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ニヴフ語の結果構文における被動作性

Affectedness in Nivkh Resultative Constructions

CHAE Heekyung

蔡熙鏡

In this paper, the correlation between semantic restriction and the resultative construction in 

Nivkh Amur dialect is discussed.

According to Nedjalkov & Otaina (1988), the resultative constructions in Nivkh Amur

dialect are classified into “subjective resultative construction”, “possessive resultative 

construction” and “objective resultative construction”. This classification is based on the argument 

structure of the resultative clause that corresponds to a non-resultative clause.

This study puts its focus on the semantic restriction based on the so-called “affectedness” and 

attempts to clarify that “affectedness” is implicated in the resultative construction in Nivkh.
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1．導入

　結果構文に関する類型論的な研究である Nedjalkov 

& Jaxontov（1988）によれば、結果構文の主語が元と
なる非結果構文のどの項と同一指示関係にあるかに
よって、いくつかの下位タイプに分類することができ
る。ニヴフ語アムール方言には、「主語結果構文」「目
的語結果構文」「所有結果構文」が認められ （Nedjalkov 

& Otaina 1988: 135）、アスペクトのスロットを埋める
結果相接尾辞 -ɣəta- / -kəta- / -xəta-を付加することよっ
て形成される（Mattissen 2003: 160）。
　本稿では、「主語結果構文」「目的語結果構文」「所
有結果構文」のそれぞれの結果構文の構造を観察し、
そこには被動作性（affectedness）という意味論的な制
約が大きく関わっていることについて述べる。以下で
は、まず 2節で本稿の理解に必要と思われるニヴフ
語アムール方言の基本的な文法事項を簡潔に示し、3

節でニヴフ語の結果構文について詳しく述べている
Nedjalkov & Otaina（1988）の記述をまとめる。次に、
4節と 5節では結果構文の統語構造とそこに見られる
被動作性との相関関係について考察を行い、最後の 6

節で結論を示す。

2．ニヴフ語の概要

　ニヴフ語は SV / AOVの基本語順を持ち、述語だけ
で節を成すこともできる。主格、対格、属格を表す明
示的な形式はなく、これらの統語関係はニヴフ語に特
徴的な頭子音交替の有無によって示される。頭子音交
替は、修飾部と被飾部の境界、目的語と述語の境界な
どで起こり、それらは休止やアクセントの面で音韻的
に 1語としてふるまう。
　Nedjalkov & Otaina（2013）は、このような構造体
を統語的な複合体（syntactic complex）と呼んでいる1。
但し、（1c）のように境界の間に格や副詞などの要素
が現れる場合は、頭子音交替が起こることもなく、複
合体を形成することもない。

　(1)　Nedjalkov & Otaina (2013: 5-6)

　　　a. ŋa+rəf　(< təf)

 animal+house

 「動物の家」
　　　b. imŋ      hemar+to-dʲ   （< ro-）
 they　  old.man+help-ind

 「彼らが老人を助けた」
　　　c. hə+hemar       imŋ   maŋ-gut                  ro-dʲ

 that+old.man  they  be.strong-adv:3pl  help-ind

 「その老人は彼らがよく助けた」

　名詞の数には単数 （-ø）と複数（-ɣu / -ku / -gu / -xu ） 
があるが、その標示は義務的なものではなく、複数の
指示対象を表すのに単数形を用いることもある。さら
に、直説法（-dʲ）の述語は、主語が複数である場合に
名詞と同じ複数標識をとることがある。テンスは未来
（-nə-）と非未来（-ø-）で対立をなしている。最も一
般的なアスペクト接尾辞には未完了の -ivi- / -ivu-、完
了の -ɣət- / -kət- / -gət- / -xət-がある。
　一部の副動詞接尾辞には、主語の人称と数に義務的
な一致を示すものがあるが、表 1に示すように 2/3人
称単数では r－系列、1人称単数と全人称複数では t－
系列の接尾辞が用いられる。連体修飾の際には、動詞
語幹がそのまま名詞の前に置かれる。

表 1: 一致を示す副動詞接尾辞
継起 先行 等位

単数 複数 単数 複数 単数 複数
1 -t -t -tot -tot -ta -ta
2 -r -t -ror -tot -ra -ta
3 -r -t -ror -tot -ra -ta

　上記表 1の継起副動詞接尾辞は、hum-「いる /ある、
住む」や ha-「そうである」、tvi-「終える」などの動
詞とともに、それぞれ継続／結果、習慣、完了などの
アスペクト的な意味を表すことがある。能動／受動の
ヴォイスの区別はなく、結合価変化のプロセスは、他
動詞化接尾辞、使役接尾辞、結果相接尾辞によって行
われる。
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　ニヴフ語の自動詞と他動詞（monotransitive）、複他
動詞（ditransitive）節2の基本構造は次のとおりである。

　(2)　自動詞 （Nedjalkov & Otaina 2013: 49）
　　　ɲivx pʰrə-dʲ

　　　man come-ind

　　　「人が来た」

　(3)　他動詞 （Nedjalkov & Otaina 2013: 50）
　　　imŋ pila+eri-ux cʰo+ŋəŋ-dʲ

　　　they be.big+river-loc fish+look.for-ind

　　　「彼らは大きい川で魚を獲った」

　(4)　複他動詞 （Mattissen 2003: 174）
　　　a. əmək   pʰ-oʁla-dox    karandas   i-mɣ-dʲ-ra

　　　    mother refl-child-dat  pencil          3sg-give-ind-foc

 「母は自分の子供に鉛筆を与えた」
　　　b. əmək     karandas  pʰ-oʁla+kʰim-dʲ  (< i-mɣ- )3

　　　    mother  pencil      refl-child+give-ind

 「母は鉛筆を自分の子供に与えた」

　（2）と（3）に見るように、自動詞の主語（S; sub-

ject）と他動詞の行為者（A; agent）が述語と統語的な
複合体を形成することはなく、他動詞の被動者（P; 

patient）が述語と統語的な複合体を形成する。このこ
とから、ニヴフ語は対格型の言語（A = S ≠ P）とみ
なすことができる。
　一方、複他動詞の場合は（4）に見るように、対象
（T; theme）の「鉛筆」が述語の前に来ても統語的な
複合体を形成することはなく、受容者（R; recipient）
の「子供」が述語と複合体を形成する。複他動詞に関
する類型論的な研究であるMalchukov et al.（2010）の
記述によれば、複他動詞が持つ 2つの目的語（T, R）
と他動詞が持つ 1つの目的語（P）のふるまいによっ
て、indirective（T = P ≠ R）、secundative（T ≠ P = R）、
neutral（T = P = R）、tripartite（T ≠ P ≠ R）、horizontal 

（T = R ≠ P）タイプに分けられるという。ニヴフ語の
複他動詞は、統語的な複合体の形成という観点からす

ると、T ≠ P = Rの関係が成り立ち、secundativeタイ
プとみることができる4。

3．先行研究

　Nedjalkov & Jaxontov（1988）は、結果構文について、
「先行する出来事を含意する状態を表す動詞形式」を
持つ構文であると述べ、結果構文と元となる非結果構
文の項の指示関係によって、6つの下位タイプに分類
できるとしている。ここでは、本稿にかかわると思わ
れる 4つのタイプの例のみを以下にあげる。それぞれ
の例の a.は先行する行為を、b.はその結果構文を表
している。

　(5)　主語結果構文（Nedjalkov & Jaxontov 1988: 7）
　　　a. John’s eyes have inflamed

　　　b. John’s eyes are inflamed

　(6)　目的語結果構文（Nedjalkov & Jaxontov 1988: 8）
　　　a. John has opened the door

　　　b. The door is opened

　(7)　所有結果構文
            （Nedjalkov & Jaxontov 1988: 10; Russian dialect）
　　　a. On nadel šapku

　　　　he put.on hat

 「彼は帽子をかぶった」
　　　b. On (byl) nade-vši  šapku

 he （was） put.on-ger hat

 「彼は帽子をかぶっていた」

　(8)　斜格目的語結果構文
            （Nedjalkov & Jaxontov 1988: 10; Japanese）
　　　a. 僕は汽船に客を乗せた
　　　b. 汽船は客を乗せている

　一般的に「主語結果構文」は、自動詞から派生され、
「目的語結果構文」はもっぱら他動詞から派生される。

ニヴフ語の結果構文における被動作性
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「所有結果構文」の場合も他動詞から派生されるが、
この場合の他動詞が表わす行為は、被動者というより
はむしろ主語の状態変化を表す動詞であることから、
「所有結果構文」と呼んで自動詞から派生された「主
語結果構文」と区別している（Nedjalkov & Jaxontov 

1988: 9）。
　ニヴフ語アムール方言においては、結果状態を表す
専用の接尾辞 -ɣəta- / -kəta- / -xəta-があり、「主語結果
構文」「目的語結果構文」「所有結果構文」を形成する
ことができる（Nedjalkov & Otaina 1988: 135）。それぞ
れの例を以下に示す。

　(9)　Nedjalkov & Otaina （1988: 135）：「主語結果構文」
　　　a. kʰuva vəx-dʲ

                thread tear-ind

 「糸が切れた」
　　　b. kʰuva vəx-kəta-dʲ

                thread tear-res-ind

 「糸が切れている」

  (10)    Nedjalkov & Otaina（1988: 135）：「所有結果構文」
　　　a. imŋ mulk+rʰo-dʲ

                they bucket+carry-ind

            　「彼らはバケツを持った」
　　　b. imŋ mulk+rʰo-ɣəta-dʲ

                they bucket+carry-res-ind

           　 「彼らはバケツを持っている」

  (11)    Nedjalkov & Otaina（1988: 144）：「目的語結果構文」
　　　a. umgu tʰus+tʰa-dʲ

                woman meat+roast-ind

            　「女が肉を焼いた」
　　　b. tʰus rʰa-ɣəta-dʲ

                meat roast-res-ind

            　「肉が焼けた」

　（9）は自動詞から派生された「主語結果構文」、（10）
は他動詞から派生された「所有結果構文」であるが、

両方とも結合価に変化はなく、項構造も保持されてい
る。一方、（11）の「目的語結果構文」の場合は、「誰
によって」焼かれたのかを明示的に示すことができ
ず、「所有結果構文」に比べて結合価が 1つ減っている。
（11b）において、tʰus「肉」が結果構文の主語である
ことは、述語の頭子音が変化していないことから裏付
けられる。
　さらに、「目的語結果構文」における主語は、無情
物が一般的であり、有情物が主語になることは稀であ
るという（Nedjalkov & Otaina 1988: 143）。以下は、有
情物の目的語が結果構文の主語になっている例であ
る。

  (12)    Nedjalkov & Otaina （1988: 143）
　　　a. if ōla-ɣu+vetau-dʲ

                s/he child-pl+dress-ind

 「彼女は子供たちに服を着せた」
　　　b. ōla-ɣu vetau-ɣəta-dʲ

                child-pl dress-res-ind

 「子供たちが服を着せられている 5」

　次に、複他動詞から派生される「目的語結果構文」
では、主語の位置にどの要素が来れるかによって、2

つのタイプが認められる（Nedjalkov & Otaina 1988: 

146）。1つ目は （13） のように、T と Rの両方が主語
になれるタイプである6。

  (13)   Nedjalkov & Otaina （1988: 145-146）
　　　a. if vətʲ pʰ-huxt+aɣ-dʲ

                s/he iron refl-gown+sew.on-ind

 「彼女は飾りを自分の服に縫い付けた」
　　　b. vətʲ i-huxt+ax-kəta-dʲ

                iron 3sg-gown+sew.on-res-ind

 「飾りが彼女の服に縫い付けられている」
　　　c. i-huxt           vətʲ       j-ax-kəta-dʲ

                3sg-gown    iron      3sg-sew.on-res-ind

 「彼女の服には飾りが縫い付けられている」

蔡熙鏡
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　2つ目は、Tのみが結果構文の主語になることがで
きるタイプである。

  (14)    Nedjalkov & Otaina （1988: 146）
　　　a. ətək ŋalsqo+hontq-xu tol+hupu-dʲ

                father dirty+sack-pl water+soak-ind

 「父は汚れた袋を水に入れた」
　　　b. ŋalsqo+hontq-xu tol+hupu-ɣəta-dʲ

                dirty+sack-pl water+soak-res-ind

 「汚れた袋が水に入れられている」
　　　c. *tol ŋalsqo+hontq-xu j-upu-ɣəta-dʲ

                water dirty+sack-pl 3sg-soak-res-ind

 「水には汚い袋が入れられている」

　Nedjalkov & Otaina（1988: 146）は、Tと Rの両方
が主語になれる場合について、行為の結果によって生
じた接触している Tと Rの間に根本的な関係（organic 

connection）が成り立つ場合、すなわち Tが Rの特徴
として機能し得る場合に Rが結果構文の主語になり
得ると述べている。さらに、（15a）のように Tが主語
の場合は、Rを省略することができるが、（15b）のよ
うに Rが主語となっている構文では、Tを省略するこ
とができないという（Nedjalkov & Otaina 1988: 146）。

  (15)    Nedjalkov & Otaina （1988: 146）
　　　a. vətʲ j-ax-kəta-dʲ

                iron 3sg-sew.on-res-ind

 「飾りが縫い付けられている」
　　　b. *i-huxt          j-ax-kəta-dʲ

                3sg-gown    3sg-sew.on-res-ind

 「彼女の服が縫い付けられている」

　以上、ニヴフ語の結果構文に関する先行研究をまと
めたが、次節では先行研究の記述を参考にしつつ、結
果構文の統語構造に焦点を当てて見ていくことにす
る。

4．結果構文の統語構造

　ここでは、自動詞と他動詞から派生された「主語結
果構文」、「所有結果構文」、「目的語結果構文」とそれ
ぞれの非結果構文の統語構造、特に非結果構文のどの
項が結果構文の主語になっているかに注目して、見て
いくことにする。
　次に示す例は、それぞれ自動詞から派生された「主
語結果構文」、他動詞から派生された「所有結果構文」
と「目的語結果構文」である。

  (16)   Nedjalkov & Otaina（1988: 140）：主語結果構文
　　　a. imŋ mu-dʲ 

                they die-ind

 「彼らは死んだ」
　　　b. imŋ mu-ɣəta-dʲ

                they die-res-ind

 「彼らは死んでいる」

  (17)   Nedjalkov & Otaina （1988: 135）：所有結果構文
　　　a. imŋ mulk+rʰo-dʲ

                they bucket+take-ind

 「彼らはバケツを持った」
　　　b. imŋ mulk+rʰo-ɣəta-dʲ

                they bucket+take-res-ind

 「彼らはバケツを持っている」

  (18)  Nedjalkov & Otaina（1988: 144）：目的語結果構文
　　　a. umgu tʰus+tʰa-dʲ

                woman meat+roast-ind

 「女が肉を焼いた」
　　　b. tʰus rʰa-ɣəta-dʲ

                meat roast-res-ind

 「肉が焼けた」

　「主語結果構文」（16） を見ると、自動詞の Sが結果
構文でも Sの位置を占めている。また （17） の「所有
結果構文」では、他動詞の Aがそのまま結果構文の

ニヴフ語の結果構文における被動作性
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主語になっており、Pは他動詞と統語的な複合体を構
成している。すなわち、「所有結果構文」の Aは、自
動詞の Sのように結果構文の主語となり、Pに対立し
ていることがわかる （S = A ≠ P）。
　一方、（18）の「目的語結果構文」を見てみると、
他動詞の Aは結果構文に標示できず、Pが結果構文
の主語の位置を占めている。（16）と比較したときに、
今度は自動詞の Sと他動詞の Pが結果構文の主語と
なり、Aに対立するという能格性を示していることが
わかる（S = P ≠ A）7。
　次に、複他動詞から派生された「目的語結果構文」
のうち、複他動詞の Tのみが主語になれる場合は、
他動詞の Pと複他動詞の Tが結果構文の主語になる
という点で、Rに対立していると見ることができ、
indirective （P = T ≠ R） タイプと見做し得る。

  (19)   Nedjalkov & Otaina （1988: 146; （14） 再掲）
　　　b. ŋalsqo+hontq-xu tol+hupu-ɣəta-dʲ

                dirty+sack-pl water+soak-res-ind

 「汚れた袋が水に入れられている」
　　　c. *tol ŋalsqo+hontq-xu j-upu-ɣəta-dʲ

                water dirty+sack-pl 3sg-soak-res-ind

 「水には汚い袋が入れられている」

　それに対し、複他動詞の Tと R両方が結果構文の
主語になれる場合は、indirective（P = T ≠ R）と se-

cundative（P = R ≠ T） タイプの混合的な特徴を持つと
みることができる。

  (20)   Nedjalkov & Otaina （1988: 146; （13） 再掲）
　　　b. vətʲ i-huxt+ax-kəta-dʲ （indirectiveタイプ）
                iron 3sg-gown+sew.on-res-ind

 「飾りが彼女の服に縫い付けられている」
　　　c. i-huxt        vətʲ   j-ax-kəta-dʲ  （secundativeタイプ）
                3sg-gown  iron 3sg-sew.on-res-ind

 「彼女の服には飾りが縫い付けられている」

　このように、結果構文の主語に注目してみると、他

動詞と複他動詞のそれぞれにおいて、2つのタイプが
現れることがわかる。5節では、このようなタイプが
現れる意味論的な制約について考察する。

5．結果構文における被動作性の制約

　Nedjalkov & Otaina（1988）は「主語結果構文」「所
有結果構文」「目的語結果構文」のそれぞれについて、
次のような語彙的な制約が見られると述べている。

・主語結果構文
　「死ぬ」、「割れる」、「座る」、「目が見えなくなる」、「泣
く」、「燃える」などの自動詞からは派生が可能である
が、「走る」「歌う」「心配する」「喜ぶ」などの移動、音、
感情を表す自動詞からは派生されない。

・所有結果構文
　「持つ／運ぶ」の一般的な意味を表す他動詞、「着る」
の一般的な意味を表す他動詞、「聞く」「見る」「考える」
「同情する」などの思考／知覚／関係を表す他動詞な
ど、主に主語（あるいは主語のみ）に関わる行為を表
す他動詞から派生される。これらの動詞から「目的語
結果構文」が派生されることはない。

・目的語結果構文
　（i） 他動詞からの目的語結果構文―「裏返す」、「切
る」、「拭く」、「閉める」、「挽く」、「集める」、「開ける」、「穴
をあける」などの他動詞から派生される。ここに属す
る他動詞のうち、目的語に有情物のみ、または有情物
／無情物の両方をとる動詞は 10%未満である。
　（ii） 複他動詞からの目的語結果構文―「足す」、「貼
る」、「注ぐ」、「かける」、「置く」などの動詞から派生
される。これらの複他動詞は行為者が移動可能なもの
を固定されたものの中、上、またはその他の接触する
位置に移動させる状況を表す。

　結果構文における語彙的な制約をみると、「所有結
果構文」では、再帰的な意味を表す他動詞が目立ち、
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特に「目的語結果構文」が派生され得る他動詞は、他
動性が高いことが見て取れる。角田（2009: 101）の「二
項述語階層」でみると、「所有結果構文」が派生され
得る他動詞は階層の「知覚」から「関係」まで広く分
布している。一方で「目的語結果構文」が派生され得
る他動詞は、一番他動性の高い「直接影響」に集中し
ており、行為者（A）の動作は被動者（P）にまで及
ぶ動詞である。
　前の節で確認したように、「主語結果構文」と「目
的語結果構文」では、非結果構文の Sと Pが結果構
文の主語の位置を占めている。自動詞の Sと他動詞の
Pは、影響を被る存在であり、結果構文では、影響を
受ける側を主語にしていると言える。
　それに対し、「所有結果構文」は項構造に変化はなく、
非結果構文の主語がそのまま結果構文の主語の位置を
占めていたが、これもやはり被動作性で説明できる。
「所有結果構文」が派生された他動詞には、思考／知
覚／関係を表す他動詞があるが、これらの動詞が P

に何らかの物理的な影響を及ぼすことは普通考えにく
い。また、「持つ」「着る」のような他動詞の場合、そ
の行為の結果は Pではなく、Aに帰するものと考える
ことができる。つまり、「所有結果構文」の Aは、被
動作性が相対的に高くなっていると見ることもでき、
それが原因で Pではない Aが主語になっていると考
えられる。
　次に、Nedjalkov & Otaina（1988: 146）は、複他動
詞から派生された結果構文について、接触している T

と Rにおいて、Tが Rの特徴として機能し得る場合
に Rが結果構文の主語になり得ると述べている。例
えば、次の（22）は（21）から派生された結果構文で
あるが、彼らの解釈では、「糸が通された」特徴をも
つ針は容易に想像することができることから、Tと R

の両方が主語になれる。一方、（23）のように Tのみ
が主語になれる場合は、「汚い袋が入れられた」特徴
を持つ（川などの）水を想像することは難しいことか
ら、Rは主語になれないと説明される。

  (21)   Nedjalkov & Otaina （1988: 146）
　　　if  kʰuva nux+tʰə-dʲ

　　　s/he thread needle+stick.through-ind

　　　「彼女は糸を針に通した」

  (22)   Nedjalkov et al. （1974: 240）
　　　a. nux kʰuva rʰə-ɣəta-dʲ

　　　 needle thread stick.through-res-ind

 「針には糸が通されている」
　　　b. kʰuva nux+tʰə-ɣəta-dʲ

 thread needle+stick.through-res-ind

 「糸が針に通されている」

  (23)   Nedjalkov & Otaina （1988: 146; （14c） 再掲）
　　　*tol ŋalsqo+hontq-xu j-upu-ɣəta-dʲ

　　　water dirty+sack-pl 3sg-soak-res-ind

　　　「水には汚い袋が入れられている」

　しかしながら、これらの複他動詞から派生された結
果構文においても、被動作性が働いていると考えるこ
とができる。Malchukov et al.（2010: 30）によれば「複
他動詞構文における被動作性は、Rよりもむしろ Tが
持つ特徴」であると述べている。言い換えれば、複
他動詞が表わす出来事の影響を一番受けやすいのは R

ではなく、Tである。（23）の例文が非文になってい
るのは、被動作性の低い Rが主語になっているため
と解釈できる。
　一方、（22）のように Tと Rの両方が結果構文の主
語になれる例では、Rの被動作性が高くなったことに
その原因があると考えられる。つまり、「針に糸を通す」
という行為による結果は、「針」と「糸」を一体化さ
せており、Rと Tの両方は同程度の影響を受けている
と判断できる。この解釈は（20）の「服」とそれに縫
い付けられた「飾り」の間にも成り立つ。

6．結論

　本稿では、ニヴフ語アムール方言における結果構文

ニヴフ語の結果構文における被動作性



366

について、主語の選択には被動作性という意味論的な
制約が働いていることについて述べた。以下に本稿の
結論をまとめる。

・主語結果構文と他動詞からの目的語結果構文：
影響を被る非結果構文の Sと Pが結果構文の主語
になる（S = P ≠ A; 能格性を示す）。

・所有結果構文：
動詞が表わす出来事の影響を受けるのは Aであり、
結果構文の主語になる（S = A ≠ P; 対格性）。
・複他動詞から派生された目的語結果構文：
（i）Tと Rが同程度の被動作性を持つ場合：Tと R

の両方が主語になれる。
（ii）Tの被動作性が Rより高い場合：Tのみが主語
になれる。

　以上の結論が示しているように、Nedjalkov & Otaina 

（1988）の「移動可能なもの」「固定されたもの」の意
味関係による説明は、複他動詞から派生された結果構
文にのみ有効であり、結果構文全体をとらえるには限
界があるように思われる。被動作性という観点からの
説明は、そのような問題を回避でき、結果構文全体を
統一的に説明できる利点があると考える。

略号一覧
1/2/3 1st/2nd/3rd person  foc focus  refl reflexive
- morpheme boundary  ger gerund  res resultative
+ syntactic complex  ind indicative  sg singular
adv adverbial   loc locative
dat dative   pl plural
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注
 1　Nedjalkov & Otaina（2013）は、この「統語的な複合体」を‘+’記号を用いて表している。本稿でも、例
文を示す際にはそれに倣うことにする。

 2　Mattissen（2003: 140）は、ニヴフ語の複他動詞を、述語と統語的な複合体を形成する名詞句の意味役割（受
容者か場所か）によって 2つのタイプに分類している。本稿では、両者を区別せずに複他動詞と統語的な
複合体を構成する名詞句を一括して受容者（R）として扱っている。

 3　ニヴフ語の他動詞には、その自立形に 3人称単数の拘束形代名詞 i- / j- / e- が付加されているものがあり、
ニヴフ語アムール方言の辞書である Savel’eva & Taksami（1970）を見ると約 170語が掲載されている。こ
のような自立形の語頭に i- / j- / e- を持つ他動詞は、直前に目的語が来る場合は、目的語と入れ替わって、
その目的語は述語と統語的な複合体を形成する。

 4　ここでのタイプ分けは、あくまで統語的な複合体の形成という基準によるものである。もし名詞項にお
ける格標示を基準にした場合は、他動詞構文では neutral（S = A = P）、複他動詞構文は neutral（P = T = R） 
と indirective（P = T ≠ R）の混合タイプとみることができる。

 5　vetau-は「着せる」を意味する他動詞であり、ここでは「子供が（自ら）服を着ている」という解釈との
あいまい性を避けるために「服を着せられている」と訳している。

 6　Nedjalkov & Otaina（1988）は、複他動詞ではなく「三項他動詞（trivalent transitive）」という用語を用いており、
さらに本稿でいう対象 （T）と受容者（R）の代わりに、それぞれ移動可能なもの（mobile object）と固定
されたもの（immovable object）という用語を用いている。

 7　Comrie（1989: 119）は、「言語は、結果構文において、能格―絶対格の統語法への偏りを示す傾向がある」
と述べており、ニヴフ語についてもふれている。
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