりをなす後続の語とではなく，挿入された na§a とひと続きに発音される点がクリティッ

ク的であると言えよう。 
 このような前倚辞は，例(X42X)にみるように，一度na§aによる言いよどみがあってから，今一

度，後続の語とひと続きに発音し直されることもある。 
 
  (42) ... §ª}tª}na§a tª}p'ap'im 
   OBL}DET}R.FILLER DET}work(er) 

  ‘... by the umm... the workers’ 
 
 以下のように，重複法以外の要素で語幹の前に位置するものほとんどすべてについて，na§a
がそれらと後続する語幹の間に入りうることが，テキスト等の自然な発話において観察されて

いる。（まだ確認できないものは ga ‘if’と §ªL ‘when’のふたつのみ。） 
 

  Determiners: tª}na§a ...; Lª}na§a...; Sª}na§a...; kWª}na§a...; Lu}na§a...  

  Possessives: tF}na§a...(1SG.POSS); f}na§a...(2SG.POSS);  

   ms}na§a... (1PL.POSS) 

  Nominalizers: s}na§a...; xW}na§a... 

  Oblique marker: §ª}na§a... 

  Cleft marker: §ª}na§a... 
 
すなわち，これらの要素はすべてクリティックであり，前倚辞であると同定できるものである。

これらの前倚辞には，基準Ⅱでみたような移動可能性は観察されていない。 
 この na§a を使った基準Ⅲは，観察できている限りでは，語の左境界においてのみ有効である。

逆に言うと，語と，それに後続する後倚辞の間に na§a が観察されたことはない。 

4. おわりに 

 以上本稿では，スライアモン語のクリティックの形式的同定のための基準を提案した。この

基準を適応していくことにより，スライアモン語におけるクリティック，そして結果的に，接

辞をそれぞれ形式上同定できると考えられる。ただし，スライアモン語の調査研究には，いま

だ残された課題が多く，そのひとつがクリティックの意味機能の分析である。形式的に同定で

きたクリティックのうち，その意味機能がはっきりしないものが多く，その解明はスライアモ

ン語研究のなかでも重要な課題のひとつである。 
 本稿で試みたクリティックの形式的同定は，語境界を同定することでもあり，それはすなわ

ち，スライアモン語における「語」とは何かを定義することへとつながる。「語」とは何か，

という問題は，一般言語学的にも研究者間でなかなか見解の一致をみない難問のひとつである

が，本稿で示したクリティックと接辞の同定作業は，「語」の定義という，より大きな問題の

解明への一歩であると考えられよう。 
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記号・略語 
} クリティック境界；A.INTR ‘active-intransitive’; APPL ‘applicative’; CAU ‘causative’; CJR ‘conjectural’; 
CLF ‘cleft’; CLT ‘clitic’; CNJ ‘conjunctive’; CTR ‘Control transitive’; DET ‘determiner’; EPEN ‘epenthesis’; 
ERG ‘ergative’; EXCL ‘exclamation’; FUT ‘future’; 3GEN ‘3rd person general’; INDC ‘indicative subject’; 
INDP ‘independent pronoun’; LV ‘link vowel’; MDL ‘middle’; NEG ‘negative’; NOM ‘nominalizer’; OBJ 
‘object’; OBL ‘oblique’; PASS ‘passive’; POSS ‘possessive’; QN ‘question’; QUOT ‘quotative’; R.FILLER 
‘rhetorical filler’; STV ‘stative’; TR ‘transitivizer’; UNEXP ‘unexpected’
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表 1：主語代名詞標識 

 Indicative 

 Non-future 

 full reduced 
Future 

Ergative Conjunctive Possessive 

1SG  can�  c� tFªm� -an -an tF 

2SG  caxW�  cxW� cxWªm� -axW -axW f 

1PL  cat�  St� Stªm� -at -at ms 

2PL  cap�  � (cap sªm)� -ap -ap -ap 

3 0 (Intr.) -as -as -s 

  PL. -it 
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