
第６章 
メエ語の文例集 

遠山登志男 
 
 
本文例集では、2018年9月の言語研修および2019年2月の追加調査において書き取りで

きたメエ語の文例を主な文法事項ごとに整理して呈示する。本文例集の構成は、1) 
語句の構成、2) 指示詞・限定詞・人称代名詞・人称接辞、3) 動詞のアスペクトとモ

ダリティ、4) 文型と語順、5) 格の標識と後置詞、6) 従属節と接続詞文、7) 情報構

造、の7部からなる。キーワードは各部ごとに示す。なお文法事項の間で文例の重複

がある。 
 

 
 
1. 語句の構成 
2. 指示詞・限定詞・人称代名詞・人称接辞 
3. 動詞のアスペクトとモダリティ 
4. 文型と語順 
5. 格の標識と後置詞 
6. 従属節と接続詞文 
7. 情報構造 
略語表 
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メエ語の文例集1. 語句の構成 

 
 
キーワード：，動詞，動詞語幹、軽動詞，総称動詞，不定形，複合動詞，反復，名詞，複数接辞，数詞，

修飾語と名詞の語順 
Keywords: verb, verb stem, light verb, generic verb, infinitive, composite verb, reduplication, noun, plural suffix, 

numeral, word order of modifier and noun 
 
 
1.1. 動詞の語幹・不定形・複合動詞 
1.2. 語の反復 
1.3. 名詞の複数接尾辞 
1.4. 数詞 
1.5. 修飾語と名詞の語順 
 
 

1.1. 動詞の語幹・不定形・複合動詞 
メエ語の動詞について語幹と不定形の形をみたあと、一部の複合動詞について

その構成を確認する。 

1.1.1. 動詞の語幹と不定形 
動詞の語幹には、不定過去 -ta、中過去 -p-、副動詞 -yake などの接辞に先行す

る形式（第一語幹）と、軽動詞 tai などに先行する形式（第二語幹）との 2 形式

が基本的にある。 
第二語幹には限定詞 ko が後続することがあるなど、名詞的な性格が比較的に

強いものの、目的語や補語をとることもあり、結合価を維持している。 
動詞の第一語幹に -i または -u でが付いて終わるものを不定形と措定する。先

行する動詞語幹の末母音が -o または -u のばあいに不定形語尾が -u となるこ

とから、-i が円唇化によって -u へと同化されると考えることも可能と思われる。

また doo, yoo などのように、第一語幹の末母音が 2 モーラの長音節のばあい、-i 
または -u が付くと不定形の末母音は 3 モーラとはならずに dou, you と 2 モーラ

となるようであり、この現象を含めて母音の長短や交替についてその文法的機能

と音韻論的な解明が今後必要と思われる。また kai, tai, podomai, nai などでは不定

形と第一語幹とで母音が交替する。 
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表1 いくつかの動詞の不定形・第一語幹・第二語幹 
不定形 語幹1 語幹2 gloss 意味 
mei me mee come 来る 
uwii uwi uwee go 行く 
umii umi umee live 暮らす 
wagii wagi wage 3O.hit, kill 打つ、殺す 
awii awi awee put in 取り込む 
dokii doki doke carry 持って行く 
motii moti mote take 取る 
yuwii yuwi yuwee hear 聞く 
bokai boka # die 死ぬ 
edai eda edaa buy 買う 
gai # gaa think 思う 
tawai tawa # join 合わさる 
ugai uga ugaa create, write 創る、書く 
wegai wega wegaa speak 話す 
kai ki kee become なる 
tai ti tee do する 
e-topai e-topi- e-topee 3O-teach 教える 
podomai podomi # go.out 出掛ける 
nai no noo eat 食べる 
dou doo doo~dou see 見る 
gou go goo draw 引く 
tou to too~tou stay/be 居る、ある 
you yoo yoo cook 火で調理する 

# 欄は対応する形式が未確認であることを示す。 

 

1.1.2. 名詞（述語的名詞を含む）と軽動詞・総称動詞からなる複合動詞 
出来事や状態を表す名詞（述語的名詞）に、tai [do], kai [become] といった軽動

詞や、gai [feel, think], uwii [go], motii [take], tou [stay, be]  などの本来の意味からや

や抽象された意味をになう総称動詞をつけて複合動詞を形成する語構成法はかな

り生産的であるようにみえる。いくつかの例をあげる。  
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表2 名詞（述語的名詞を含む）と軽動詞・総称動詞からなる複合動詞の例 
複合動詞 gloss 意味 
dabaa tai small do 小さくする、赤ん坊をなだめる  
dakii tai arrive do 到着する 
otii tai jump do ジャンプする 
wigi tai smear do 塗布する 
dáá tai prohibition do 禁止する 
didi tai sick/pain do 病気する、痛む 
dimii tai think do 欲しい、気がする 
ee e-tai wheeze 3O-do 誰かのために苦労する 
kiyai~kiyai tai laugh~RDP do 笑う 
epeepi tai preparation do 準備する 
muumai tai end do 終わりにする 
taa~taa tai float~RDP do 泳ぐ 
wuduu tai pushing.forward do 押し出す 
enaa kai good become 良くなる、合格する 
epii kai knowing become 理解する 
ewaa kai existence become 物事が起こる、花が咲く 
gee kai dry become （衣服が）乾く 
gei~gei kai cold~RDP become 寒くなる 
gemoo kai chilly become 凍る 
iboo kai big become 大きくなる、育つ 
iyaa kai new become 新しくなる 
wouyo kai therein become 入る 
pagi atii fall do 落ちる 
geiyoo gai cold feel 寒く感じる 
dimi gai feel think 思う、恋しい 
tibigi uwii run go （人間が）走る 
egaa uwii quick go （豚などが）走る 
ewaa tou existence stay/be ある、持っている 
gaaboo tou quiet stay/be 黙っている 
ewaa e-awii existence 3O-put.in 誰かを産む 
yoko mei back come 戻って来る 

 
(1) a. aki ki enaa kai tage  
  2SG DET.SG.M good become DF.2SG.S  
  あなたはきっと合格します 
 
 b. pii ko wedabaa ewaa ki-daa ti-p-ai 
  flower DET.PL.F plenty existence become-SPN do-MP-3PL.S 
  花が沢山咲くようになった 
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 c. yoka ki iboo kai   
  child DET.SG.M big become.INF   
  男の子が大きくなる 
 
 d. okai kotoo ewaa ki-p-a   
  3SG cough existence become-MP-3SG.F.S   
  彼女は風邪をひいた 
 
 e. getó ko ewaa to-og-a  
  yesterday DET.SG.F existence be-RP-3SG.F.S  
  昨日はあった 
 
 f. waka dimii te-ete   
  spouse think do-PROG   
  結婚したいと考えている 
 
 g. tekooda dimii ti-ta   
  school think do-IP   
  教育を受けたいと思っていた 
 
 h. koma wuduu ti-yake   
  boat pushing.forward do-CVM   
  舟を押し出して 
 
 i. iyaa ki-ta    
  new become-IP    
  新しくなった 
 
 j. uwo gemoo ki-ta   
  water chilly become-IP   
  水が凍った 
 
 k. uwo gei~gei ki-ta   
  water cold~RDP become-IP   
  水が冷たくて凍りそうだ 
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cf. k’. uwo gei~gei    
  water cold~RDP    
  魚が出てこない 
 
 l. ito kou geiyoo diitii tai 
  now DEM.SG.F cold feel do.INF 
  今日は寒い感じがする 
 
 m. mogo ko ibo to-p-a  
  stone DET.SG.F big be-MP-3SG.F.S  
  （割った）石がまだ大きい 
 
 n. muumai ti-yaawi-ta   
  end do-PFV-IP   
  （自分のせいで）空になった 
 
 o. muumai ti-yaawi-p-ai   
  end do-PFV-MP-3PL.S   
  （誰かのせいで）空になった 
 
 p. gapa tabee ti-yake wagii 
  ear beat do-CVM 3O.kill.INF 
  （蚊が）うるさいので殺す 
 
 q. ganaadamuu ti-yake wagii 
  strike.with.fist do-CVM 3O.kill.INF 
  拳を握って殺す 
 
 r. tani paa te-ete  
  sun light do-PROG  
  日の光が射している 
 
 s. taa~taa te tee tai-da 
  float~RDP NEG do do.INF-place 
  泳いではいけない場所 
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 t. ekina ko wouyoo tee kee tai-da 
  pig DET.SG.F therein NEG become do.INF-place 
  豚が入ってはいけない場所 
   
 u. inii yoko nee-me-eg-e  
  1PL back 1PL.BEN1-come-RP-1PL.S  
  私たちは戻ってきた 
   
 v. gekamugu pagi atii  
  thunder fall do.INF  
  雷が落ちる 

 
1.1.3. 動詞の語幹と軽動詞・総称動詞からなる複合動詞 

動詞の語幹に軽動詞や総称動詞をつけて複合動詞を形成する語構成法もかなり

生産的であるようにみえる。 
 

表3 動詞語幹と軽動詞・総称動詞からなる複合動詞の例 
複合動詞 gloss 意味 
mee~mee tai come~RDP do 何度も来る 
uwee tai go do 行く 
e-topee tai 3O-teach do 教える 
dáá tee tai prohibition do do 禁止する 
teba yamo tee tai palm near.low do do 祈る 
edaa tai buy do 買い物する 
egaadoo tai inquire do 窺う 
wegaa tai speak do 話す 
wagi-doo tai 3O.hit-see do つつく 
uno umee~umee tai night-live~RDP do 眠る 
eku mugoo tai runny.nose catch do 鼻風邪を引く 
yuwee~yuwee tai hear~RDP do だんだん聞こえてくる 
eda-uwii buy-go 買い物に行く 
ebake-uwii chase.away-go 追い払いに行く 
e-do-uwii 3O-see-go 会いに行く 
e-epe-uwii 3O-drive.away-go 追い払いに行く 
no-uwii eat-go 食べに行く 
wega-uwii speak-go 話しに行く 
yoone-uwii stand-go 立たせに行く 
epee-motii knowing-take 研修に参加する 
no-motii eat/drink-take （川で水を）飲むため取ってくる 
wagi-motii 3O.kill-take （鳥を）殺して取る 
koga-awii-dokii pick-put.in-carry.away （イモを）取って行く 
wadi-dokii dig-carry.away （イモを）掘って持って行く 
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(2) a. okai eku mugoo te-ete   
  3SG runny.nose catch do-PROG   
  彼女は鼻風邪をひいた 
 
 b. goo ti-ta    
  fall do-IP    
  沈めた 
 
 c. ekina wage uwi-ta   
  pig 3O.kill go-IP   
  豚を殺しに行った 
 
 d. ekina no uwi-ta   
  pig eat go-IP   
  豚を食べに行った 
 
 e. epi-no tai    
  knowing-eat do.INF    
  気を付けて食べる 
 
 f. epi-yuwe tai    
  knowing-hear do.INF    
  はっきり聞こえるように聞く 
 
 g. oma mote tai mee  
  stealth take do.INF person  
  泥棒 
 
 h. ekina ko te noo tai-da  
  pig DET.SG.F NEG eat do.INF-place  
  豚を食べてはいけない場所 
 
動詞の語幹に総称動詞mei [come] がつけられて複合動詞が形成されるばあいに

は直示の文脈での用法となる。 
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表 4 動詞語幹に総称動詞 mei がつけられた複合動詞命令形 
複合動詞命令形 gloss 意味 
ebaki-mei chase.away-come.IMP.SG 追い払ってこい 
e-epe-mei 3O-drive.away-come.IMP.SG 追い払ってこい 
no-mei eat-come.IMP.SG 食べに来い 

 
しかし動詞の語幹に総称動詞 mei [come] が付けられず、不定形に付ける文例が

ある。 
 
(3) a. okai nai me-ta    
  3SG eat.INF come-IP    
  彼は食べに来た 
 
cf. a’. *okai no me-ta   
  3SG eat come-IP   
  ［非文］ 
 
 b. ekina wagii me-ta    
  pig 3O.kill.INF come-IP    
  豚を殺しに来た 
 
cf. b’. *ekina wage me-ta   
  pig 3O.kill come-IP   
  ［非文］ 
 

1.1.4. 動詞自発形と軽動詞からなる複合動詞 
動詞の語幹に自発の標識 -daa が付いた形式は軽動詞 tai をとることができる。 
 

表5 動詞語幹・自発標識 -daa・軽動詞 tai からなる複合動詞 
複合動詞 gloss 意味 
keba-daa tai opem-SPN do ひとりでに開く 
kapu wa-daa tai flap draw-SPN do ひとりでに羽ばたく 
geiyoo gaa-daa tai cold feel-SPN do 寒気がする 

 

1.1.5. 動詞結果アスペクト形と軽動詞からなる複合動詞 
動詞の語幹に結果の標識 -doke が付いた形式は軽動詞 tai をとることができ、

自発の意味をもつ。 
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表6 動詞語幹・結果アスペクト標識 -doke・軽動詞 tai からなる複合動詞 
複合動詞 gloss 意味 
keba-doke tai open-RES do 誰かによって開けられている 
we-doke tai plant-RES do 誰かによって植えられている 

 

1.1.6. 動詞不定形と軽動詞からなる複合動詞 
動詞不定形に、軽動詞などが付いて複合動詞を構成する。 
 

表7 動詞不定形と軽動詞からなる複合動詞の例 
複合動詞 gloss 意味 
mei beu tai come.INF NEG do 来ない 
oo-tou tai 3BEN1-stay do 他の人を守る 
miyo wegai~wegai tee tai speak.INF~RDP do do 下世代に次々と話し伝える 

 

1.2. 語の反復 
メエ語では語の反復が重要な造語法になっているようであり、調査で確認でき

た反復の形式と語類ごとの例をみる。 

1.2.1. 反復の形式 
語の反復を音形についてみると、1) 単純な反復、2)  ee-A~tee-A の形式による

反復、3) 頭子音が交替する CV~C’V の形式による反復（母音交替のある例もみ

られる）、4) 語頭 2 音節の子音が交替する C1V1C2V2~C1’V1C2’V2 の形式による反

復、5) A~A-B~B の形式による反復、がみられた。 
 

1.2.1.1. 単純な反復 
(4) a. dáá-dáá tee tai-da    
  prohibition~RDP do do.INF-place    
  禁止されている場所 
   

1.2.1.2. ee-A~tee-A の形式による反復 
 b. e-bedoo~te-bedoo    
  e-bird~te-RDP    
  色々な鳥 

 
 c. e-gapu~te-gapu duba   
  e-bush~te-RDP inside   
  木が繁って立ち入れないところ 
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 d. ee-agiyoo~tee-agiyoo    
  ee-thing~tee-RDP    
  あれこれ 
 
 e. ee-ibo~tee-ibo    
  ee-big~tee-RDP    
  ものすごく大きい神様 
 
 f. e-ugai~te-ugai ugatame    
  e-create~te-RDP Creator    
  良いことも悪いことも創った神様 

 

1.2.1.3. 頭子音が交替する CV~C’V の形式による反復 
 g. edooga~medooga uwi-ta gaa kodo   
  first.time~RDP go-IP time DEM.SG.F   
  初めて行ったとき 
 
 h. kitigi~mutigi tai   
  whisper~RDP do.INF   
  裏でブツブツ言う 
 
 i. ege-yagaa~mogo-yagaa bago   
  cliff-steep~rock-steep mountain   
  険しい山 
 
 j. mege takaa~bakaa ti-yake awii  
  money mix~RDP do-CVM put.in.IMP.SG  
  お金を色々取り入れてしまえ 

 
 k. uguu~puguu      
  kin~RDP      
  親戚 
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1.2.1.4. 語頭2音節の子音が交替する C1V1C2V2~C1’V1C2’V2 の形式による反復 
 l. tonawii~pokawii kei okei widoo bokai  
  rich.man~RDP DEM.PL.M 3PL three die.INF  
  金持ちたちが3人死ぬぞ 

 

1.2.1.5.  語頭2音節の母音が交替する C1V1C2V2~C1V1’C2V2’ の形式による反復 
 m. ukaa beka yiigi~yaaga   
  mother Beka.flower brilliant~RDP   
  母親がベカの花で身を飾る 
 
 n. tibiitobaa  ekina     
  spotted pig     
  斑の豚（tibiitobaa には縞の意味もある） 

 

1.2.1.6.  A~A-B~B の形式による反復 
 o. abata make meuka di~di-bu~bu too  
  morning DEL sun setting TER  
  朝から日が沈むまで 

 

1.2.2. 語類ごとの反復の例 
次いで語類ごとに反復の例をみる。 

1.2.2.1. 名詞の反復 
(5) a. abuya~abuya tai   
  everybody’s~RDP do.INF   
  取って自分たちの物にする 

 
 b. beko~beko ti-makai   
  rattan.vine~RDP do-PFV   
  クルクル絡みつく 
 
 c. boko~boko tai   
  chest~RDP do.INF   
  （柵などを）しっかり太くする 
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 c’. manaa boko~boko tai  
  fact chest~RDP do.INF  
  データを集める 
 
 d. ebe~ebe tai   
  mouth~RDP do.INF   
  半々にする 
   
 e. peka~peka tai   
  eye~RDP do.INF   
  1) 見る、2) 見張る、監視する 
 
 f. maki enakaato~enakaato   
  land one.side~RDP   
  こちら半分あちら半分の村々 
 
 g. tauwani wiya~wiya kee miyo too 
  year two~RDP become past be 
  2年ほど前 
 
 g’. tauwani wiya~wiya kee wadoo too 
  year two~RDP become future be 
  2年ほど後 
 
 h. ani aki mee~mee ka-ti-ta  
  1SG 2SG person~RDP 2SG.O-do-IP  
  私はお前を一人前に育てた 

 

1.2.2.2. 述語的名詞の反復 
(6) a. peka bugu~bugu tai  
  eye wink~RDP do.INF  
  （眠くなって）しばたたく 
 
 b. diki~diki tai   
  stroke~RDP do.INF   
  （豚の脚などを）さする 
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 c. egaa~egaa ti-p-a  
  quick~RDP do-MP-1SG.S  
  早くやった～時間が経って思い出した 
 
 d. uwo gei~gei ki-ta  
  water cold~RDP become-IP  
  水が凍りそうだ 
 
 e. kapee~kapee tai  
  flutter~RDP do.INF  
  羽根をバタバタさせる 
 
 f. okai kiyai~kiyai na-ti-ta    
  3SG smile~RDP 1SG.O-do-IP    
  彼は私に向かって笑っていた 
 
 g. une~unee uwo       
  sleep~RDP water       
  アルコール 
 
 h. wedaa~wedaa ko yokaa ke-eg-e   
  fear~RDP COMP child become-RP-2SG.S   
  ビクビクするな、子供じゃないんだから 

（Lit. ビクビクしてお前は子供になった） 
 
 i. eniya ko beu wedaa~wedaa   
  spirit DET.SG.F NEG fear~RDP   
  お化けなんていないよ、怖がるなんて 
 
 j. bida~bida tai      
  hard~RDP do.INF      
  強くする 
 
 k. iyaa~iyaa ti-ta      
  new~RDP do-IP      
  新しくした 
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 l. wadoo~wadoo tai      
  upward~RDP do.INF      
  持ち上げる 
 
 m. gaabo~gaabo nai      
  quiet~RDP eat.INF      
  盗み食いする、こっそり食べる 
   
 n. gaabo~gaabo uwii      
  quiet~RDP go.INF      
  （他人に見られないように）こっそり行く 
 
 o. ani ya agiyoo meni-ta noogei ide~ide ti-ta 
  1SG GEN.DEF thing 3O.give-IP 1SG.friend like~RDP do-IP 
  私がモノをあげた友達は喜んだ 
 
 p. mee takaa~bakaa ti-yakee uwii  
  person mix~RDP do-CVM go.INF  
  人たちが男も女もまぜこぜで行く 
 
 q. ukaa beka yiigi~yaaga   
  mother Beka.flower brilliant~RDP   
  母親がベカの花で身を飾る 

 

1.2.2.3. 動詞語幹の反復 
(7) a. yuwee~yuwee te-ig-a  
  hear~RDP do-HAB-3SG.F.S  
  聞こえ聞こえしていた 
   
 b. koto betoke~betoke   
  bridge turn~RDP   
  橋がユラユラ揺れる 
 
 c. biki~biki tai   
  extract~RDP do.INF   
  ガサガサよく探し出す 
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 d. bobee~bobee tai   
  go.round~RDP do.INF   
  何回も回る 
 
 e. damee~damee tai   
  die.out~RDP do.INF   
  人がだんだん亡くなっていく（村の人が少なくなる） 
   
 f. doo~doo tai   
  see~RDP do.INF   
  1) モノを真っ直ぐにする、2) 何度も見る 
 
 f’. doo~doo uwii   
  see~RDP go.INF   
  真っ直ぐに行く 
 
 g. ebiya~ebiya tai   
  write~RDP do.INF   
  何度も書く 
 
 h. ekina gaa~gaa te-ete  
  pig think~RDP do-PROG  
  豚が欲しい 
 
 h’. gaa~gaa ti-ta   
  think~RDP do-IP   
  やっと思い出した 

 
 i. kou kodo ani gaa-to~gaa-to ti-yake nama 
  DEM.SG.F DEM.SG.F 1SG think-CONT~RDP do-CVM CNJ 
  それを私は考え考えして、 
 
 j. ginaa~ginaa tai   
  scratch~RDP do.INF   
  何度も引っ掻く 
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 k. mee~mee tai   
  come~RDP do.INF   
  何度も繰り返し来る 
 
 l. me-goo~me-goo tai   
  come-draw~RDP do.INF   
  いつもやって来る 
   
 m. noo~noo te-ete   
  eat~RDP do-PROG   
  何度も食べている～いつも食べている 
 
 n. ugaa~ugaa tai   
  write~RDP do.INF   
  何度も書く 
 
 o. uwe~uwee tai   
  go~RDP do.INF   
  行ってしまう 
 
 p. wegaa~wegaa-tou ti-ta  
  speak~RDP -CONT.INF do-IP  
  何度も繰り返し話した 
 
 q. wegaa~wegaa tee tai 
  speak~RDP do do.INF 
  いつもいつも話しする 

 

1.2.2.4. 動詞不定形の反復 
(8) a. tou~tou es   
  stay.INF~RDP ice   
  万年雪 
 
 b. miyo makii~makii manaa  
  downward set.INF~RDP story  
  （下の世代に）伝え伝える伝承 
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 c. miyo wegai~wegai tee tai manaa  
  downward speak.INF~RDP do do.INF story  
  （下の世代に）話し話しして伝える伝承 
 
 d. dodi ki kumii~kumii tai   
  dog DET.SG.M sniff.INF~RDP do.INF   
  犬がクンクンする 

 
1.3. 名詞の複数接尾辞 
調査で確認された名詞の複数接尾辞の例を挙げる。体系的な調査は今後の課題

である。 

1.3.1. 一般の複数接尾辞 -ido 
一般的な名詞には複数を表す接尾辞として -ido が付される。集合名詞でも -

ido が付される。同じものの集まりを述べるのに使う。 
 
(9) a. eniya-ido   
  spirit-PL   
  精霊たち（すべてが精霊） 
 
 b. me-ido / ekina-ido / agiyo-udo 
  person-PL / pig-PL / thing-PL 
  人たち 豚たち 物ども 
 
 c. yagumo-udo maa  
  woman-PL COM  
  女たちと 
 
 d. nawipa-ido   
  Nawipa-PL   
  ナウィパ氏族の人たち 
 
 e. tokiyo bage-idoo  
  Tokyo people-PL  
  東京の人たち 
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 f. kou agiyo-udo kou  
  DEM.PL.F thing-PL DEM.PL.F  
  それらの物 
 
 g. ino-ukaa-yame-idoo ma  
  other-mother-man-PL COM  
  他の人たちと 

 

1.3.2. 親しい人間の複数接尾辞 -maa 
親族などの親しい人間の名詞には複数を表す接尾辞として -maa が付される。

集合名詞では難しいとのことだった(d)。-maa が付された形式にさらに -ido が付

されることもある(e)~(h)。 
 

(10) a. nauwai-maa ma  
  1SG.elder.brother-PL COM  
  兄たちと 
 
 b. naamaa-ma   
  1SG.mother’s.brother-PL   
  母の兄弟たち 
 
 c. noukai weneka-ma  
  1SG.mother younger.sibling-PL  
  母の姉妹たち 
 
 d. ??? nawipa-maa   
  Nawipa-PL   
  （ナウィパ氏族の人たち） ― あまり使わない 
   
 e. noogei-ma-ido   
  1SG.friend-PL-PL   
  私の友達たち 
 
 f. nauwai-ma-ido  
  1SG.elder.brothren-PL-PL  
  兄たち 
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 g. nauwa-ma-ido  
  elder.brothren-PL-PL  
  兄・従兄たち 
 
 h. ogeuwou-ma-ido ogeuwau の聞き違いの可能性もあり要確認 
  F.female.friend-PL-PL  
  （女同士の）友達たち 
 

1.3.3. 「他の」からの転義による複数接尾辞 -ino 
「他の人」から意味が拡張して「どこかの人たち」と複数の意味を帯びる。 
 

(11) a. me-ino boka-p-ai  
  person-other die-MP-3PL.S  
  （複数の）人が死んだ 
 
動詞の主語接尾辞によっても複数の意味が表される。 
cf. b. me boka-p-ai  
  person die-MP-3PL.S  
  （誰か）人が死んだ 

 

1.3.4. 双数接尾辞 -iya 
2 を意味する wiya が弱化した形式。文例が限られ、生産性についてさらに調査

が必要である。 
 

(12) a. ita-iya akaa-tigee tai   
  road-DU RECP-gather do.INF   
  道ですれ違って通り過ぎる（Lit. 道ふたつに集い合う） 
 
 b. mepi-iya     
  twenty-DU     
  40 (=20 x 2) （20 = mepina はおそらく mepi-ena の弱化形式） 

 

1.3.5. 空間的拡がりの接尾辞 -yoo 
一定の場所の周囲を含む空間を指すときに、場所名に -yoo が付けられる。 
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(13) a. paniai maki-yoo    
  Paniai town-area    
  パニアイ地域 
 
 b. fuchuu maki-yoo    
  Fuchu town-area    
  府中地域 
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1.4. 数詞 

調査で確認された数詞をみる。 

1.4.1. 基数詞 
表8. 基数詞 

基数 語彙 基数 語彙 基数 語彙 

1 ena 31 ena ma yoka-gaati 61 bado-wado-ena 
2 wiya 32 wiya ma yoka-gaati 62 bado-wado-wiya 
3 wido 33 wido ma yoka-gaati 66 bado-wado-wido 
4 wii 34 wii ma yoka-gaati 64 bado-wado-wii 
5 idibi 35 idibi ma yoka-gaati 65 bado-wado-idibi 
6 benumi 36 benumi ma yoka-gaati 66 bado-wado-benumi 
7 pituwo 37 pituwo ma yoka-gaati 67 bado-wado-pituwo 
8 waguwo 38 waguwo ma yoka-gaati 68 bado-wado-waguwo 
9 iyee 39 iyee ma yoka-gaati 69 bado-wado-iyee 

10 gaati 40 mepiiya 70 mee-kaa-bado-wado-ko gaati 
11 ena ma gaati 41 ena ma mepiiya   
12 wiya ma gaati 42 wiya ma mepiiya 100 okai-kaa-bado* 
13 wido ma gaati 43 wido ma mepiiya  （インドネシア人の足） 
14 wii ma gaati 44 wii ma mepiiya 500 idibi 
15 idibi ma gaati 45 idibi ma mepiiya 1,000 gaati-beu 
16 benumi ma gaati 46 benumi ma mepiiya 2,000 muto-ena 
17 pituwo ma gaati 47 pituwo ma mepiiya 5,000 wiya-ma-gaati-beu 
18 waguwo ma gaati 48 waguwo ma mepiiya 10,000 muto-idibi 
19 iyee ma gaati 49 iyee ma mepiiya 20,000 mepiina 
20 mepina 50 gaati-beu 25,000 idibi ma mepiina 
21 ena ma mepina 51 ena ma gaati-beu 100,000 one ena 
22 wiya ma mepina 52 wiya ma gaati-beu   
23 wido ma mepina 53 wido ma gaati-beu   
24 wii ma mepina 54 wii ma gaati-beu   
25 idibi ma mepina 55 idibi ma gaati-beu   
26 benumi ma mepina 56 benumi ma gaati-beu   
27 pituwo ma mepina 57 pituwo ma gaati-beu   
28 waguwo ma mepina 58 waguwo ma gaati-beu   
29 iyee ma mepina 59 iyee ma gaati-beu   
30 yoka-gaati 60 mee-kaa-bado   

* 調査では okai-kaa-bado の語義に 100 と 120 の揺れがあった。伝統的な 60 進法の影響と思われる。 
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1.4.2. 序数詞 
表9 序数詞 

序数 語彙 
1st ediga ~ edooga 
2nd wiyaago 
3rd widaago 
4th wiiyago 
5th idibaago 
6th benumaago 
7th pituwaago 
8th waguyaago 
9th iyeeyaago 

10th gaatiyaago 
11th ena-ma-gaati-yaago 
12th wiya-ma-gaati-yaago 

 

1.5. 修飾語と名詞の語順 
メエ語の名詞句を構成する要素は、指示詞、修飾語（一部の述語的名詞～形容

詞、同格句、属格句、関係節）、被修飾名詞、修飾語（一部の述語的名詞～形容

詞）、指示詞、限定詞の順で並ぶ。述語的名詞～形容詞には名詞に先行するもの、

後続するもの、どちらかで意味が変わるものがある。 
 
(14) a. enaa mee  ／ mee enaa 
  good person  ／ person good 
  （悪人ではない）良い人     良い性格の人 
 
 b. peu mee  ／ mee peu 
  bad person  ／ person bad 
  悪い人                 悪い性格の人 
 
 c. ibo mogoo  ／ mogoo ibo 
  big stone  ／ stone big 
  （その石だけが）大きい石        大きい石1 
 
 d. ibo mogoo wadoo ti-ta  
  big stone upward do-IP  
  大きい石を持ち上げた 
 

1 おそらく「石が大きい」の意味と思われるが、確認が必要である。 
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 e. *mogoo ibo wadoo ti-ta  
  stone big upward do-IP  
  ［非文］ 
 
 f. ugeeniya ibo to-p-a   
  snake big be-MP-3SG.F.S   
  大蛇がいる 
 
 g. ibo ugeeniya doo-ta   
  big snake see-IP   
  大きい蛇を見た 
 
限定詞は名詞句に付される標識がとくになければそれに後続することもあるが、

名詞句に主語標識などが付されたときにはその後に続く。 
 
 h. akaitai ya ki menooka ka-paa-p-i 
  2SG.father GEN.DEF DET.SG.M when 2SG.O-bear-MP-3SG.M.S 
  お父さんはあなたをいつ産みましたか？ 
 
［指示詞‐被修飾名詞‐指示詞‐限定詞］の語順の文例をみる。 
 
 i. kou ekina kodo ko   
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F   
  その豚 
 
 j. kou keite-ig-ai manaa kodo ko 
  DEM.SG.F work-HAB-3PL.S affair DEM.SG.F DET.SG.F 
  為すことになっていること 
 

1.5.1.  修飾語が名詞に先行する文例 
［修飾語‐被修飾名詞］の語順の文例をみる。 
 

(15) a. mee mana     
  Mee language     
  メエ語 
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 b. yimu puugee       
  dirt dust       
  ゴミ（汚い塵） 

 
 c. iya tauwani ke-eg-a   

  new year become-RP-3SG.F.S   
  新年になりました 
 
 d. kouda kaa ekina    
  there APS pig    
  あそこの豚 
 
 e. iginaa dugi  / iginaa ikane 
  tasty potato  / tasty fish 
  うまい芋   うまい魚 
 
 f. miyo wegaa ti-ta    
  past speak do-IP    
  昔の話をした 
 
 g. iboo kipoo / togaa kipoo / onouto-uda 
  big finger / index finger / stock-place 
  weneka2 kipoo / teedekegee  
  younger.siblling finger / little finger  
  親指／人差し指／中指 

薬指／小指 
 
 h. edi poo / edii poo / tipa poo / otii poo 
  rain drop / rain drop / tipa.tree nut / jump drop 
  雨粒 / 草の水滴 / 独楽  / 跳ね返り玉 
 

1.5.2.  修飾語が名詞に後続する文例 
［被修飾名詞‐修飾語］の語順の文例をみる。 

  

2 薬指について講師よりは togaa kipoo という語彙が示されたが、人差し指と同じ語彙であることから、

辞書より補った。 
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  (16) a. piya daba ／ piya pini     
  tree little ／ tree little     
  小さい木 

 
 b. mee daba ／ mee pini ／ mee miyoo  

  person little ／ person little ／ person low  
  背の低い人 

 
 c. mee ibo ／  mee ibo beu   

  person big ／  person big NEG   
  太った人   中くらいの人   

 
 d. piya woya ／  mee piya    

  tree high ／  person tree    
  高い木 ／ 背の高い人 
 

 e. gapa daba ／  gapa beu    
  ear small ／  ear NEG    
  他人の言うことを聞かない人 
 

 f. me-ibo ke-eg-e aki     
  adult become-RP-2SG.S 2SG     
  大人じゃないよ、お前は（Lit. 大人になったんだ、お前は） 
   

1.5.3. ［指示詞‐関係節‐被修飾詞］の語順の文例 
［指示詞‐関係節‐補文標識の限定詞］の語順の文例をみる。 
 

(17) a. kou ani ya wegai nee koo 
  DEM.SG.F 1SG GEN.DEF speak.INF IRR COMP 
  私が話すこと 

 
［指示詞‐関係節‐被修飾名詞］の語順の文例をみる。 
 b. okai kou tekeepo-opa make wegai yaa manaa 
  3SG DEM.SG.F pananus-place LOC speak.INF PMS language 
  それ、パンダヌス園で話すのが認められる言葉のこと 
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1.5.4. 二重の補文により構成される名詞句の文例 
補文節（関係節を含む）のなかに補文節が組み込まれている、再帰的な補文の

関係節により修飾される名詞からなる名詞句［［［補文節］補文節］‐被修飾名

詞］の語順の文例をみる。 
 

(18) a. egaadoo tai ko dáá manaa   
  inquire do.INF COMP prohibition affair   
  尋ねてはいけないこと 
 
 b. keida kaa to-ta yokaaga-ido ke owaa migi-ta 
  there.PL FOC stay-IP youth-PL DET.PL.M house build-IP 
  kapaa watiya kodaa     
  near side DEM.SG.F     
  それらの場所で留まっている若者たちが小屋を建てた隣脇 

 

1.5.5. 数量詞を含む名詞句の文例 
数量詞は被修飾名詞に後続する。 
 

(19) a. diyo beebuu mana ena kodaa   
  rule deviation fact one CNJ   
  規則からの逸脱の一つということになりますから 
 

 b. kodaa goo koto ena dee-doke ti-to-omeg-a 
  DEM.SG.F rattan bridge one build-RE do-CONT-DP2-3SG.F.S 
  そこに籐蔓の橋が一つ架け渡されていた 
 

 c. mogo wido wadoo ti-ta   
  stone three upward do-IP   
  石を三つ持ち上げた 
 

 d. akagi-ta mogo wido to-p-ai   
  break-IP stone three be-MP-3PL.S   
  割れた石が三つある 
 

 e. yape uwa yepaani bagee mee wedabaa boka-ta 
  war era Japanese people person plenty die-IP 
  戦争中、沢山の日本人が死んだ 
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 f. ani dugi utoma no-yaawi-ta   
  1SG potato all eat-PFV-IP   
  私はご飯を全部食べた 
 

 g. kipo ona / kipo wiya /… 
  finger one / finger two /… 
  （親指から小指までの）1スパン／2スパン／… 
 

 h. bado ona / bado wiya /… 
  finger one / finger two /… 
  （踵から爪先までの）1足長／2足長／… 
 

 i. gane ena naimi   
  hand one approximate   
  （掌に載る分量）1載せくらい 
 
類別詞についての体系的な調査は今後の課題であるが、以下の文例がある。 
 

(20) a. papua kaa mee ida-wiyaa   
  Papua APS person CLF-two   
  パプアの人が二人 
 
 b. okai ya yame woda ida-ana yaki-ta 
  3SG GEN.DEF male phalanger CLF-one catch-IP 
  あの人が雄のクスクスを捕まえた 
 

 c. tekeepoo agiya-ana ko naimai  
  pandanus net.bag-one DET.SG.F 1SG.O.give.IMP.SG  
  パンダヌスの果実を網袋1杯分ください 
 

cf. c’. *agiya-ana tekeepoo ko naimai  
  net.bag-one pandanus DET.SG.F 1SG.O.give.IMP.SG  
  ［非文］ 
 

 d. tekeepoo utii ena   
  pandanus tree.plant one   
  パンダヌスの木1本 
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メエ語の文例集2. 指示詞・限定詞・人称代名詞・人称接辞 

 
 
キーワード：，指示詞，限定詞，人称代名詞，再帰形、相互形，動詞接辞，双数主語接頭辞，主語人称接

尾辞，謙譲表現，目的語人称接頭辞，受益者人称接頭辞 
 
Keywords: demonstrative, determiner, personal pronoun, reflexive, reciprocal, verbal affix, dual-subject prefix, 

subject-person-suffix, expression of modesty, object-person-prefix, benefactive person-prefix 
 
 
2.1. 指示詞と限定詞 
2.2. 自立形の人称代名詞 
2.3. 再帰形と相互形 
2.4. 動詞の双数主語接頭辞 
2.5. 動詞の主語人称接尾辞 
2.6. 動詞の目的語と受益者の人称接頭辞 
 
 

2.1.  指示詞と限定詞 

2.1.1. 指示詞 
指示詞には名詞に先行するものと、名詞・人称代名詞に後続するものがある。

名詞に先行する指示詞は 1 系列だが、名詞・人称代名詞に後続する指示詞には 3
系列がある。いずれも性・数でことなる 4 形式がある。男性形と女性形はそれぞ

れ小さい事象と大きい事象という意味合いをもつ。3 
 

2.1.1.1. 名詞に先行する指示詞 
 

表10 名詞に先行する指示詞 
 単数 複数 

男性 kíí kéì 
女性 kóú kóù 

 

2.1.1.2. 名詞・人称代名詞に後続する指示詞 
名詞・代名詞に後続する指示詞には、短い系列と長い系列の 2 系列がある。短

い系列は名詞に先行する指示詞と同じである。4 長い系列は指示代名詞と思われ

る。 
  

3 たとえば自分の豚（複数）を指すばあいに謙遜表現として kei が使われる。 
4 アクセントによる違いについては今後の確認が必要である。 
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表11 名詞に後続する指示詞―短い系列 
 単数 複数 

男性 kii kei 
女性 kou kou 

 
表12 名詞に後続する指示詞―長い系列 

 単数 複数 

男性 kidi kede 
女性 kodo kodo 

 

2.1.1.3. 空間名詞・時間名詞に後続する指示詞 
空間名詞・時間名詞には以下の系列の指示詞が後続する。 
 

表13 空間名詞・時間名詞に後続する指示詞 
 単数 複数 

男性 kidaa kedaa 
女性 kodaa kodaa 

 

2.1.1.4. 主語の人称代名詞に後続する指示詞 
主語および属格の人称代名詞に後続する指示詞は空間名詞・時間名詞に後続す

る系列の指示詞と同形である。主語の定／不定との関係やアクセントについては

さらに今後の確認が必要である。 
 

表14 主語の人称代名詞に後続する指示詞 
 単数 複数 

男性 kidaa kedaa 
女性 kodaa kodaa 

 

2.1.2. 限定詞 
限定詞は名詞・代名詞に直接後続するか、あるいは名詞に後続する指示詞に後

続する。やはり性・数でことなる 4 形式があり、男性形と女性形はそれぞれ小さ

い事象と大きい事象という意味合いをもつ。男性形 ki が有標、女性形 ko が無標

と考えられる。5 男性単数形には指示詞 kii に後続する ke という異形態がある。 
 

  

5 自立形の代名詞1人称双数では、男性2人のばあい inai ke、男女2人のばあい inai ko、女性2人のばあい 
inai ko が使われる。 
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表15 名詞・代名詞に後続する限定詞 
 単数 複数 

男性 ki ke 
女性 ko ko 

 
表16 限定詞の用例 

 単数 意味 

男性 iyapu ki 星 

女性 
meuka ko 

agoo ko 

太陽 

月 

 
表17 名詞に後続する指示詞と限定詞の連続 

 単数 複数 

男性 kii ke 
kidi ki 

kei ke 
kede ke 

女性 kou ko 
kodo ko 

kou ko 
kodo ko 

 
表18 「その石は私のだ」の文例 

 単数 複数 
男性 kíí mogoo kii ke ani ya kéì mogoo kei ke ani ya 
女性 kóú mogoo kou ko ani ya kóù mogoo kou ko ani ya 

 

2.2. 自立形の人称代名詞 
人称代名詞には 1 人称、2 人称、3 人称があり、単数、双数、複数が区別される。

男性、女性の区別は後続する限定詞によって表される。双数には wiyaa [two] をつ

けることが多い。6 
 

表19 人称代名詞の自立形 
 単数 双数 複数 
1人称 ani inai inii 
2人称 aki ikai ikii 
3人称 okai okeyai okei 

 
表20 人称代名詞の自立形‐限定詞による男性/女性の区別 

  単数 双数 複数 

1人称 男性 
女性 

ani ki 
ani ko 

inai wiyaa ke 
inai wiyaa ko 

inii ke 
inii ko 

2人称 男性 
女性 

aki ki 
aki ko 

ikai wiyaa ke 
ikai wiyaa ko 

ikii ke 
ikii ko 

3人称 男性 
女性 

okai ki 
okai ko 

okeyai wiyaa ke 
okeyai wiyaa ko 

okei ke 
okei ko 

6 直接経験の証拠性と関連があるようである（［7.6 証拠性］を参照）。 
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ただし以下の例文にみるように okai は人間以外の事物も指しうる。 
 
(1) a. okai kou yato    
  3SG DEM.SG.F LOC    
  お話はここまで 
 
 b. ito kou ani ya wegai nee koo 
  now DEM.SG.F 1SG GEN.DEF speak.INF IRR COMP 
  okai kou tekeepo-opa make wegai yaa 
  3SG DEM.SG.F pananus-place LOC speak.INF PMS 
  manaa too wegai nee   
  language FOC speak.INF IRR   
  いま私が話すのは、それ、そのパンダヌス園で話すことのできる言葉

のことを話しましょう 
 

2.3. 再帰形と相互形 
再帰形の代名詞は akaato であり、相互形の動詞接頭辞は aka- である。 

2.3.1. 再帰形 akaato の文例 
文例では、再帰形の代名詞 akaato は、前方照応する先行詞に人称代名詞をもつ。

普通名詞が先行詞となりうるのか、文例(e)のように人称代名詞で再呈示される必

要があるのか、未確認である。なお akaato には左側という意味もある。 
 
(2) a. ani akaato pekaa kaa dou  
  1SG REFL eye INS see.INF  
  私は自分の眼で見る 
 
 b. inai akaato aa-wagi-ta    
  1DU REFL DU-3O.hit-IP    
  私たち二人はそれぞれ自分を叩いた 
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 c. ani kidi akaato maiya edooga~medooga uwi-ta 
  1SG DEM.SG.M REFL also first.time~RDP go-IP 
  gaa kodo doo-ta bagume ko ena 
  time DEM.SG.G see-IP dream DET.SG.F one 
  to-p-a     
  be-MP-3SG.F.S     
  私自身も初めて行ったときに見た夢が一つある 
   
 d. ani me-ena wagi-yake akaato wagi-ta 
  1SG person-one 3O.kill-CVM REFL 3O.kill-IP 
  私は一人殺して自殺した 
 
 e. okeyai ke okeyai akaato aka-wage aa-ti-ta 
  3DU DET.PL.M 3DU REFL RECP-3O.hit DU-do-IP 
  彼ら（二人）は、自分たち自身をお互いに殴った 
 

2.3.2. 相互形 aka- の文例 
相互形の動詞接頭辞 aka- は動作が相互に行われることを示す副詞的な意味を

もつ。e-dou （他人を見る）と aka-dou （会う）のように aka- は人称接頭辞に準

ずる形式のようである。文例 (d) で見られるように、aka- は双数接頭辞 aa- に
先行する。 

 
(3) a. ani ki tokiyo ki-touyogo maiya tee 
  1SG DET.SG.M Tokyo become-CVM even NEG 
  aka-dou ti-yaawi-ta    
  RECP-see.INF do-PFV-IP    
  私が東京にいても（私たちは）多分会わないだろう 
 
 b. ibo me-epa aka-dou    
  big person-DAT RECP-see.INF    
  （約束して）王様に会う 
 
 c. koyaa aka-dou     
  peaceful RECP-see.INF     
  お久しぶり 
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 d. inai wiyaa aka-a-tope tai   
  1DU two RECP-DU-teach do.INF   
  私たち二人は教え合う 
 
 e. okeyai mee mana aka-tope aa-tai  
  3DU Mee language RECP-teach DU-do.INF  
  彼ら（二人）はお互いにメエ語を教え合う 
 
 f. okeyai aka-dou ti-yake aka-wage aa-ti-p-ai 
  3DU RECP-see.INF do-CVM RECP-3O.hit DU-do-MP-3PL.S 
  彼ら（二人）はお互いを見て、お互いに殴った 
 
 g. misionaris kaa ko mee aka-paka  
  missionary GEN.INDF DET.PL.F person RECP-change  
  ti-yaawi-ta     
  do-CAUS-IP     
  宣教師が人を交代させた 
 
 h. ita-iya akaa-tigee tai   
  road-DU RECP-gather do.INF   
  道ですれ違って通り過ぎる（Lit. 道ふたつに集い合う） 
 
語根としては akagii も aka と wagii に分解できる。 
 i. ita-awe ida mogo akagi-ta to-p-a  
  road-at LOC stone break [RECP-hit]-IP be-IP  
  道に割れた石がある 
 

2.4. 動詞の双数主語接頭辞 

2.4.1. 動詞の双数主語接頭辞 aa- の文例 
双数主語の文では、動詞に双数主語接頭辞 aa- が義務的につけられる。複合動

詞のばあいには、双数接頭辞 aa- が動詞語幹につく文例(b)と軽動詞につく文例(c), 
(d)がみられる。使い分けについては各方言の違いなどを含め今後の調査が必要で

ある。 
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(4) a. okeyai wiyaa ke te aa-wega-ig-ai 
  3DU two DET.PL.M NEG DU-speak-HAB-3PL.S 
  あの二人は話しをしない 
 
 b. inai wiyaa aka-a-tope tai   
  1DU two RECP-DU-teach do.INF   
  私たち二人は教え合う 
 
 c. okeyai mee mana aka-tope aa-tai  
  3DU Mee language RECP-teach DU-do.INF  
  彼ら（二人）はお互いにメエ語を教え合う 
 
 d. okeyai aka-wega aa-ti-p-ai   
  3DU RECP-speak DU-do-MP-3PL.S   
  彼ら（二人）はお互いに陰口を言い合った 
 
 e. inai aa-bokai    
  1DU DU-die.INF    
  我々二人は死ぬのだ～死んでも一緒 
 

2.5. 動詞の主語人称接尾辞 

2.5.1. 動詞の主語人称接尾辞の文例 
動詞語幹や不定形に後続する時制接辞には、文の主語と人称・数・性が一致す

る接尾辞がつく。双数は複数と区別されない。時制接辞それ自体が文の主語と一

致する異形態をもつばあいもある。 
 

表21 動詞接尾辞による主語の人称・数・性の標示 
  単数 複数 
1人称  -a -e 
2人称  -e -aa 

3人称 男性 
女性 

-i 
-a -ai 

 
以下の時制接辞では上記の接尾辞がつく。 
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表 22 現在習慣（HAB）の接辞 -ig- 
  単数 複数 
1人称  -ig-a -ig-e 
2人称  -ig-e -ig-aa 

3人称 男性 
女性 

-ig-i 
-ig-a -ig-ai 

 
表 23 近過去（-RP）の接辞 -eg- 

  単数 複数 
1人称  -eg-a -eg-e 
2人称  -eg-e -eg-aa 

3人称 男性 
女性 

-eg-i 
-eg-a -eg-ai 

 
表 24 中過去（MP）の接辞 -p- 

  単数 複数 
1人称  -p-a -p-e 
2人称  -p-e -p-aa 

3人称 男性 
女性 

-p-i 
-p-a -p-ai 

 
表 25 遠過去 I（DP1）の接辞 -eteg- 

  単数 複数 
1人称  -eteg-a -eteg-e 
2人称  -eteg-e -eteg-aa 

3人称 男性 
女性 

-eteg-i 
-eteg-a -eteg-ai 

 
表 26 遠過去 II（DP2）の接辞 -emeg- 

  単数 複数 
1人称  -emeg-a -emeg-e 
2人称  -emeg-e -emeg-aa 

3人称 男性 
女性 

-emeg-i 
-emeg-a -emeg-ai 

 
表 27 不確実近未来（NF2）の接辞 neeg- 

  単数 複数 
1人称  neeg-a neeg-e 
2人称  neeg-e neeg-aa 

3人称 男性 
女性 

neeg-i 
neeg-a neeg-ai 

 
動詞不定形に後続する以下の時制辞では、文の主語と一致する形式をもつ。 
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表 28 確実近未来（NF1）の時制辞 pig- / pag- 
  単数 複数 
1人称  piga page 
2人称  page pigaa 

3人称 男性 
女性 

pagi 
piga pigai 

 
表 29 遠未来（DF）の時制辞 t- / tag- 

  単数 複数 
1人称  ta tage 
2人称  tage taa 

3人称 男性 
女性 

tagi 
ta tai 

 
動詞の主語人称接尾辞は自動詞文の主語とも他動詞文の主語とも一致する。そ

れぞれ例をあげる。 
 

2.5.2. 自動詞文の主語人称接尾辞の文例 
(5) a. okai ki bokai pagi   
  3SG DET.SG.M die.INF NF1.3SG.M.S   
  彼は死ぬだろう 
 
 a’. okai ko bokai piga   
  3SG DET.SG.F die.INF NF1.3SG.F.S   
  彼女は死ぬだろう 
 
 b. okai ki egaa bokai neeg-i yuwa 
  3SG DET.SG.M soon die.INF NF2-3SG.M.S probable 
  彼はもうすぐ死にそうだ 
 
 b’. okai ko egaa bokai neeg-a yuwa 
  3SG DET.SG.F soon die.INF NF2-3SG.F.S probable 
  彼女はもうすぐ死にそうだ 
 
 c. ito ko inii egaa goomotii page 
  now DET.SG.F 1PL quick start.INF NF1.1PL.S 
  さあ早く始めるぞ 
 
 

138



 d. okai ki yukuma abata anigo-og-i  
  3SG DET.SG.M just.now morning wake.up-RP-3SG.M.S  
  かれは今朝起きたばかりだ 
 
 e. debi-pai koyokaa edi we-eg-a ko yuwa 
  wet-bear CNJ rain fall-RP-3SG.F.S COMP probable 
  濡れているからたぶん雨が降ったのだろう 
 
 f. okai ki itaagapi tokiyo uwi-yake ko 
  3SG DET.SG.M today Tokyo go-CVM COMP 
  aweetaa oosaka uwii tagi  
  tomorrow Osaka go.INF DF.3SG.M.S  
  彼は今日東京に行って、明日大阪に行く 
 
 g. noogei ki tani benumi me-ig-i  
  1SG.friend DET.SG.M o’clock six come-HAB-3SG.M.S  
  私の友達は（いつも～時々）6時に来る 
 
 h. kou mou kaa ekagi wega-ig-ai kou 
  DEM.S

G.F 
Moni GEN.INDF Ekagi speak-HAB-3PL.S DEM.SG.F 

  ko      
  DET.SG.F      
  そのモニ人たちがエカギと言っているそのことで 
 

2.5.3. 他動詞文の主語人称接尾辞の文例 
(6) a. ani ko ikane yaki-p-a  
  1SG DET.SG.F fish catch-MP-1SG.S  
  私（女）は魚を捕まえた 
 
 b. aki ki topii manaa muumai ti-p-e  
  2SG DET.SG.M study.INF affair end do-MP-2SG.S  
  君は授業を終えた 
 
 c. jon ya dugi nee-yo-omeg-i 
  John GEN.DEF potato 1PL.BEN1-cook-DP2-3SG.M.S 
  ジョンが私達にご飯をつくってくれたんです 
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 d. okai ki ikane wudi-ike-eg-i  
  3SG DET.SG.M fish distribute-pick-DP2-3SG.M.S  
  彼はサカナを配っていた 

 

2.5.4. 主語人称接尾辞による謙譲表現の文例 
以下の文例では、語り手である私が子供であるために、謙譲表現として「私た

ち」の行為を 3 人称複数接尾辞によって述べている。 
 
(7) a. epeepi tai agiyo wiya dani epeepi  
  preparation do.INF thing two like preparation  
  nee-te-emeg-ai     
  1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S     
  （私たちは）準備する物を二三準備しようとしたのです 
 

 b. tekeepo-opa ko uwaataa tani idibi gaa  
  pandanus-place DET.SG.F evening o’clock five time  
  kou dakii nee-te-emeg-ai 
  DEM.SG.F arrive.INF 1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S 
  （私たちは）パンダヌス園には夕方5時に着いたのでした 
 

 c. tekeepo-opa ko uno wii nee-umi-yake 
  pandanus-place DET.SG.F sleep four 1PL.BEN1-live-CVM 
  idibaago ko owa-apa yoko nee-me-emeg-ai 
  fifth DET.SG.F house-place back 1PL.BEN1-come-DP2-3PL.S 
  パンダヌス園では四泊して五日目には家に戻ってきたのです 
 
「私たちは来た」を参加者それぞれの立場で表現するばあいの言い方は以下の

ようになる。 
 
1）リーダーが他の人に言う言い方： 

 d. inii nee-me-emeg-e   
  1PL 1PL.BEN1-come-DP2-1PL.S   
  私たちは来た 
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2）参加者である聴き手に言う言い方： 
 e. inii nee-me-eteg-aa   

  1PL 1PL.BEN1-come-DP1-2PL.S   
  私たちは来た 
 
3）参加者の子供が参加者でない他の人に言う謙譲表現の言い方： 

 f. inii nee-me-emeg-ai   
  1PL 1PL.BEN1-come-DP2-3PL.S   
  私たちは来ました 
 

2.6. 動詞の目的語と受益者の人称接頭辞 
動詞に前接する人称接頭辞には、1) 直接目的語や間接目的語に相当する目的語

人称接辞の系列、2) 受益者や被害者に相当する系列（受益者系列 I）、3) 動作を

代行される者や動作の対象の所有者に相当する系列（受益者系列 II）、4) 敬語表

現で用いられる敬語人称系列、の 4 系列がある。 

2.6.1. 動詞の目的語人称接辞とその文例 
動詞の目的語人称接辞は人称・数によって目的語と一致する下表の形式がある。

基本的に人間（人格的存在）について用いられ、豚や物などには用いられない。

動詞 wa-gii [3O.hit, kill]、me-nii [3O.give] では 3 人称の目的語人称接辞が不規則形

となる。e-tii [3O.tell] の 1 人称目的語形 na-tii [1SG.O.tell]と同義の enii [1SG.O.tell] 
も不規則形である。 

  
表 30 目的語人称接辞 

 単数 複数 
1人称 na- ni- 
2人称 ka- ki- 
3人称 e- 
人間以外 ∅- 

 
目的語人称接辞それぞれの文例を挙げる。 
(8) a. aki ki ani na-boka-yaawi-ta  
  2SG DET.SG.M 1SG 1SG.O-die-CAUS-IP  
  あなたは私を殺した 
 
 b. na-adi-ta ageyaa mege menii  
  1SG.O-ferry-IP reward money 3O.give.INF  
  私を船で渡してくれた報酬のお金を払う 
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 c. aki ki inai wiyaa ekina niimi-ta 
  2SG DET.SG.M 1DU two pig 1PL.O.give-IP 
  あなたは私たち2人に豚をくれた 
 
 d. aki ki káiya make ka-paa-p-a 
  2SG DET.SG.M where LOC 2SG.O-bear-MP-3SG.F.S 
  あなたはどこで生まれましたか 
 
 e. okai ki ikii ekina kiini-ta 
  3SG DET.SG.M 2PL pig 2PL.O.give-IP 
  彼はあなたたちに豚をあげた 
 
 f. okai edi e-no-ta   
  3SG rain 3O-eat-IP   
  彼は雨に降られた 
 
 g. okai tauwani idibi e-paa-yake umi-ta 
  3SG year five 3O-bear-CVM live-IP 
  彼は5歳になった 
 
 h. okai ki ibo-udaa e-yaiki-ta  
  3SG DET.SG.M big-place 3O-release-IP  
  彼はリーダーに選ばれた 
 
 i. e-wegai    
  3O-speak.INF    
  他人のことを話す 
 
目的語人称接辞は人格的存在（人間、精霊など）に対して使うが豚のような非

人格的存在に対しては使わない、と母語話者には意識されている。しかし以下の

ように豚に使われる例もある。 
 
(9) a. ekina kou e-ebakai   
  pig DEM.SG.F 3O-chase.away.INF   
  豚を追い払う 
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 b. ekina ko e-epee-ta   
  pig DET.SG.F 3O-drive.away   
  豚を追い払った 
 
 c. ekina kou e-epee-ta   
  pig DEM.SG.F 3O-drive.away   
  そこにいる豚を追い払った 
 

2.6.2. 受益者系列Iの文例 
受益者系列 I で表されるのは、受益者や被害者に相当する動作関係者である。 
 

表 31 受益者系列 I の人称接辞 
 単数 複数 
1人称 naa- nee- 
2人称 kaa- kee- 
3人称 oo- 
人間以外 ∅- 

 
主語を含むばあいも含まないばあい（文例(b), (c), (d)）もある。文例を挙げる。  

(10) a. naa-yoo-kogai    
  1SG.BEN1-cook-lay.IMP.SG    
  火に掛けておこう 
 
 b. naa-gaa-yaawe-eg-e   
  1SG.BEN1-think-PFV-RP-2SG.S   
  ありがとうございます（Lit. 私のためにあなたは配慮してくれた） 
 
 c. okai ki dou beu daiga ani ya 
  3SG DET.SG.M see.INF NEG CNJ 1SG GEN.DEF 
  mege awii oma naa-moti-ta   
  money pouch stealth 1SG.BEN1-take   
  彼が見ていなかったので私の財布が盗まれた（被害者は私と彼） 
 
 d. naa-dadi-ta ageyaa mege meni-ta 
  1SG.BEN1-help-IP compensation money 3O.give-IP 
  助力の対価にお金をあげた 
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 e. nee-boka-yaawe-eg-e    
  1PL.BEN1-die-PFV-RP-2SG.S    
  感激します（Lit. 私たちのためにあなたは死ぬほど感激させてくれ

た） 
 
 f. naitai ki inii uguwoo maidamake 
  1SG.father DET.SG.M 1PL family on.behalf 
  tekeepo-opa nee-wi-ta   
  pandanus-place 1PL.BEN1-go-IP   
  私の父は家族のためにパンダヌス園へ行った 
 
 g. jon ya dugi nee-yo-omeg-i  
  John GEN.DEF potato 1PL.BEN1-cook-DP2-3SG.M.S  
  ご飯を作ってくれたのはジョンです 
 
以下の文例では、2 人称双数の主語に一致する 2 人称複数接辞ではなく、2 人称

単数接辞が用いられている。 
 
 h. ikai wiyaa maida kaa mege awii oma  
  2DU two LOC LOC money pouch stealth  
  kaa-moti-ta    
  2SG.BEN1-take-IP    
  あなたたち2人が財布を盗まれた 
 
 i. akaitai ki ikii uguwoo maidamake 
  2SG.father DET.SG.M 2PL family on.behalf 
  tekeepo-opa kee-wi-ta   
  pandanus-place 2PL.BEN1-gov   
  あなたの父は家族のためにパンダヌス園へ行った 
 
 j. oo-gaa-yaawe-eg-e    
  3BEN1-think-PFV-RP-2SG.S    
  ありがとうございます（Lit. 彼のためにあなたは配慮してくれた） 
 
 k. aa-oo-boka-yaawe-eg-aa    
  DU-3BEN1-die-PFV-RP-2DU.S    
  感激します（Lit. あなたたち2人は彼のために死ぬほど感激させてく

れた） 
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 l. nakame ki okei uguwoo maidamake 
  3.father DET.SG.M 3PL family on.behalf 
  tekeepo-opa oo-wi-ta   
  pandanus-place 3BEN1-go-IP   
  彼の父は家族のためにパンダヌス園へ行った 
 
 m. naitai ma oo-wega-yake   
  1SG.father COM 3BEN1-speak-CVM   
  私の父と話したところ 
 
 n. mee ino-opa ko oo-wegaa~wegaa ko 
  person other-DAT DET.PL.F 3BEN1-speak~RDP DET.SG.F 
  te tai      
  NEG do.IMP.SG      
  他の人たちにはペラペラ話してはいけない 
 
以下の文例から、受益者系列 I は目的語人称接辞の外側に置かれることが確認

される。 
 
 o. tee oo-e-muwakai    
  NEG 3BEN1-3O-show.IMP.SG    
  他の人にはそれを見せてはいけない 
 
以下の文例では、動詞に受益者系列 I が付いて語彙化していることが確認され

る。 
 
 p. okai ya kei bage-ido oo-tou ti-ta 
  3SG GEN.DEF DEM.PL.M people-PL 3BEN1-stay.INF do-IP 
  彼はその人たちを守った 
 
 q. oo-kogai      
  3BEN1-lay.INF      
  人を避けて逃げる 
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2.6.3. 受益者系列IIの文例 
 

表 32. 受益者系列 II の人称接辞 
 単数 複数 
1人称 na- niya- 
2人称 ka- kiya- 
3人称 ya- 
人間以外 ∅- 

 
受益者系列 II で表されるのは、動作を代行してもらうこと～代行されることに

よる受益者や被害者に相当する関係者と、受益や被害の対象物の所有者である。

基本的に受益者や被害者には主語を含まない。 
まず両方の意味を持つ文例をみる。 
 

(11) a. okai ki na-wagi-ta   
  3SG DET.SG.M 1SG.BEN2-3O.shoot/kill-IP   
  1) 彼は私の代わりに弓を射た 

2) 彼は私の豚を殺した 
 
両方の意味を兼ねる文例もある。 
 

 b. aki ki maidamake aki ya peka kaa 
  2SG DET.SG.M on.behalf 2SG GEN.DEF eye LOC 
  yimu ka-motii     
  dirt 2SG.BEN2-take.INF     
  あなたのために目のゴミを取ってあげる 
 
次いで受益や被害の対象物の所有者の文例をみる。 
 

(12) a. ani ya-nai    
  1SG 3BEN2-eat.INF    
  私が他の人の物を食べてしまう 
 

 b. ani ya ekina na-gi-ta   
  1SG GEN.DEF pig 1SG.BEN2-kill-IP   
  （誰かが）私の豚を殺した 
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 c. okai ki ani ya ugai-piyauto  
  3SG DET.SG.M 1SG GEN.DEF write-stick  
  na-doki-to-p-i   
  1SG.BEN2-carry-CONT-MP-3SG.M.S   
  彼は私のペンを持って行った 
 
 d. ani ki amaatabinee kaa emo  
  1SG DET.SG.M leech GEN.INDF blood  
  na-duwa-ag-ai    
  1SG.BEN2-cut-RP-3PL.S    
  私はヒルに血を吸われた（Lit. 私はヒルが血を吸った） 
 
 e. okai ki dou beu daiga ani ya 
  3SG DET.SG.M see.INF NEG CNJ 1SG GEN.DEF 
  mege awii oma naa-moti-ta   
  money pouch stealth 1SG.BEN1-take-IP   
  彼が見ていなかったので私の財布が盗まれた（被害者は私と彼） 
 
 f. inii ya mege awii oma niya-moti-ta 
  1PL GEN.DEF money pouch stealth 1PL.BEN2-take-IP 
  私たちの財布が盗まれた 
 
 g. amaatabinee kaa emo niya-go-ote   
  leech GEN.INDF blood 1PL.BEN2-draw-PROG   
  ヒルが私たちの血を吸っている 
 

 h. kioos kaa agiyoo oma ya-motii  
  kiosk LOC goods stealth 3BEN2-take.INF  
  売店から物を盗む 
 
今度は被代行者の文例をみる。 
 
(13) a. ya-wegai     
  3BEN2-speak.INF    
  私が中に入って話しをつける 
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 b. naitai ki inii weneka bagee maidamake 
  1SG.father DET.SG.M 1PL younger.siblings on.behalf 
  tekeepo-opa niya-wi-ta   
  pandanus-place 1PL.BEN2-go-IP   
  私の父は私の弟妹たちのためにパンダヌス園へ行った 
 

 c. akaitai ki ikii weneka bagee maidamake 
  2SG.father DET.SG.M 2PL younger.siblings on.behalf 
  tekeepo-opa kiya-wi-ta   
  pandanus-place 2PL.BEN2-go-IP   
  あなたの父はあなたの弟妹たちのためにパンダヌス園へ行った 

 
 d. nakame ki okei weneka bagee maidamake 
  3.father DET.SG.M 3PL younger.siblings on.behalf 
  tekeepo-opa ya-wi-ta   
  pandanus-place 3BEN2-go-IP   
  彼の父は彼の弟妹たちのためにパンダヌス園へ行った 
 
 e. ani yamada-san ya agiyo ya-moti-p-a  
  1SG Mr.Yamada GEN.DEF thing 3BEN2-go-MP-1SG.S  
  私は山田さんの荷物を持って行った 
 
以下の文例から、受益者系列 II は目的語人称接辞の外側に置かれることが確認

される。 
 
(14) a. ukame yoka ya-a-pai nee dideewaa uwii 
  mother child 3BEN2-3O-bear.INF OPT hospital go.INF 
  母親が子供を産ませてくれるよう病院へ行く 
 
 b. ani dideewaa make yoka ya-pa-ameg-a 
  1SG hospital LOC child 3BEN2-bear-DP2-1SG.S 
  （医者が）私は病院で（その母親に）子供を産ませた 
 
以下の 2 文例を比べると被代行者の標識としての働きが見て取れる。 
 

 c. ani maidamake na-keiti-p-e  
  1SG on.behalf 1SG.BEN2-work-MP-2SG.S  
  （私の依頼で）あなたがやっていたのは私のためだ 
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cf. c’. ani maidamake keiti-p-e   
  1SG on.behalf work-MP-2SG.S   
  あなたがやっていたのは私のためだ 
 
以下の文例から、受益者系列 I は受益者系列 II の外側に置かれることが確認さ

れる。 
 
 d. oo-ya-animakai    
  3BEN1-3BEN2-sit.IMP.SG    
  他の人のために代わりに座ってください 
 

2.6.4. 敬語人称系列の文例 
相手を立てる敬語表現として、Paniai 方言では以下の 1 人称接辞が使われる。2

人称、3 人称の接辞は使われない。 
 

表 33 敬語人称系列の人称接辞（Paniai 方言） 
 単数 双数 複数 
1人称 naa- niyaa-＊ nee-＊ 

 

Tigi 方言では以下の 1 人称接辞が使われる。 
 

表 34 敬語人称系列の人称接辞（Tigi 方言） 
 単数 双数／複数 
1人称 naa- nii- 

 

以下の文例で Tigi 方言では(c), (e)は nii-animakai に、(d), (f)は nii-noo tai となる。 
 

(15) a. naa-animakai    
  HON.SG-sit.IMP.SG    
  （1人に向かって）お座りください 
 

 b. naa-noo tai    
  HON.SG-eat do.IMP.SG    
  （1人に向かって）召し上がってください 
 
 
 

149



 c. niya-animakai    
  HON.DU-sit.IMP.DU    
  （2人に向かって）お座りください（Paniai方言） 

 
 d. niyaa-noo tai    

  HON.DU-eat do. IMP.DU    
  （2人に向かって）召し上がってください（Paniai方言） 
 

 e. nee-animakai    
  HON.PL-sit.IMP.PL    
  （3人以上に向かって）お座りください（Paniai方言） 
 

 f. nee-noo tai    
  HON.PL-eat do.IMP.PL    
  （3人以上に向かって）召し上がってください（Paniai方言） 
 
以下の文例から、敬語人称系列は受益者系列 II の外側に置かれることが確認さ

れる。 
 

 g. okai ya mege awii ani maida make 
  3SG GEN.DEF money pouch 1SG LOC DEL 
  naa-ya-motii (*ya-naa-motii) 
  HON.SG-3BEN2-take.IMP.SG  
  彼の財布を私のために持って来られてください（私はアドバイスする

者） 
 

 h. okai ya mege awii oma naa-ya-motii 
  3SG GEN.DEF money pouch stealth HON.SG-3BEN2-take.INF 
  ko enaa  
  COMP good  
  彼の財布をお盗みなさるのはいいことです 
 
以下の文例から、敬語人称系列は受益者系列 I の外側に置かれることが確認さ

れる。 
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 i. kii yoka ki ane-epa  
  DEM.SG.M child DET.SG.M 1SG-ALL  
  naa-oo-mewei   
  HON.SG-3BEN1-come.IMP.PL   

  その子どもをどうぞ私のところへお連れなさってください 
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メエ語の文例集3. 動詞のアスペクトとモダリティに係る文例 

 
 
キーワード：アスペクト，モダリティ，非現実相，完了アスペクト，現在進行，過去進行，習慣アスペク

ト，結果アスペクト，持続アスペクト，使役，供益，自発，可能，軽易化，試行，許可，希

求モード，願望・必要，義務モード，始動アスペクト 
 
Keywords: aspect, modality, irrealis mood, perfective aspect, present progressive, past progressive, habitual aspect, 

resultative aspect, continuous aspect, causative, benefactory, spontaneity, ability, dimunition, trial, 
permissive, optative mood, disire & necessity, deontic mood, inchoative aspect 

 
 
3.1. 動詞語幹に後続するアスペクト形式 
3.2. 動詞語幹に後続するアスペクト補助動詞 
3.3. 動詞語幹に後続するその他の形式 
3.4. 動詞不定形に後続するモダリティ形式 

 
 

3.1. 動詞語幹に後続するアスペクト形式 
動詞語幹に後続してアスペクトを表示する形式、ならびにアスペクトと時制を

合わせて表す形式をみる。 

3.1.1. -ya が後続 ― 非現実相 
-ya は動詞語幹に後続するばあいと、動詞不定形に後続するばあいがある。意味

の違いは未解明である。動詞語幹に後続するばあいも多様な意味があるようであ

り、併せて今後の解明が必要である。以下の文例では未然、可能、許可などの非

現実相を表している。 
 
(1) a. aki egaa anigoo-p-e naa ko koma ena ida 
  2SG early wake.up-MP-2SG.S HYP COMP vehicle one LOC 
  naa ko ki-to-yaa kodeya    
  NI.SG DET.SG.F become-CONT-IRR CNJ    
  お前が早く起きていたならば、バスに間に合ったのに 
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 b. tiyake kou tekeepo-opa make wega-yaa gaa 
  CNJ DEM.SG.F pandanus-place LOC speak-IRR time 
  kodo wega-yaa ko uwo kou ko 
  DEM.SG.F speak-IRR COMP water DEM.SG.F DET.SG.F 
  doba-uga te-ig-ai     
  valley-place do-HAB-3PL.S     
  だからパンダヌス園で話す時に話すのは、「水」は「谷の水場のとこ

ろ」とされる 
 
 c. tekeepo-opa make doo-ya bagume ko  
  pandanus-place LOC see-IRR dream DET.SG.F  
  パンダヌス園で見る夢 
 
 d. ani ki tokiyo ki-touyogo maiya tee 
  1SG DET.SG.M Tokyo become-CVM also NEG 
  aka-dou ti-ya yuwa   
  RECP-see.INF do-IRR probable   
  私が東京にいても多分会えないのだろう 
 
 e. te duwa-doke ti-yaa   
  NEG cut-RES do-IRR   
  （このナイフでは）絶対に切れない 
 
 f. te uwi-ya ida   
  NEG go-PMS place   
  行ってはダメな場所 
 
 g. uwii beu ti-yaa makii   
  go.INF NEG do-PMS land   
  行ってはいけない場所 
 
 h. te egaadoo ti-yaa manaa  
  NEG inquire do-PMS affair  
  訊ねてはいけない話し 
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3.1.2. -ya が後続 ― 完了アスペクト7 
-ya が動詞語幹に後続するばあい、完了を表すことがある。 
(2) a. edi duwaa-ya      
  rain cut-PFV      
  雨がもう止んだ 
 

3.1.3. -ete が後続 ― 現在進行 
-ete は動詞語幹に後続して現在進行を表す。 
 
(3) a. animaki-yake buku ebate-ete    
  sit-CVM book read-PROG    
  座って本を読んでいる 
 
 b. bodiya no-ote     
  fire burn-PROG     
  火が燃えている 
 
 c. yugiyo yaawe-ete     
  mist pass-PROG     
  霧が出ている 
 

3.1.4. -etigoo が後続 ― 過去進行 
-etigoo は動詞語幹に後続して過去進行を表す。 -etigoo には副動詞としての機

能もある。 
 
(4) a. okai dugi no-otigoo gaa kodo otii ti-ta 
  3SG potato eat-PPROG time DEM.SG.F jump do-IP 
  彼はご飯を食べながらジャンプした 
 
 b. okai uwe-etigoo e-doo-p-a    
  3SG go-PPROG 3O-see-MP-1SG.S    
  彼が歩いているのを見た 
 
 

7 アスペクト体系の組織的調査は今後の課題であり、本文例集では完了と完結の違いは保留とする。 
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 c. okai uga-atigoo e-doo-ta    
  3SG write-PPROG 3O-see-IP    
  彼が書いている最中に見た 
 

 d. ekina tai-da no-otigoo gaa wagii  
  pig fileld- LOC eat-PPROG time 3O.hit.INF  
  豚が畑で食べていたときに打ち殺した 
 
過去とは限らない進行の文例もある。 
 

 e. okai uwi-yake oma mote-etigoo e-dou  
  3SG go-CVM stealth take-PROG 3O-see.INF  
  彼は行って、泥棒している人を見る 
 

3.1.5 -naa tai が後続 ― 習慣アスペクト 
-naa tai が後続して、「いつもあちこちで～する」という空間的分散の意味合い

と習慣アスペクトを表す。 
 
(5) a. okai ki ekina duwaa-naa te-ig-i 
  3SG DET.SG.M pig cut-HAB do-HAB-3SG.M.S 
  彼はいつもあちこちで豚肉を切っている 
 
 b. ekina wagi-naa tee tai mee   
  pig 3O.kill-HAB do do.INF person   
  豚の賭殺人 
 
 c. manaa ti-naa tai    
  story do-HAB do.INF    
  あちこちで話をする 
 
 d. okeyai ke aa-kaa-wega-naa te-ete  
  3DU DET.SG.M  DU-2SG.BEN1-speak-HAB do-PROG  
  あの二人は君のことをいつもあちこちで悪口言っている 
 
以下の文例では動詞語幹ではなく動作名詞に -naa tai が付いている。okai ki ba-

puu-ti-naa te-ig-i の聞き取り違いの可能性もあり、確認が必要である。 
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 e. okai ki baa-puu-naa te-ig-i  
  3SG DET.SG.M feces-blow-HAB do-HAB-3SG.M.S  
  彼はいつもあちこちで放屁している 
 

3.2. 動詞語幹に後続するアスペクト補助動詞 
動詞語幹に基本的な動作を表す補助動詞が後続して、先行する動詞のアスペク

トを表示する。後続するアスペクト補助動詞には元来の様態的な意味がある程度

伴うものもある。 

3.2.1. -ti が後続 ― 完了アスペクト 
動詞の第二語幹に tai （する）の語幹の ti が後続して、完了アスペクトを表す。 
(6) a. noo ti      
  eat do.PFV      
  もう結構です（もう食べた） 
 
 b. uwee ti      
  go do.PFV      
  もう行った 
 

3.2.2. -teig- が後続 ― 完了アスペクト 
基本的に -ig- は現在習慣の時制アスペクトであるが -teig- となると現在完

了の時制アスペクトとなるらしい。文例が限られており、多くの動詞語幹に後続

して使われる一般的な時制アスペクトの標識なのか、さらに調査が必要である。 
 
(7) a. ikii ke noo-teig-aa mee beu 
  2PL DET.PL.M eat-PFV-2PL.S Q NEG 
  inii ke noo-teig-e   
  1PL DET.PL.M eat-PFV-1PL.S   
  もう食べましたか？ 

もう食べました 
 
cf. b. yuwee~yuwee te-ig-a   
  hear~RDP do-HAB-3SG.F.S   
  （鳥の声が）聞こえ聞こえしていたものだった 
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cf. b’. yuwee-ig-a   
  hear-HAB-3SG.F.S   
  （鳥の声が）聞こえたものだった 

 

3.2.3. -yaawii が後続 ― 完了アスペクト 
動詞の第一語幹に -yaawii が後続して、完結の意味合いの完了アスペクトを表

す。また動詞語幹に後続する -yaawii には使役化の機能もある。 
 

(8) a. ibu goo-yaawi-ta    
  trench.mouth draw-PFV-IP    
  畑の水を流し払う 
   
 b. no-yaawii     
  eat-PFV.IMP.SG     
  （薬を）飲んでしまいなさい 
 
 c. dugi no-yaawi-ta     
  potato eat-PFV-IP     
  ご飯を食べ終わった 
 
 d. dugi no-yaawi-yake okai me-ta   
  potato eat-PFV-CVM 3SG come-IP   
  ご飯を食べ終わると彼が来た 
 

 e. dugi no-yaawi-yake-touyogo okai me-ta   
  potato eat-PFV-CVM-CVM 3SG come-IP   
  ご飯を食べ終わると、彼が来た 
 
 f. dugi no-yaawi-yake ko buku ebatai kouda 
  potato eat-PFV-CVM DET.SG.F book read.INF there 
  make uno umi-ta    
  LOC sleep live-IP    
  ご飯を食べた後、本を読んで、寝た 
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 g. kou piyauto-udo yaki-yaawi-yake    
  DEM.SG.F stick-PL grasp-PFV-CVM    
  その棒をつかんで 
 

 h. owaa kapauto kaa okei ya kaa togi-yaawi-ta 
  house near APS 3PL GEN.DEF FOC destine-PFV-IP 
  ida kodaa make muumai ti-yaawi-make 
  place DEM.SG.F LOC end do-PFV-able 
  家の近くの、彼らがはっきり決めた場所で、そこで、食べてしまいます 

 
 i. no-yaawi-touyogo dou    
  eat-PFV-CVM see.INF    
  食べた後で見た 
 
 j. ka-gaa-yaawi-ta    
  2SG.O-think-PFV-IP    
  彼はあなたのことをよく考えた 
 
 k. e-gaa-yaawi-p-e    
  3O-think-PFV-MP-2SG.S    
  あなたは彼のことをよく考えた 
 
 l. ya-gaa-yaawe-eg-e    
  3BEN2-think-PFV-RP-2SG.S    
  あなたは彼に代わってよく考えた～あなたは彼の豚をよく考えた 
 

3.2.4. -aawii が後続 ― 完了アスペクト 
動詞の第一語幹に -aawii が後続して、完結の意味合いの完了アスペクトを表す。

1 文例だけであり、-yaawii が弱化した形式である可能性もある。今後の確認が必

要である。 
 
(9) a. nee-yoo-koga-awii    
  1PL.BEN1-cook-lay-PFV.IMP.SG    
  火の上に置いておこう 
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3.2.5. -kumii が後続 ― 完了アスペクト 
動詞の第一語幹に -kumii が後続して、完結の意味合いの完了アスペクトを表す。

kumii の元来の意味は、ukaa kumi-ta [bow join-IP] 「弓（に弦）を結わえた」とい

うように、「結ぶ」という意味である。 
 

(10) a. emigi-kumii      
  discard-PFV      
  捨ててしまう 

 
 b. ani dugi noo-kumii    
  1SG potato eat-PFV    
  私は食事をしおわった 
 

3.2.6. -makai が後続 ― 完了アスペクト 
-makai が後続して、完了アスペクトを表す。文例(a)では補助動詞に目的語の人

称接辞が付されている。 
 

(11) a. ani ki mee wage e-maki-ta  
  1SG DET.SG.M person 3O.kill 3O-PFV-IP  
  私はもう人を殺した 
 
 b. beko~beko ti-makai   
  rattan.vine~RDP do-PFV   
  クルクル絡みつく 
 
 c. epii ki-make    
  knowing become-PFV    
  もう知っている 
 
 d. uno wiya umi-maki-yake   
  sleep two live-PFV-CVM   
  2晩泊まって 
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3.2.7. -gou が後続 ― 完了アスペクト 
-gou が後続して、元の動作に反対方向の動作が続くことを表すことにより、完

了アスペクトが表される。「引く」という gou の元来の意味に由来し、語感がか

なり残っている。 
 

(12) a. tokiyo me-gou     
  Tokyo come-PFV     
  （去る予定を前提にして）東京に来る 
 
 b. edooga uwi-goo-ta ko miyo kaa tauwani 
  first.time go-PFV-IP DET.SG.F past FOC year 
  最初に行ってきたのは去年です 

 
 c. ani ki tokiyo tawaa to-p-a ida 
  1SG DET.SG.M Tokyo Tower be-MP-3SG.F.S place 
  uwi-goo-ta     
  go-PFV-IP     
  私は東京タワーのある場所に行ってきた 
 
 d. itaagapi ko beu kodeya getó ko 
  today DET.SG.F NEG CNJ yesterday DET.SG.F 
  uwi-goo-p-a     
  go-PFV-MP-1SG.S     
  今日じゃなく昨日行ってきたんだ 
 

3.2.8. -dokii が後続 ― 移動の結果としての完了アスペクト 
-dokii が後続して、移動の結果としての完了アスペクトを表す。「持って行く」

という dokii 元来の意味に由来し、語感が残っている。 
 

(13) a. no-doki-yake uwii    
  eat-PFV-CVM go.INF    
  （目的地へ行く途中で）食べてから行く 
 
 b. jakarta to-doki-yake uwii   
  Jakarta stay-PFV-CVM go.INF   
  ジャカルタでトランジットして行く 
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 c. jakarta to-doki-ta    
  Jakarta stay-PFV-IP    
  ジャカルタを経由した（ジャカルタに一時的にいた） 
 
 d. okei owaa migi-doki-ta   
  3PL house build-PFV-IP   
  1) あの人たちは家を建てて（使わずに）行った 

2) （言い伝えなどで）家を作った（今はもうない） 
 
 e. okei owaa migi-maki-doki-ta   
  3PL house build-set-PFV-IP   
  1) あの人たちは家を建てて（後で誰かが使うよう）行った 

2) （言い伝えなどで）家を作った（今もまだある） 
 

 f. tokiyo maki-doki-ta    
  Tokyo set-PFV-IP    
  （鞄を）東京に置いておいた 
 
 g. no-doki-ta     
  eat-PFV-IP     
  食べていった 
 
 h. keiti-doki-ta    
  work-PFV-IP    
  働いてきた 
 

3.2.9. -doke (tai) が後続 ― 結果アスペクト 
-doke (tai) が後続すると結果アスペクトを表し、自発の意味を持つ。 
 

(14) a. damo keba-doke ti-ta   
  door open-RES do-IP   
  1) （鍵を見つけて）ドアを開いた 

2) （見た時は開いていなかったが）手で開けた 
 

 b. damo ki keba-doke ti-p-a  
  door DET.SG.M open-RES do-MP-3SG.F.S  
  ドアが開いている（誰かが開けた） 
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 c. piyauto ena we-doke ti-to-omeg-a   
  stick one plant-RES do-CONT-DP2-3SG.F.S   
  棒が一本、地面に刺されていたのです 
 
 d. bedo kapu wa-doke    
  bird flap pluck-RES    
  鳥が吹き飛ばされて 
 

 e. wadaato mee ino buku uga-touyogo maiya 
  in.future person other book write-CVM also 
  mee mana kou towoo-dokee  
  Mee language DEM.SG.F whistle-RES  
  将来誰かが本を書いたならばまた、メエ語は笛が鳴る 

 
 f. kii pute-wee kii ke ekina te 
  DEM.SG.M iron-knife DEM.SG.M DET.SG.M pig NEG 
  duwa-doke   
  cut-RES   
  このナイフは豚は切れない 
 
以下の文例では duwa-doke tai で他動詞を形成し、道具主語の文となっている

可能性がある。あるいはナイフが主題で手が主語の文の可能性もある。 
 
cf. g. pute-wee kaa ani ya gane duwa-doke 
  iron-knife GEN.INDF 1SG GEN.DEF hand cut-RES 
  ti-p-a   
  do-MP-3SG.F.S   
  ナイフで私の手を切った／ナイフで私の手が切れた 
 

3.2.10. -tou が後続 ― 持続アスペクト 
-tou が後続して、持続アスペクトを表す。「いる、留まる」という tou の元来

の意味に由来し、語感が残っている。 
 

(15) a. okai uwi-to-og-i    
  3SG go-CONT-RP-3SG.M.S    
  彼は出掛けてしまった 
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 b. damo tapi-to-omeg-i    
  door close-CONT-DP2-3SG.M.S    
  彼はドアを閉めておいた 
 
 c. okai ki damo keba-to-omeg-i  
  3SG DET.SG.M door open-CONT-DP2-3SG.M.S  
  彼はドアを開けておいた 
 
 d. ito kou maiya gaa-to-p-a  
  now DEM.SG.F also think-CONT-MP-1SG.S  
  今でも考えているのです 

 
 e. ani ki weneka ko kawé dani 
  1SG DET.SG.M younger.sibling DET.SG.F how like 
  ti-tou pagi gaa-yake    
  do-CONT NF1.3SG.M.S think-CVM    
  私は弟がどうしているだろうかと考えていますが 
 
 f. yatu bago uda make wege bago uda 
  Yatu mountain LOC DEL Wege mountain LOC 
  goo koto dee-to-omeg-ai    
  rattan bridge build-CONT-DP2-3PL.S    
  ヤトゥ山のところからウェゲ山のところへ籐蔓の橋が架け渡してあ

りました 
 

3.3. 動詞語幹に後続するその他の形式 

3.3.1. -yaawii が後続 ― 使役 
-yaawii が後続して、先行する動詞を使役化する。 
 

(16) a. okai ki pito gani-yaawi-ta    
  3SG DET.SG.M torch shine-CAUS-IP    
  彼は電気を点けておいた 
 

 b. misionaris kaa ko mee akapaka ti-yaawi-ta 
  missionary GEN.INDF DET.SG.F people exchange do-CAUS-IP 
  宣教師団体が人事を交代させた 
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 c. ka-podomi-yaawi-ta     
  2SG.O-go.out-CAUS-IP     
  お前を追い出した 
 

 d. aki ki mogo ko oni-yaawi-ta  
  2SG DET.SG.M stone DET.SG.F bathe-CAUS-IP  
  君は石を沈めた（石を精霊と考えて onii [bathe] を使う） 
 

 e. aki ki ani na-boka-yaawi-ta  
  2SG DET.SG.M 1SG 1SG.O-die-CAUS-IP  
  君は私を殺した（死なせた） 
   

 f. aki ki ani kiyai na-ti-yaawi-ta 
  2SG DET.SG.M 1SG laugh 1SG.O-do-CAUS-IP 
  君は私を笑わせた 
 

 g. wado e-yooni-yaawii   
  upward 3O-stand-CAUS-INF   
  人を立ち上がらせる 
 

3.3.2. -menii が後続 ― 供益 
-menii が後続して、先行する 1 項他動詞を供益の意味をもつ 2 項他動詞に変え

る。構成された複他動詞が多義となることもある。 
 

(17) a. doo-menii     
  see-3O.give.INF     
  1. 見せてあげる 

2. 見つけてあげる 
3. （インターネットで）代わりに見てあげる 

 
より慣用句化した文例もある。 
 
 b. dugi doo-menii     
  potato see-3O.give.INF     
  （母親が家族のために畑で）芋を採ってあげる 
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 c. dugi ake-epa doo-kanii    
  potato 2SG-DAT see-2SG.O.give.INF    
  （近所の人たちに向かって）あなたに芋をタダであげよう 
 
 d. aki ki doo-naimi-ta    
  2SG DET.SG.M see-1SG.O.give-IP    
  君は私に見せた 
 
 e. aki ki ani ekina kou wagi-naimi-ta 
  2SG DET.SG.M 1SG pig DEM.SG.F 3O.kill-1SG.O.give-IP 
  君は私に豚を殺してくれた 

 
 f. aki ki ani bedo mana kou  
  2SG DET.SG.M 1SG bird voice DEM.SG.F  
  yuwi-naimi-ta     
  hear-1SG.O.give-IP     
  君は私に鳥の声を聞かせてくれた 
 

3.3.3. -etii が後続 ― 使役 
- etii が動詞語幹に後続して使役化する 
 

(18) a. ani ki bedo mana yuwi-kati-ta  
  1SG DET.SG.M bird voice hear-2SG.O.tell-IP  
  私は君に鳥の声を聞かせた 
 
cf. b. aki ki bedo mana kou yuwii 
  2SG DET.SG.M bird voice DEM.SG.F hear.IMP.SG 
  nati-ta      
  1SG.O.tell-IP      
  あなたは「鳥の声を聞け」と私に言った 
 

3.3.4. -daa (tai) が後続 ― 自発 
-daa (tai) が動詞語幹に後続すると、自発的な動作を表す。 
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(19) a. goo ti-daa      
  fall do-SPN      
  自然に落ちる 
 
 b. damo keba-daa     
  door open-SPN     
  ドアが自然に開く 
 
 c. damo ki keba-daa ti-ta   
  door DET.SG.M open-SPN do-IP   
  ドアが自然に開いた 

 
 d. agapi gani-daa     
  daytime shine-SPN     
  昼間は晴れだ 
 
 e. bedo kapu wa-daa    
  bird flap draw-SPN    
  鳥が（自然と）羽ばたく 
 
 f. ukiya kaa bedo kapu wa-daa tai  
  wind INS bird flap draw-SPN do.INF  
  風で鳥が（吹き飛ばされそうになって自然と）羽ばたきをする 
 
 g. kapoge ki wigoo-daa    
  paper DET.SG.M tear-SPN    
  紙が自然に破れる 
 
 h. ani ki geiyoo ki-daa   
  1SG DET.SG.M cold become-SPN   
  私は寒い 
 
 i. ani ki geiyoo ti-daa   
  1SG DET.SG.M cold do-SPN   
  （冷房の効いた部屋に入って）私は寒い 
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 j. ani ki geiyoo gaa-daa ti-ta  
  1SG DET.SG.M cold feel-SPN do-IP  
  私は寒けがする 
 
 k. paniai dimi gaa-daa    
  Paniai feel think-SPN    
  パニアイが恋しい 
 
 l. ani ki bedo manaa yuwi-daa  
  1SG DET.SG.M bird voice hear-SPN  
  鳥の声が聞こえてきた／鳥の声が（ふと）聞こえた 
 
 m. pii ko wedabaa ewaa ki-daa ti-p-ai 
  flower DET.SG.F plenty florish become-SPN do-MP-3PL.S 
  花が沢山咲くようになった 
 
 n. kou manaa uba-daa ti-ta   
  DEM.SG.F language search-SPN do-IP   
  その言葉を忘れた 
 
 o. bodiya no-daa te-ete    
  fire burn-SPN do-PROG    
  火が燃え終わりそうになっている 
 
cf. p. bodiya no-doke te-ete    
  fire burn-RES do-PROG    
  火が燃え終わりそうになっている 
 
 q. miyo-goo ti-yake akagi-daa ti-ta   
  down-fall do-CVM break-SPN do-IP   
  下に落ちて割れた 
 
 r. pidini peto go-ti-daa ti-p-a   
  dish crack draw-do-SPN do-MP-3SG.F.S   
  皿にひびが入った 
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 s. koto tuwa-daa ti-p-a    
  bridge draw-SPN do-MP-3SG.F.S    
  橋が壊れた 
 
 t. buda duwa-daa ti-p-a    
  rope cut-do-SPN do-MP-3SG.F.S    
  綱が切れた 
 
 u. mogo akagi-daa ti-p-a     
  stone break-SPN do-MP-3SG.F.S     
  石が割れそうになっている 
 

3.3.5. -make が後続 ― 可能 
-make が動詞語幹に後続すると、能力や可能を表す。 
 

(20) a. te uwi-make      
  NEG go-able      
  行けない 
 
 b. peka te doo-make     
  eye NEG see-able     
  目が見えない 
 
 c. ani ki mee mana ko te  
  1SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F NEG  
  wegaa-make      
  speak-able      
  私はメエ語が話せない 
 
 d. ani okai ki ake-epa ko te  
  1SG 3SG DET.SG.M 2SG-DAT DET.SG.F NEG  
  kani-make     
  2SG.O.give-able     
  私は彼をあなたにはあげない 
 
 
 

168



 e. mee utoma okai tekeepo-opa make wega-yaa 
  person every 3SG pandanus-place LOC speak-IRR 
  manaa kodo too wega-make   
  language DEM.SG.F FOC speak-able   
  人は皆誰も、パンダヌス園で話される言葉だけを話すことができる 
 

 f. owaa kapauto kaa okei ya kaa togi-yaawi-ta 
  house near APS 3PL GEN.DEF FOC destine-PFV-IP 
  ida kodaa make muumai ti-yaawi-make 
  place DEM.SG.F LOC end do-PFV-able 
  家の近くの、彼らがはっきり決めた場所で、そこで、食べてしまいます 

 

3.3.6. -doo tai が後続 ― 軽易化 
-doo tai が後続して、軽易な動作を表す。「見る」という dou の元来の意味に

由来し、語感が残っている。 
 

(21) a. kopa kaa wagi-doo tai    
  stick INS 3O.hit-see do.INF    
  棒でつつく 
 

3.3.7. -dou, -doodou が後続 ― 試行 
動詞語幹に付した -dou により、または dou の語幹にさらに -dou が付いた -

doodou という形式により、試行が表される。「見る」という dou の元来の意味

に由来し、語感が残っている。 
 

(22) a. aki ya na maiya kou mana kou 
  2SG GEN.DEF also also DEM.SG.F story DEM.SG.F 
  ká dani kou goda-dou   
  how like DEM.SG.F clean-try.IMP.SG   
  君もそのことをどうにか話してみなさい 
 
 b. kou pii kou unu yumi-dou  
  DEM.SG.F flower DEM.SG.F scent smell-try.IMP.SG  
  その花の香りを嗅いでみなさい 
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 c. kou pii kou unu yumi-doodou  
  DEM.SG.F flower DEM.SG.F scent smell-try.IMP.SG  
  その花の香りを嗅いでみなさい 
 
 d. wagi-doodou      
  3O.kill-try.INF      
  殺そうとする 
 
 e. ebati-doodou      
  read-try.INF      
  読んでみる 

 
 f. na-yaki-doodou     
  1SG.O-hold-try.IMP.SG     
  私をつかんでみろ 

 
3.4. 動詞不定形に後続するモダリティ形式8 
動詞不定形に後続する形式によりいくつかのモダリティが表される。ya が後続

する許可、nee が後続する非現実相あるいは希求モード、di ~ dimi が後続する願

望あるいは必要、gai peu あるいは beu kai peu が後続する義務モード、をそれぞ

れ代表する文例が確認された。 

3.4.1. ya が後続 ― 許可 
ya が動詞不定形に後続するばあい、文例からみて許可を表すものと思われる。 

 
(23) a. te uwii ya ida    
  NEG go.INF PMS place    
  行ってはいけないところ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 b. te duwai ya piya    
  NEG cut PMS tree    
  切ってはいけない木 
 
 
 

8 文末詞による文のモダリティ表現については「情報構造に係る文例 ― 4. 文節に係る対比・新情報・モ

ダリティの標識の文例」を参照。 
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 c. kou wanee kaa nai ya agiyo koyoka 
  DEM.SG.F evening FOC eat PMS thing CNJ 
  agaapi ko te nai   
  daytime DET.SG.F NEG eat.IMP.SG   
  それは夜に食べる物だから、昼間は食べるな 
 
 d. ito kou ani ya wegai nee koo 
  now DEM.SG.F 1SG GEN.DEF speak.INF IRR COMP 
  okai kou tekeepo-opa make wegai yaa 
  3SG DEM.SG.F pananus-place LOC speak.INF PMS 
  manaa too wegai nee   
  language FOC speak.INF IRR   
  いま私が話すのは、それ、そのパンダヌス園で話すことのできる言葉

のことを話しましょう 

 

3.4.2. nee が後続 ― 非現実相・希求モード 
nee が動詞不定形に後続するばあい、非現実相を表すが、未然および希求とし

て用いられることが多いようである。 
先ず未然の文例を見てみる。 
 

(24) a. bokai nee dani     
  die.INF IRR like     
  死にそうだ 
 
 b. ekina wagii nee me-ta   
  pig 3O.kill.INF IRR come-IP   
  豚を殺しに来た 
 
 c. ito ko inii egaa goo-motii nee yuwa 
  now DET.SG.F 1PL quick start.INF IRR probable 
  たぶんもうすぐ始めるだろう 
 
次いで希求モードの文例を挙げる。 
 
 d. ani ekina wagii ne    
  1SG pig 3O.kill.INF OPT    
  豚を殺したい 
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 e. ito ko inii egaa goo-motii nee  
  now DET.SG.F 1PL quick start.INF OPT  
  さあ早く始めよう 
 
nee dimi (gai) と続くと願望を表す。 
 

(25) a. ani ebatai nee dimi    
  1SG read.INF OPT feel    
  私は読みたい 
 
 b. okai ki ani te na-gii nee dimii 
  3SG DET.SG.M 1SG NEG 1SG.O-kill OPT feel 
  彼は私を殺したくない 

 
 c. okai ki ani na-gii nee dimi te-ete 
  3SG DET.SG.M 1SG 1SG.O-kill.INF OPT think do-PROG 
  彼は私を殺したいと考えている 
   
 d. ikane edai nee dimi gaa-yake eda uwi-ta 
  fish buy.INF OPT feel think-CVM buy go-IP 
  魚を買いたくて買いに行った 
 
 e. ikane nai nee dimi mee beu  
  fish buy.INF OPT feel Q NEG  
  あなたは食べたいですか 
 
 f. yuwii nee dimii gai    
  listen OPT feel think    
  聞きたいと思う 
 
nee gai と続くとやはり願望を表す。-nee で終わる補文を gai が受ける構文と

考えられる。 
 

(26) a. ikane nai nee ga-ate mee beu  
  fish buy.INF OPT think-PROG Q NEG  
  あなたは食べたいですか 
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 b. ani ki ebatai ne gaa-p-a  
  1SG DET.SG.M read.INF OPT think-MP-1SG.S  
  私は読みたかった 
 
 c. eminoo ebatai nee gai ta yuwa ewo 
  later.on read.INF OPT think.INF DF.1SG.S probable ignorant 
  いつか読みたくなるかもしれない 
 
 d. ani ki tokiyo tawaa ko dou nee 
  1SG DET.SG.M Tokyo Tower DET.SG.F see.INF OPT 
  ga-ate       
  think-PROG       

  私は東京タワーを見たく思っている 
 
nee naidi / nee didii が動詞不定形に後続するばあいも、願望や必要を表す。 
 

(27) a. paniai uwii nee naidi    
  Paniai go.INF OPT hungry    
  パニアイへ行きたい 
 b. paniai uwii nee didii    
  Paniai go.INF OPT sick    
  パニアイへ行きたい 
 
非現実相の nee で導かれる文に中過去の ki-p- が付され、さらに gaa が付さ

れた［nee ki-p-V gaa］文により、話者の想像を表す。 
 

(28) a. okai ki bokai nee ki-p-i gaa 
  3SG DET.SG.M die.INF IRR become-MP-3SG.M.S imagine 
  あの人は死ぬかもしれないなあ 
 

 b. inai wiyaa ke tee aa-bokai nee ki-p-e 
  1DU two DET.PL.M NEG DU-die.INF IRR become-MP-1PL.S 
  gaa       
  imagine       
  僕ら二人は死なないかもしれないなあ 
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3.4.3. di / dimi が後続 ― 願望・必要 
di / dimi が動詞不定形に後続するばあい、願望や必要を表す。生産性はかなり

限られているようである。naidi [hungry] はこれが語彙化した形式と考えられる。 
 

(29) a. okai ki waka nai di   
  3SG DET.SG.M spouse eat.INF OPT   
  彼は結婚したい 
 
 b. ani ki dugi nai di   
  1SG DET.SG.M potato eat.INF OPT   
  私はお腹が空いた（食べなきゃ） 
 
 c. ani ki paniai uwii di   
  1SG DET.SG.M Paniai go.INF OPT   
  私はパニアイへ行きたい 
   
 d. ekina egi nai dimi    
  pig meat eat.INF OPT    
  豚肉が食べたい 
 

3.4.4. gai peu あるいは beu kai peu が後続 ― 義務モード 
gai peu あるいは beu kai peu が動詞不定形に後続するばあい、義務を表す。 
 

(30) a. aki ki paniai uwii gai beu  
  2SG DET.SG.M Paniai go.INF think.INF NEG  
  お前はパニアイに行かなければいけない 
 
 b. aki ki paniai uwii beu kai peu 
  2SG DET.SG.M Paniai go.INF NEG become.INF bad 
  お前はパニアイに行かなければいけない 
 

3.4.5. goomotii が後続 ― 始動アスペクト 
goomotii が後続して、始動アスペクトを表す。語根として goomotii は gou （引

く）と motii （持って行く）に分かれるが、元来の意味は消えている。 
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(31) a. topii goomotii     
  study.INF INC     
  勉強し始める 
 

3.4.6. muumai tai が後続 ― 終結アスペクト 
muumai tai が動詞不定形に後続して、終結アスペクトを表す。muumai （終わ

り）の元来の意味による。 
 

(32) a. okai ki topii muumai tai   
  3SG DET.SG.M study.INF TRM do.INF   
  彼は勉強し終える 
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メエ語の文例集4. 文型と語順 

 
 
キーワード：平叙文，コピュラ文，述語的名詞，分裂文，存在文，否定文，疑問文，疑問詞，命令文，挨

拶文，補文標識，名詞句，副詞節，話法 
 
Keywords: declarative sentence, copular sentence, predicative noun, cleft sentence, existential sentence, negative 

sentence, interrogative sentence, quenstion word, imperative sentence, greetings, complementizer, 
noun-phrase, adverbial clause, quoted speech 

 
 
4.1. 平叙文 
4.2. 否定文 
4.3. 疑問文 
4.4. 命令文 
4.5. 挨拶文 
4.6. 受動を表す構文 
4.7. 補文標識 
4.8. 話法 

 
 

4.1. 平叙文 

4.1.1. 基本的な平叙文 
基本的な語順は自動詞文では S-V、他動詞文では S-O-V、複他動詞文では S-IO-

DO-V である。与格後置詞を付されたばあい S-DO-IO-V となることも多い。語順

はかなり自由である。 
自動詞文の文例をみる。 
 

 (1) a. ani tokiyo to-p-a   
  1SG Tokyo stay-MP-1SG.S   
  私は東京にいる 
 
 b. inii goomotii page    
  1PL start.INF NF1.1PL.S    
  始めよう 
 
 c. maki ena ida mee ida-ana umitou ti-ta 
  land one LOC person CLF-one living do-IP 
  あるところに一人の人が暮らしていた 
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 d. tonawii~pokawii kei okei widoo bokai   
  rich.man~RDP DEM.PL.M 3PL three die.INF   
  金持ちたち3人が死ぬ 
 
 e. aki getó edi kepuu ti-ta  
  2SG yesterday rain getting.wet do-IP  
  あなたは昨日雨に降られた 

 
 f. aki getó edi kepuu ti-p-e mee beu 
  2SG yesterday rain getting.wet do-MP-2SG.S Q NEG 
  あなたは昨日雨に降られましたか？ 

 
この文例(f)では中過去の時制標識 -p- の語尾 -e [2SG.S]が主語 aki [-2SG]と一致

することから、edi kepuu tai が複合自動詞となっているものと考えられる。 
他動詞文の文例をみる。文例(e), (f), (g)でのように指示詞や限定詞を付して主題

化された目的語は語頭におかれることもある。 
 
(2) a. aki okai e-yuwai    
  2SG 3SG 3O-help    
  君が彼を助ける 
 
 b. ani ki kou dodi kou wagi-ta 
  1SG DET.SG.M DEM.SG.F dog DEM.SG.F 3O.kill-IP 
  私はその犬を殺した 
 
 c. okai ki pito paa ti-ta  
  3SG DET.SG.M torch bright do-IP  
  彼は明かりをつけた 
 
 d. ani ki tokiyo tawaa ko doo-ta  
  1SG DET.SG.M Tokyo Tower DET.SG.F see-IP  
  私は東京タワーを見たことがある 
 
 e. kou dodi kou ani wagi-ta  
  DEM.SG.F dog DEM.SG.F 1SG 3O.kill-IP  
  その犬は私が殺した 
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 f. kou ekina kodo ko jon no-p-i 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F John eat-MP-3SG.M.S 
  その豚はジョンが食べちゃったよ 
 
 g. aki ki ani ya ki ka-doo-ta 
  2SG DET.SG.M 1SG GEN.DEF DET.SG.M 2SG.O-see-IP 
  私があなたを見た（あなたを見たのは私だ） 
 
複他動詞文の文例をみると、与格の後置詞を付された間接目的語は動詞の前に

おかれることが多いようである。 
 
(3) a. ani ekina dugi meni-ta   
  1SG pig potato 3O.give-IP   
  私は豚にイモをくれた 
 
 b. ani ki aki ekina kani-ta  
  1SG DET.SG.M 2SG pig 2SG.O.give-IP  
  私はお前に豚をあげた 
 
 c. ani ya aki kou ekina kou kani-ta 
  1SG GEN.DEF 2SG DEM.SG.F pig DEM.SG.F 2SG.O.give-IP 
  私はお前に（自分の）その豚をあげた 
 
 d. ani ya aki ani ya ekina kani-ta 
  1SG GEN.DEF 2SG 1SG GEN.DEF pig 2SG.O.give-IP 
  私はお前に私の豚をあげた 
 
 e. yame kii ya ekina naimi-ta  
  man DEM.SG.M GEN.DEF pig 1SG.O.give-IP  
  男が私に豚をくれた 
 
 f. kedei boke maine-ig-ai  imoo   
  rat snare install-HAB-3PL.S  trail   
  ネズミに罠を仕掛けるのです、通り道に 
 
  g. ani ya aki ko oka-apa meni-ta 
  1SG GEN.DEF 2SG DET.SG.F 3SG-DAT 3O.give-IP 
  私はお前を彼にあげた 
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 h. okai ya ani ki ake-epa kani-ta 
  3SG GEN.DEF 1SG DET.SG.M 2SG-DAT 2SG.O.give-IP 
  彼が私をあなたにあげた 
 
 i. ani ki okai ya ake-epa kani-ta 
  1SG DET.SG.M 3SG GEN.DEF 2SG-DAT 2SG.O.give-IP 
  私を彼があなたにあげた 
 
 j. okeyai mee mana oka-apa aa-e-tope-ete  
  3DU Mee language 3SG-DAT DU-3O-teach-PROG  
  あの人たち二人はメエ語を彼に教えている 
 
与格を付されない代名詞を複他動詞の直前に置くことはできない。 
 
 k. ani ya okai aki ki meni-ta 
  1SG GEN.DEF 3SG 2SG DET.SG.M 3O.give-IP 
  ［非文］（意図：私は彼女をお前にあげた） 
 

4.1.2. 平叙文 ― コピュラ文 
メエ語ではコピュラは用いられない。先行する旧情報項には、基本的に限定詞

が付される。 
 
(4) a. inai wiyaa ke kuduu   
  1DU two DET.PL.M teacher   
  我々二人は先生です 
 
 b. inai wiyaa ke mee aa-e-topee tai wiyaa 
  1DU two DET.PL.M person DU-3O-teach do.INF two 
  我々二人は先生です 
 
 c. okai ibo mee     
  3SG big person     
  彼（女）は年上の方だ 
 
 d. okai ki weneka mee   
  3SG DET.SG.M younger-sibling person   
  彼は若い方だ 

179



 e. kii ke igi enaa mapi   
  DEM.SG.M DET.SG.M taste good banana   
  これはおいしいバナナだ 
 
 f. okai ena ko yagumo    
  3SG one DET.SG.F woman    
  その一人は女だった 
 
 g. kou owaa kou ani ya  
  DEM.SG.F house DEM.SG.F 1SG GEN.DEF  

  その家は私のだ 
 
 h. kii ke ani ya mogo   
  DEM.SG.M DET.SG.M 1SG GEN.DEF stone   

  これは私の石だ 
 
 i. getó maiya ani kidi ito maiya ani 
  yesterday also 1SG DEM.SG.M present also 1SG 

  kidi ani ena kidi    

  DEM.SG.M 1SG one DEM.SG.M    

  昨日も私、今日も私、私は同じだ 
 
 j. ito kou ani wegai nee ko  
  present DEM.SG.F 1SG speak.INF IRR COMP  

  paniai make keite-ig-ai manaa  

  Paniai LOC work-HAB-3PL.S affair  

  今から私が話すのは、パニアイでよく為されていることだ 
 
 k. okai ki peka~peka     
  3SG DET.SG.M eye~RDP     
  彼は平服監視員だ 
 

4.1.3. 平叙文 ― 述語的名詞による平叙文 
メエ語では述語的名詞、後置詞を付した述語的名詞により状態が叙述される。 
 

180



(5) a. getó ko ewaa   
  yesterday DET.SG.F existence   
  昨日は持っていた 
 
 b. ani aki ide    
  1SG 2SG like    
  私はあなたが好きだ 
 
 c. ani aki weda    
  1SG 2SG fear    
  私はあなたが怖い～私はあなたが嫌だ 
 
 d. ani aki uu    
  1SG 2SG brave    
  君は気が置けない 
 
 e. ani ki mee mana ko ewo 
  1SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F ignorant 
  私はメエ語が話せない 
 
 f. ani ki mee mana ko wegai ko 
  1SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F speak.INF COMP 
 . ebe udo      
  mouth heavy      
  私はメエ語が話せない 
 
 g. okai ki dimi yago   
  3SG DET.SG.M thought with   
  彼は頭がいい 
 
 h. ani ki noukai ma ena dani 
  1SG DET.SG.M 1SG.mother COM one like 
  私は母に似ている 
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 i. yepaani ko maki pigii ko ewaa 
  Japan DET.SG.F land quake DET.SG.F existence 
  maki-yoo      
  land-area      
  日本は地震が多い国だ 
 
 j. tokiyo ko kapa    
  Tokyo DET.SG.F near    
  東京は近い 
 
 k. paniai make tokiyo kou ko poto 
  Paniai DEL Tokyo DEM.SG.F DET.SG.F far 
  パニアイから東京は遠い 
 
 l. uwo wuduu     
  water pushing.forward     
  泳ぐ 
 
 m. igi peu     
  taste bad     
  （怒って）味が悪い 
 
 n. kou ikane kou ko iginaa  
  DEM.SG.F fish DEM.SG.F DET.SG.F tasty  
  この魚はうまい 
 
 o. okai ki mee mana ko epi koyoka 
  3SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F knowing CNJ 
  mee mana ida wega-ig-i   
  Mee language LOC speak-HAB-3SG.M.S   
  彼はメエ語を知っているのでメエ語で話す 
 
 p. utugu ibo / utugu miyo / utugu beu 
  head bit / head small / head NEG 
  話しやすい  寡黙だ  失礼だ 
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 q. meuka wado-yoo ke-ete didibubu   
  sun upward-burn become-PROG set   
  太陽が上の方で照りながら沈む 
 
方向詞の体系はまだよく解明されていないが、以下のように述語的にも使われ

る。 
 
 r. yepaani ko tokiyo kou ko aikaato 
  Japan DET.SG.F Tokyo DEM.SG.F DET.SG.F east 
  日本では東京は東の方 
 
 s. yepaani ko oosaka kou ko amukaato 
  Japan DET.SG.F Osaka DEM.SG.F DET.SG.F west 
  日本では大阪は西の方 
 
 t. yepaani ko sapporo kou ko waikaato 
  Japan DET.SG.F Sapporo DEM.SG.F DET.SG.F north 
  日本では札幌は北の方 
 
 u. yepaani ko okinawa kou ko wakaato 
  Japan DET.SG.F Okinawa DEM.SG.F DET.SG.F south 
  日本では沖縄は南の方 
 
述語的名詞の否定文では beu が使われる。 
 
 v. miyoo beu     
  small NEG     
  すごい！ 
 

4.1.4. 平叙文 ― 分裂文 
分裂文の前提節には限定詞が付く。 
文例(a)は主語が焦点として後置された他動性の高い他動詞文であるが、後置さ

れた主語に付されている標識は、主語標識ではなく対比標識のようにも見える。

さらに確認が必要である。 
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(6) a. emo na-duwai kou ko amaatabinee kaa 
  blood 1SG.BEN2-cut DEM.SG.F DET.SG.F leech GEN.DEF 

  私から血を吸うのはヒルだ 
 
後置詞句などを焦点として後置する分裂文も可能である。 
 
 b. wanee dugi no-ta kodo ko ekina ma 
  evening potato eat-IP DEM.SG.F DET.SG.F pork COM 

  夕飯に食べたのは豚肉です（夕食を食べたのは豚肉とです） 
 
多重焦点化の文例［主語+与格目的語］。 
 
 c. dugi meni-ta kou ko ani ya 
  potato 3O.give-IP DEM.SG.F DET.SG.F 1SG GEN.DEF 

  oka-apa       

  3SG-DAT       

  イモをあげたのは私が彼（女）にだ 
 
自動詞詞文では主語標識はない。多重焦点化の文例［主語＋述語的名詞］。 
 
 d. kou goo koto kuduga wo-uwee ki-ta 
  DEM.SG.F rattan bridge along up-ward become-IP 
  kou ko ani tibigi   
  DEM.SG.F DET.SG.F 1SG run   
  その籐蔓の橋をつたって上がって行ったのは、私が走ってだ 
 

4.1.5. 平叙文 ― 存在文 
所有することや恒常的に存在することを言うときには述語的名詞の ewaa が使

われ、一時的に存在することを言うときには自動詞の tou が使われる。 
まず ewaa が使われる文例をみる。 
 
(7) a. utugu tapa pagaataapii ewaa   
  head on birthmark existence   
  額にアザがある 
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 b. oka-apa ko mege ewaa   
  3SG-DAT DET.SG.F money existence   
  あの人は金持ちだ 
 
 c. yepaani ko maki pigii ko ewaa 
  Japan DET.SG.F land quake DET.SG.F existence 
  maki-yoo      
  land-area      
  日本は地震が多い国だ 
 
 d. ani ki hape ewaa    
  1SG DET.SG.M handy.phone existence    
  私は携帯を持っている 
 
ついで tou が使われる文例をみる。 
 
 e. ita-awe ida mogo akagi-ta to-p-a  
  road-at LOC stone break-IP be-MP-3SG.F.S  
  道に割れた石がある 
 
存在を否定するばあいには beu または beu tou を使う。 
 
cf. f. gaidai uwe-etigoo mee beu   
  TUFS go-CVM person NEG   
  外大に行ったが誰もいなかった 
 
cf. g. kouda kaa ekina beu to-p-a nu 
  there GEN.INDF pig NEG be-MP-3SG.F.S NI.VOC 
  máagiyoo kaa       
  what INS       
  あそこの豚いないね、どうしたの 
 
存在するものごとの数量を言うばあいには tou が使われる。 
 
 h. kou dani wiya dani to-p-ai  
  DEM.SG.F like two like be-MP-3PL.S  
  そのようなのが二三あります 
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 i. kou keite-ig-ai manaa kodo ko 
  DEM.SG.F work-HAB-3PL.S affair DEM.SG.F DET.SG.F 
  wedabaa to-p-ai    
  many be-MP-3PL.S    
  為すことになっていることは沢山ある 
 
 j. paniai ko tika kodaa make miyo wegai~wegai tee 
  Paniai DET.SG.F past DEM.SG.F DEL down speak.INF~RDP do 
  tai manaa ena to-p-a  
  do.INF story one be-MP-3SG.F.S  
  パニアイでは昔から言い伝えられている話しが一つある 
 
 k. ani kidi akaato maiya edooga~medooga uwi-ta 
  1SG DEM.SG.M REFL also first.time~RDP go-IP 
  gaa kodo doo-ta bagume ko ena  
  time DEM.SG.F see-IP dream DET.SG.F one  
  to-p-a      
  be-MP-3SG.F.S      
  私自身も初めて行ったときに見た夢が一つある 
 

4.2. 否定文 

4.2.1. 二つの否定詞 
否定詞には動詞（複合動詞を含む）に先行する te と、動詞不定形や述語的名詞

などに後続する beu との二つがある。 
te による否定文 (a), (d), (f) , (h), (j) では動作が否定され、beu による否定文(b), 

(e), (g), (i), (k)では事態や存在が否定されている。 
 
(8) a. ani te me-ta    
  1SG NEG come-IP    
  私は来なかった 
 
 b. ani mei beu ti-ta   
  1SG come.INF NEG do-IP   
  私は来なかった 
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 c. *ani me-ta beu    
  1SG come-IP NEG    
  ［非文］ 
 
 d. okeyai wiyaa ke te aa-wega-ig-ai 
  3DU two DET.PL.M NEG DU-speak-HAB-3PL.S 
  彼ら（男二人）は話さない 
 
 e. inai wiyaa ko aa-wegai beu te-ete 
  1DU two DET.PL.F DU-speak.INF NEG do-PROG 
  私たち（女二人）は話をしないでいる 
 
 f. te uwi-ya ida    
  NEG go-IRR place    
  行ってはいけないところ 
 
 g. uwii beu ti-ya ida makii  
  go.INF NEG do-IRR place land  
  行ってはいけない場所 
 
 h. ani ki eniya ke te e-doo-ta 
  1SG DET.SG.M spirit DET.PL.M NEG 3O-see-IP 
  私は精霊たちを見なかった（精霊たちがいたけれども見なかった） 
 
 i. ani ki eniya ke e-dou beu 
  1SG DET.SG.M spirit DET.PL.M 3O-see.INF NEG 
  私は精霊たちを見なかった（見ることがなかった） 
 
 j. kuduu ki te me-ete   
  teacher DET.SG.M NEG come-PROG   
  先生は来ない（来るのを取り止めた） 
 
 k. kuduu ki mei beu te-ete  
  teacher DET.SG.M come.INF NEG do-PROG  
  先生はまだ来ていない 
 
下記の文例では、動詞 tou を否定するのではなく、補語の paniai を否定する構

文となっている。 
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 l. okai ki paniai beu to-p-i yuwa 
  3SG DET.SG.M Paniai NEG stay-MP-SG.M probable 
  彼はパニアイにいないかもしれない（現在） 

 
動詞語幹・動詞不定形や述語的名詞などと軽動詞が組み合わさる複合動詞のば

あい、動詞不定形や述語的名詞などを beu で否定する否定の文型と、動詞語幹や

述語的名詞などに限定詞を付して軽動詞を te で否定する文型とがみられる。 
 

 m. mei beu tai     
  come.INF NEG do.INF     
  来ない 
 
 n. aki ki paniai uwii beu kai peu 
  2SG DET.SG.M Paniai go.INF NEG become.INF no.good 
  お前はパニアイに行かなければいけない 
 

 o. adaku  ko te tai    
  forget DET.SG.F NEG do.IMP.SG    
  忘れてはいけない 
 

4.2.2. te をつかった否定文の文例 
否定辞 te の母音の長短により意味の違いが表される文例(d), (e)がある。 
 

(9) a. jon ya owaa too ko bado kaa 
  John GEN.DEF house TER DET.SG.F foot INS 
  ko te uwi-make   
  DET.PL.F NEG go-able   
  ジョンの家までは足では歩いていけません 
 

 b. aki ki paniai te uwi-p-e naa maiya 
  2SG DET.SG.M Paniai NEG go-MP-2SG.S HYP also 
  enaa        
  good        
  お前はパニアイに行かなくてもよい 
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 c. ani okai ki ake-epa ko  
  1SG 3SG DET.SG.M you-DAT DET.SG.F  
  te kani-make    
  NEG 2SG.O.give-able    
  私はあなたには彼をあげない～あげられない 
 
 d. okai ekina tee naimi-ta   
  3SG pig NEG 1SG.O.give-IP   
  彼は豚を（他の人にはあげたけれど）私にはくれなかった 
 
 e. okai ekina te naimi-ta   
  3SG pig NEG 1SG.O.give-IP   
  （私の方にもらう気がないので）彼は豚を私にはくれなかった 
 
 f. aweetaa ko inai ke tee aa-mei tage 
  tomorrow DET.SG.F 1DU DET.PL.M NEG DU-come DF.1PL.S 
  明日は私たち二人は来ません 
 

4.2.3. beu をつかった否定文の文例 
(10) a. ani aki weda beu   

  1SG 2SG fear NEG   
  私はあなたが怖くない 
 
 b. kouda kaa ekina beu to-p-a nuu 
  there APS pig NEG be-MP-3SG.F.S NI.VOC 
  あの豚いないね 
 
 c. jon kidi ki beu ti-yake  
  John DEM.SG.M DET.SG.M NEG do-CV  
  yosua me-eg-i    
  Joshua come-RP-3SG.M.S    
  ジョンじゃなくってヨシュアが来た 
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 d. ani gai beu manaa kodeya yuwi-ta bagee 
  1SG think.INF NEG story though hear-IP people 
  kede ke      
  DEM.PL.M DET.SG.M      
  私のする分からない話しをそれでも聞いた人たち 
 
 e. adekaa ibo ko kii kaa kii ke 
  price big DET.SG.F DEM.SG.M INS DEM.SG.M DET.SG.M 
  beu ti-yake kou kaa kou  
  NEG do-CVM DEM.SG.F INS DEM.SG.F  
  値段が高いのはこれじゃなくてそれ 
 
 f. okai ki dou beu udaiga ani ya 
  3SG DET.SG.M see.INF NEG CNJ 1SG GEN.DEF 
  mege awii oma naa-moti-ta    
  money pouch stealth 1SG.BEN1-take-IP    
  彼が見ていなかったので私の財布が盗まれた 
 
 g. ikai aa-mei beu ti-p-aa    
  2DU DU-come.INF NEG do-MP-2PL.S    
  あなたたち二人は来なかった 
 

 h. kii dani ki beu   
  DEM.SG.M like DET.SG.M NEG   
  そうじゃない 
 

 h’. kou dani ko beu   
  DEM.SG.F like DET.SG.F NEG   
  そうじゃない 
 

 i. mei beu to-p-a    
  come.INF NEG be-MP-3SG.F.S    
  （彼女は）まだ来ていない 
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4.3. 疑問文 

4.3.1. 単純な疑問文 
単純な疑問文では文末に mee あるいは択一疑問文的な mee beu が付される。 
 

(11) a. kou ko jon ya ekina mee 
  DEM.SG.F DET.SG.F John GEN.DEF pig Q 
  あれはジョンの豚ですか？ 
 
 b. jon kidi ki me-eg-i mee 
  John DEM.SG.M DET.SG.M come-RP-3SG.M.S Q 
  ジョンが来たの？ 
 
 c. m… kou iginaa mee beu  
  m… DEM.SG.F tasty Q NEG  
  じゃあそれはおいしいですか？ 
 
 d. okai ki jon wagi-ta mee beu 
  3SG DET.SG.M John 3O.hit-IP Q NEG 
  あの人はジョンを叩いたの？ 
 
 e. mei page mee beu  
  come.INF NF1.2SG.S Q NEG  
  来ますか？ 
 
 f. aweetaa ko mei tage mee beu 
  tomorrow DET.SG.F come.INF DF.2SG.S Q NEG 
  beu te mei ta   
  NEG NEG come DF.1SG.S   
  ii mei ta    
  yes come DF.1SG.S    
  明日来ますか？ 

いいえ、来ません 
はい、来ます 

 
 g. aki getó edi kepuu mee beu 
  2SG yesterday rain getting.wet Q NEG 
  昨日雨に降られましたか 
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 h. kii dani mee beu    
  DEM.SG.M like Q NEG    
  こうじゃないか？ 
 

 i. kou dani mee beu    
  DEM.SG.F like Q NEG    
  そうじゃないか？ 
 

 j. mei page mee beu    
  come NF1.2SG.S Q NEG    
  mei beu tai neeg-a    
  come.INF NEG do.INF NF2-1SG.S    
  mei beu tai piga    
  come.INF NEG do.INF NF1.1SG.S    
  来ますか？ 

来ないでしょう 
来ません 

 
 k. enaa mee beu     

  good Q NEG     
  OKか？ 
 

4.3.2. 択一疑問文 
択一疑問文では焦点となる部分（句）が対比され、前半の句末に mee が付され、

後半の句末には付されない。 
 

(12) a. enaa mee peu     
  good Q bad     
  良いか悪いか？ 
 

 b. kii dani mee ká dani   
  DEM.SG.M like Q how like   
  こうかどうか？ 
 

 c. kou dani mee ká dani   
  DEM.SG.F like Q how like   
  そうかどうか？ 
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 d. kou ko jon ya mee yosua ya 
  DEM.SG.F DET.SG.F John GEN.DEF Q Joshua GEN.DEF 
  あれはジョンのかヨシュアのか？ 
 
 e. okai ya ko jon wagi-ta mee 
  3SG GEN.DEF DET.SG.F John 3O.hit-IP Q 
  yosua wagi-ta     
  Joshua 3O.hit-IP     
  あの女の人はジョンとヨシュアのどっちを叩いたの？ 
 

4.3.3. 疑問詞疑問文 
疑問詞疑問文では疑問詞は本来の位置に置かれる。 
 

(13) a. máá manaa ewaa ke-eg-a   
  what affair existence become-RP-3SG.F.S   
  何が起きたの？ 

 
 b. máá manaa yuwe-eg-e     
  what affair hear-RP-2SG.S     
  何を聞いたの？ 

 
 c. máagiyoo ewaa ke-eg-a   
  what existence become-RP-3SG.F.S   
  何があったの？ 

 
 d. okai ki edaa tai-da uwi-ta kodeya 
  3SG DET.SG.M buy do.INF-place go-IP CNJ 
  aki ki itaagapi ko máagiyoo ti-ta 
  2SG DET.SG.M today DET.SG.F what do-IP 
  彼は（市場に）買い物に行ったけれどあなたは今日何しましたか？ 

 
 e. mee mana idaa ko máagiyoo  
  Mee language LOC DET.SG.F what  
  メエ語では何ですか？ 

 
 f. jon ya owa-apa ko máagiyoo keiti-ta 
  John GEN.DEF house-place DET.SG.F what work-IP 
  ジョンは家で何をしたの？ 
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 g. kouda kaa ekina beu to-p-a nu  
  there APS pig NEG be-MP-3SG.F.S NI.VOC  
  máagiyoo kaa     
  what INS     
  あの豚いないね、どうしたの（どうして）？ 

 
 h. máagiyoo kaa tekooda-apa mei beu   
  what INS school-ALL come.INF NEG   
  dagi didi kaa    
  head pain INS    
  どうして学校に来ないんだ 

頭が痛いからです 
 
 h’. ká  dani kaa tekooda-apa mei beu   
  how like INS school-ALL come.INF NEG   
  どうして学校に来ないんだ 

 
 h’’. ká  dani ti-yake tekooda-apa mei beu   
  how like do-CVM school-ALL come.INF NEG   
  dagi didi ti-yake kaa   
  head pain do-CVM INS   
  どうして学校に来ないんだ 

頭が痛いからです 
 
 i. mee mana idaa ko kawé dani  
  Mee language LOC DET.SG.F how like  
  メエ語では何ですか？ 

 
 j. tani mágoo     
  hour how.many     
  何時ですか 

 
 k. méimee me-eg-i     
  who come-RP-3SG.M.S     
  誰が来たの？ 

 
 l. okai ki méimee wagi-ta   
  3SG DET.SG.M who 3O.hit-IP   
  あの人は誰を叩いたの？ 
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 m. dugi no-ote mee ki méimee  
  potato eat-PROG person DET.SG.M who  
  ご飯を食べているのは誰ですか？ 

 
 n. uwi-ta gaa kodo ko méimee ma uwi-ta 
  go-IP time DEM.SG.F DET.SG.M who COM go-IP 
  行ったときは誰と行ったのですか？ 

 
 o. kii ke méiyaa   
  DEM.SG.M DET.SG.M whose   
  これは誰の？ 

 
 p. méiya agiyoo    
  whose thing    
  okei ya agiyoo    
  3PL GEN.DEF thing    
  誰のものですか？ 

あの人たちのものです 
 
 q. menooka aa-mei taa    
  when DU-come.INF DF.2PL.S    
  （あなたたち二人は）いつ来ますか？ 

 
 r. mee mana idaa ko kawé dani 
  Mee language LOC DET.SG.F how like 
  メエ語ではどんなですか？ 

 
 s. jon owa-apa ká dani ti-yakee uwi-ta  
  John house-place how like do-CVM go-IP  
  ジョンは家へどうやって行ったの？ 

 
 t. kouda kaa ani ya ekina kodo beu 
  there ASP 1SG GEN.DEF pig DEM.SG.F NEG 
  to-p-a nu  káiyaa   
  be-MP-3SG.F.S NI.VOC  where   
  あそこの私の豚がいないぞ どこだ 
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 u. kouda kaa mee kidi beu to-p-i 
  there ASP person DEM.SG.M NEG be-MP-3SG.M.S 
  kii ke káiyaa    
  DEM.SG.M DET.SG.M where    
  あそこの男の人がいないぞ どこだ 

 
 v. aki ki káiya make akoukai ya ko 
  2SG DET.SG.M where LOC 2SG.mother GEN.DEF DET.SG.F 
  ka-paa-ta     
  2SG.O-bear-IP     
  baguwo make na-paa-ta   
  Baguwo LOC 1SG.O-bear-IP   
  あなたはどこで産まれたのですか 

（Lit. あなたをどこでお母さんは産んだのですか） 
バグウォで産まれました（Lit. バグウォで産みました） 

 
 w. boka-ta kaa ki kawi kaa kii 
  die-IP APS DET.SG.M which.M APS DEM.SG.M 
  （横になった人が並んでいる状況で）死んだ人（男）はどの人か？  
 
 x. boka-ta kaa ko kawo kaa kou 
  die-IP APS DET.SG.F which.F APS DEM.SG.F 
  （横になった人が並んでいる状況で）死んだ人（女）はどの人か？  

 
以下の文例では動詞の双数形あるいは命令形が使われているらしい。さらに調

査が必要である。 
 
 y. káiya uwei nee     
  where go.DU/IMP.PL OPT     
  どこへ行くの？ 

 

4.4. 命令文 

4.4.1. 動詞の命令形 
動詞を使う命令文では、動詞によっては語幹が変化して単数と複数（双数を含

む）の命令形が区別される。tou, yaikai では意味の異なる 2 形の命令形が確認され

た。 
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表35. 動詞の命令形 
不定形 gloss 意味 

  命令形  
 単数 双数 複数 

mei come 来る  mei aa-mei mewei 
uwii go 行く  uwii aa-uwei uwei 
motii take 取る  motii aa-motei motei 
dou see 見る  dou aa-doowei doowei 
dagumi set alight 点火する  dagumii aa-dagumei dagumei 
wagii 3O.hit, kill 打つ、殺す  wagii aa-wagei wagei 

tou stay/be 居る  tou aa-towei1 
aa-tou2 towei 

   

 1（私も居るから）お前たち2人もここに居

ろ 
2（私は行くから）お前たち2人はここに居

ろ 

yaikai throw 
away 捨てる  yaikai3 

yaikii4 
aa-yaikai3 
aa-yaikei4 

yaikai3 
yaikei4 

   
 3（明日以降に）捨てろ 

4 すぐに捨てろ 
 

4.4.1.1. 動詞命令形による命令文の文例 
(14) a. yuwii     

  listen.IMP.SG     
  聞け！～聞きなさい 

 
 b. aki ki tani benumi mei  
  2SG DET.SG.M o’clock six come.IMP.SG  
  君は6時に来い 

 
 c. unu yumii     
  odor smell.IMP.SG     
  匂いを嗅げ 

 
 d. mege takaa~bakaa ti-yake awii  
  money mix~RDP do-CVM put.in.IMP.SG  
  お金を色々取り入れてしまえ 

 
 e. aa-dou      
  DU-look.IMP.PL      
  （二人の人に対して）見ろ 

 
 e’. aa-doowei      
  DU-look.IMP.PL      
  （二人の人に対して）見ろ 
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 f. ikai okai aa-wagei    
  2SL 3SG DU-3O.hit.IMP.PL    
  二人で彼を叩きなさい 

 
 g. mewei dugi nai nu   
  come.IMP.PL potato eat.IMP.PL NI.VOC   
  おいで、ご飯だよ 

 
 h. ekina wagei    
  pig 3O.kill.IMP.PL    
  （複数の人に）豚を殺しなさい 

 
 i. ipa na-yaikai   
  pity 1SG.BEN2-release.IMP.SG   
  ごめんなさい 

 
 j. uwii dogo ubo~ubo ti-yake  
  go. IMP.SG thorn avoid~RDP do-CVM  
  （藪の中で）頭に気を付けて座り歩きしろ！（Lit. 棘を避けて行け！） 

 
否定命令文では te が動詞に先行する。複合動詞では te が軽動詞に先行する。 
 
(15) a. te dou     

  NEG look.IMP.SG     
  （物を）見るな 

 
 b. tee e-dou     
  NEG look.IMP.SG     
  （人を）見るな 

 
 c. te e-dou     
  NEG look.IMP.SG     
  ［早口で］（人を）見るな 

 
 d. ito ko te nai   
  now DET.SG.F NEG eat.IMP.SG   
  今からは食べるな 
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 e. adaku ko te tai   
  forget DET.SG.F NEG do.IMP.SG   
  忘れてはいけない 

 
 f. wanee~wanee te mei   
  night~RDP NEG come.IMP.SG   
  夜遅く帰って来るな 

 
 g. dugi no-ote gaa ko te wegai 
  potato eat-PROG time DET.SG.F NEG speak.IMP.SG 
  食べている時は話をするな 

 
 h. ani ki tope-ete gaa ko  
  1SG DET.SG.M study-PROG time DET.SG.F  
  aki ki mana te wegai  
  2SG DET.SG.M story NEG speak.IMP.SG  
  私が勉強している間は話をするな 

 
 i. kou wane kaa nai ya agiyo koyoka 
  DEM.SG.F evening FOC eat.INF PMS thing CNJ 
  agaapi ko te nai   
  daytime DET.SG.F NEG eat.IMP.SG   
  それは夜に食べる物だから、昼間は食べるな 

 
丁寧な命令では koyaa  (= please < peaceful)が先行し、動詞は不定形と同形とな

る。 
 
(16) a. koyaa yuwii    

  please listen.IMP.SG    
  お聞きなさい～聞きましょう 

 
 b. koyaa nai    
  please eat.IMP.SG    
  お食べなさい 

 
 c. koyaa mei    
  please come.IMP.SG    
  ようこそ～いらっしゃい 
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 d. koyaa uwii    
  please go.IMP.SG    
  さようなら～お行きなさい 

 
 e. koyaa keitai   
  please work.IMP.SG   
  ゆっくりなさってください 

 
 f. koyaa animakai    
  please sit down.IMP.SG    
  お座りください～ごゆっくり 

 
 g. koyaa aka-dou    
  please RECP-see.IMP.PL    
  お久しぶり 

 

4.4.1.2. 動詞語幹による命令文の文例 
動詞語幹それ自体も命令形となる。下降アクセントを伴うと強い命令となる。 
 
(17) a. yuwéé     

  listen.IMP     
  （大勢に）聞け！～聞きなさい 

 
 b. aki ekina wagi   
  2SG pig 3O.kill.IMP   
  豚を殺せ 

 
 c. aki gane wadoo ti   
  2SG hand upward do.IMP   
  手を挙げろ 

 
 d. te uwi    
  NEG go.IMP    
  いけない 

 
 e. kii owa-ana kii naimai  
  DEM.SG.M garden.unit-one DEM.SG.M 1SG.O.give.IMP  
  この畑地1単位を私にくれ 
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 f. ee wadoo-miyoo ti   
  breath up-down do.IMP   
  深呼吸をしろ 

 

4.4.2. 述語的名詞ないし副詞による命令文の文例 
述語的名詞ないし副詞も命令に使われる。 
 
(18) a. egaa~egaa     

  quick~RDP.IMP     
  早く 

 
 b. mee gaaboo    
  person quiet.IMP    
  皆さん静かに（黙ってください） 

 

4.5. 挨拶文 
いくつかの挨拶文を挙げる。 
 

(19) a. koyaa abata     
  peaceful morning     
  おはようございます 
 
 b. koyaa aka-dou     
  peaceful RECP-see.INF     
  お久しぶり 
 
 c. koyaa mei    
  please come.IMP.SG    
  ようこそ～いらっしゃい 

 
 d. koyaa uwii    
  please go.IMP.SG    
  さようなら～お行きなさい 

 
 e. na-gaa-yaawe-eg-e     

  1SG.O-think-PFV-RP-2SG.S     
  （相手一人に向かって）ありがとうございます 
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 f. na-gaa-yaawe-eg-aa     
  1SG.O-think-PFV-RP-2PL.S     
  （相手二人以上に向かって）ありがとうございます 
 
 g. ipa na-yaikai    
  pity 1SG. BEN2-release.IMP.SG    
  すみません、ごめんなさい 
 
 h. me-eg-a    
  come-RP-1SG.S    
  ただいま 
 
 i. mei  piga    
  come- NF1.1SG.S    
  行ってきます（Lit. 私は確かに帰ってきます） 
 
 j. boka-yaawe-eg-e    
  die-PFV-RP-1PL.S    
  頑張りましたね（自分たちが1日で畑仕事を終わったときに） 
 
 k. boka-yaawe-eg-aa    
  die-PFV-RP-2PL.S    
  すごい！頑張りましたね（（相手たちが1日で畑仕事を終わったときに） 
 
 l. boka-yaawe-eg-ai    
  die-PFV-RP-3PL.S    
  すごい！（人々が1日で畑仕事を終わったときに） 
 
クシャミ（kotoo tai [sneeze do]）した人に向かっての文例。 
 
 m. aki  umii-tou woya   
  2SG live-be.INF over.there   
  お大事に 
 
 n. muumai~muumai     
  finish~RDP     
  大丈夫です 
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 o. epa beu    
  root NEG    
  大丈夫です 
 
相手が溝の向こう側などすこし離れた場所にいるばあい文末に呼びかけ詞-o を

伴う。 
 

 p. na-gaa-yaawe-eg-a-o    
  1SG.O-think-PFV-RP-2SG.PL-VOC    
  （相手二人以上に向かって）ありがとうございます 
 

 q. gaa-yaawe-eg-a-o    
  think-PFV-RP-2SG.PL-VOC    
  （相手二人以上に向かって）お疲れ様 
 

 r. boka-yaawe-eg-a-o    
  die-PFV-RP-2SG.PL-VOC    
  （相手二人以上に向かって）すごいですね 
   

 s. koyaa abata-o     
  peacefull morning-VOC     
  おはようございます 
 
感嘆文もみておく。 
 

(20) a. noukai kagi       
  1SG.mother rectum       
  感動した 
 

 b. naitai kagi       
  1SG.father rectum       
  感動した 

 
 c. naitai ugatame      

  1SG.father Creator      
  感動した 
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4.6. 受動を表す構文 
メエ語では動詞の受動形はない。受動の意味を表すには、以下のようないくつ

かの構文がある。 
動作主を省略する構文をみる 
 

(21) a. damo keba-ta    
  door open-IP    
  ドアが開けられた（誰かがドアを開けた） 
 
動作主を省略して、主語が人であればそれに一致する目的格の人称代名詞を動

詞に前接させる構文をみる 
 
 b. aki ki káiya make ka-paa-p-a 
  2SG DET.SG.M where LOC 2SG.O-bear-MP-3SG.F.S 
  baguwo make na-paa-p-a   
  Baguwo LOC 1SG.O-bear-MP-3SG.F.S   
  あなたはどこで生まれましたか 

バグウォで生まれました 
 
 c. menooka ka-paa-p-a   
  when 2SG.O-bear-MP-3SG.F.S   
  ani ki tauwani 1980 agoo ko 
  1SG DET.SG.M year 1980(N/A) month DET.SG.F 
  wiya ma gaati pituwo ma gaati  
  two COM ten seven COM ten  
  いつ生まれましたか 

私は1980年12月17日です 
 
以下は主題に関する 2 重主語の文と思われる。 
 
 d. okai ki tauwani idibi e-paa-yake umi-ta 
  3SG DET.SG.M year five 3O-bear-CVM live-IP 
  彼は5歳です（Lit. 彼は5年前に（親が）産んで（彼は）生きて来た） 
 
動作主を省略して、主題が人であればそれに一致する受益者格の人称代名詞を

動詞に前接させる構文をみる。 
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(22) a. ani ya mege awii oma naa-moti-ta 
  1SG GEN.DEF money pouch stealth 1SG.BEN1-take-IP 
  私の財布が盗まれた 
 
動作主を明示するが、与格目的語を主題としてそれに一致する与格の人称代名

詞を動詞に前接させる構文をみる。 
 

(23) a. ani edi na-no-ta    
  1SG rain 1SG.O-eat-IP    
  私は雨に降られた 

 
 b. ani papua kaa mee kaa mee mana 
  1SG Papua APS person INS Mee language 
  na-topi-p-i    
  1SG.O-teach-MP-3SG.M.S    
  私はパプアの人にメエ語を習った 

 
動作主を明示するが、受益者を主題としてそれに一致する受益者格の人称代名

詞を動詞に前接させる構文をみる（以下の文例のばあいは受益者系列 II の人称接

辞）。 
 

(24) a. ani ki amaatabinee kaa emo  
  1SG DET.SG.M leech GEN.INDF blood  
  na-duwa-ag-ai     
  1SG.BEN2-cut-RP-3PL.S     
  私はヒルどもに血を吸われた 

 

4.7. 補文標識 
限定詞 ki / ko が補文標識として文に付されると補文化されて、名詞句や副詞節

を構成する。 
 

4.7.1.  補文標識が付されて名詞句を構成する文例 
(25) a. dugi nee-yoo-ta ko jon  

  potato 1PL.BEN1-cook-IP COMP John  
  ごはんを作ってくれたのはジョンでした 
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 b. aki ki paniai uwii ko peu  
  2SG DET.SG.M Paniai go.INF COMP bad  
  お前はパニアイに行くのはダメだ 
 
 c. debi pai koyokaa edi we-eg-a ko yuwa 
  wet bear.INF CNJ rain fall-RP-3SG.F.S COMP probable 
  濡れているので多分雨が降ったのだろう 
 

 d. kouda make doo-ta bagume kou ko umii-tou 
  there LOC see-IP dream DEM.SG.F DET.SG.F live-be.INF 
  duba ewa te duwai ko dáá koyokaa 
  inside being NEG cut COMP must.not CNJ 
  そこで見た夢は生きてゆく中で必ず叶うから 

 
 e. ito kou ani ya wegai nee koo 
  now DEM.SG.F 1SG GEN.DEF speak.INF IRR COMP 
  いま私が話すのは 

 
 f. egaadoo tai ko dáá manaa  
  inquire do.INF COMP prohibition affair  
  尋ねてはいけない事 
 
 g. tokiyo tawaa uwii ko edooga mee beu 
  Tokyo Tower go.INF COMP first.time Q NEG 
  beu  tokiyo tawaa uwii ko wiyaago 
  NEG  Tokyo Tower go.INF COMP second 
  東京タワーは初めてですか？ 

いや、東京タワーには二回行ったことがあります 
 

 h. yosua ya ekina ko egaa uwee-teig-a 
  Joshua GEN.DEF pig DET.SG.F run go-PFV-3SG.F.S 
  na ko weda dani   
  HYP DET.SG.F fear like   
  ヨシュアの豚が走っているのは変だね 
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 i. ani ki mee mana ko wegai 
  1SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F speak.INF 
  ko ebe udo     
  COMP mouth heavy     
  私はメエ語を話すことができない 

 
4.7.2.  補文標識が付されて副詞節を構成する文例 

(26) a. aweeta ki-p-a ko epi  
  tomorrow become-MP-3SG.F.S COMP knowing  
  明日になれば分かる 

 
 b. yoka tauwani ena ki-p-i ki epi  
  child year one become-MP-3SG.M.S COMP knowing  
  子供（男の）は1歳になると物が分かる 

 
 b’. yoka tauwani ena ki-p-a ko epi  
  child year one become-MP-3SG.F.S COMP knowing  
  子供（女の）は1歳になると物が分かる 

 
 c. okai kou gaa kou mee maiya ito 

  3SG DEM.SG.F time DEM.SG.F person also now 
  ko gaa maki-yake ko   
  DET.SG.F time place-CVM COMP   
  かの時代の人たちも、今は時代が変わって 

 
 d. kou tekeepo-opa kodaa dakii ti-touyogo ko 

  DEM.SG.F pandanus-place DEM.SG.F arrive.INF do-CVM COMP 
  パンダヌス園に到着したならば 

 
 e. karel gobai ya peu awi-yake ko 

  Karel Gobai GEN.DEF no.good get-CVM COMP 
  カレル・ゴバイがダメにして 

 
 f. mee wado too wado ti-yake ko 

  person upward FOC upward do-CVM COMP 
  人口がどんどん増えて 
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 g. ani ya gai ko paniai uwi-p-aa  
  1SG GEN.DEF think.INF COMP Paniai go-MP-2PL.S  
  naa enaa       
  HYP good       
  私の思うに（君たちは）パニアイに行った方がいい 

 

4.8. 話法 
メエ語では日本語の「と」にあたる引用符（補文標識）はない。 

4.8.1. 直接話法の文例 

発言を引用するばあい、直接話法が一般的に用いられる。 
 

(27) a. okai ki kii mee kii  
  3SG DET.SG.M DEM.SG.M person DEM.SG.M  
  wagei wega-ta    
  3O.kill.IMP.PL speak-IP    
  彼はその人を殺せと言った 
 

 b. mee ino ma ko tee oo-wegai 
  person other COM DET.PL.F NEG 3BEN1-speak.IMP.SG 
  ene-emeg-i     
  1SG.O.tell-DP2-3SG.M.S     
  他の人と話してはいけない、と言ってくれた 
 

 c. ani ki okai ikane kou dou nu 
  1SG DET.SG.M 3SG fish DEM.SG.F see.INF/IMP NI.VOC 
  eti-ta     
  3O.tell-IP     
  1) 私は彼にサカナを見たよと言った 

2) 私は彼にサカナを見せてくださいと言った 
 

4.8.2. 間接話法の文例 
動詞 wegai では間接話法の文が確認されていない。動詞 enii では 1 件だけ以

下の文例があるが、さらに確認が必要である。 
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(28) a. aki ki ani okai wagii eni-ta 
  2SG DET.SG.M 1SG 3SG 3O.kill.IMP/INF 1SG.O.tell-IP 
  あなたは私に彼を殺させた 
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メエ語の文例集5. 格の標識と後置詞 

 
 
キーワード：格，具格，属格，同格，主語の標識，分裂他動詞性，関係節の属格主語，自動詞文，他動詞

文，道具主語，与格，向格，後置詞，所格，離格，到格，共格  
 
Keywords: case, instrumental, genitive, appositive, subject marker, split-transitivity, genitive subject of relative 

clause, intransitive sentence, transitive sentence, subject of instrument, dative, allative, postposition, 
locative, delative, terminative, comitative 

 
 
5.1. 具格の標識 
5.2. 属格の標識 
5.3. 同格の標識 
5.4. 主語の標識 
5.5. 向格／所格と与格の標識 
5.6. 後置詞 
 
 

5.1. 具格の標識 
具格標識 kaa にはそれ以外にいくつかの機能がある。場所の格の標識（5.1.2.）、

対比の標識（5.1.3.）、属格の標識（5.2.2.）、同格の標識（5.3.）、他動詞文の不定

主語の標識（5.4.2.2.）、理由の従属節を導く接続詞（6.4.4.）、である。対比の標

識については同音異義と考えるべきように思える。まだわからない機能もあり、

さらに調査が必要である。 

5.1.1. 具格（手段、材料、原因）の文例 
(1) a. kopa kaa wagi-dou    
  stick INS 3O.hit-see    
  棒でそれをつつく 
 
 b. kapoge kaa wunai    
  paper INS wipe.INF    
  紙で拭く 
 
 c. mapii iyee kaa ikane tonii   
  banana leaf INS fish wrap.INF   
  バナナの葉で魚を包む 
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 d. ani ki pinsiu kaa uga-ta   
  1SG DET.SG.M pencil INS write-IP   
  私は鉛筆で書いた 
 
 e. owaa duba nakagi kaa wedabaa kai  
  house inside smoke INS much become  
  家の中が煙で充満している 
 
 f. mege kaa edai    
  smoney INS buy.INF    
  お金で買う 
 
 g. mogo kaa migi-ta owaa    
  stone INS build-IP house    
  石造りの家 
 
 h. piya kaa keiti-ta    
  wood INS work-IP    
  木で出来ている 
 
 i. jon ya owa-apa too ko bado kaa ko 
  John GEN.DEF house-place TER DET.SG.F foot INS DET.PL.F 
  te uwi-make      
  NEG go-able      
  ジョンの家までは足では歩いていけません 
 
 j. ani kidaa peka kaa dou   
  1SG DEM.SG.M eye INS see   
  自分の眼で見る 
 
 k. ani akaato pekaa kaa dou   
  1SG REFL eye INS see   
  自分の眼で見る 
 
 l. ekina kou deno age kaa ede~ede ti-ta 
  pig DEM.SG.F fern root INS vomit~RDP do-IP 
  豚がワラビの根を吐いた 
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5.1.2. 具格標識 kaa と同じ形式が場所の標識（所格・離格）として使われる文

例 
 
(2) a. wako kapuni kaa wegaa tai manaa kodo 
  lower village LOC speak do.INF lamguage DEM.SG.F 
  ko wegai ma ko dáá  
  DET.SG.F speak.INF FOC COMP prohibition  
  平地の村で話しする言葉を話したりするのは禁止 
 
 b. keida kaa to-ta yokaaga-ido ke   
  there.PL LOC stay-IP youth-PL DET.PL.M   
  それらの場所で留まっている若者たち 
 
 c. buguwa kaa      
  forest DEL      
  森から 
 
 d. tokiyo kaa      
  Tokyo DEL      
  東京から 
 
 e. aki ya peka kaa yimuu ka-motii  
  2SG GEN.DEF eye DEL dirt 2SG.BEN2-take.INF  
  あなたの眼からごみを取る 
 

5.1.3. 具格標識 kaa と同じ形式が対比の標識として使われる文例 
(3) a. getó kaa me-ta mee ko okai  
  yesterday FOC come-IP person DET.SG.F 3SG  
  昨日来た人は彼女だ 
 
 b. getó kaa wega-p-e manaa make  
  yesterday LOC speak-MP-1PL.S story DEL  
  goo-yaiki-p-e manaa     
  draw-release-MP-1PL.S story     
  昨日語った話しの続きの話し 
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 c. ani ya kaa ekina kou wagi-ta  
  1SG GEN.DEF FOC pig DEM.SG.F 3O.kill-IP  
  （他人ではない）私が豚を殺した 
 
 d. ani ya ekina kaa kou wagi-ta  
  1SG GEN.DEF pig INS DEM.SG.F 3O.kill-IP  
  私が（他の動物ではない）豚を殺した 
 
 e. kii mee kii ya dodi kaa 
  DEM.SG.M person DEM.SG.M GEN.DEF dog FOC 
  wagi-ta kodo ko    
  3O.kill-IP DEM.SG.F DET.SG.F    
  この男が（豚ではなく）犬を殺した奴だ 
 
 f. dodi kou wagi-ta kaa mee kidi ki 
  dog DEM.SG.F 3O.kill-IP FOC person DEM.SG.M DET.SG.M 
  kii mee kii    
  DEM.SG.M person DEM.SG.M    
  犬を殺した人はその男だ（犬を殺した人がすぐにわからず、しばらく調べ

たうえで） 
 

cf. g. dodi kou wagi-ta mee kidi ki  
  dog DEM.SG.F 3O.kill-IP person DEM.SG.M DET.SG.M  
  kii mee kii    
  DEM.SG.M person DEM.SG.M    
  犬を殺した人はその男だ（その場で） 
 
 h. tiyakee ito ko inii mee kaa ko mee  mana 
  CNJ now DET.SG.F 1PL Mee FOC DET.SG.F Mee  language 
  manaa kou wega-ate manaa   
  story DMT.F speak-PROG story   
  それで今、我々メエ人がメエ語の話しを話しているという話し 
 
 i. okeyai wiyaa kaa ekina aa-naimi-ta   
  3DU two FOC pig DU-1SG.O.give-IP   
  あの二人が豚を私にくれた 
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 j. okei ya ekina kaa no-ta   
  3PL GEN.DEF pig FOC eat-IP   
  彼らの豚が食べた 
 
 k. ibo mogoo ma miyoo mogoo ma uba-yake 
  big stone COM small stone COM search-CVM 
  ibo mogoo kaa kodo motii   
  big stone FOC DEM.SG.F take.INF   
  大きい石と小さい石を探して大きい石を採る 
 
 l. jon kaa kidi wagi-ta mee yosua kaa kidi 
  John FOC DEM.SG.M 3O.hit-IP Q Joshua FOC DEM.SG.M 
  jon kaa kidi beu tiyake yosua kaa kidi 
  John FOC DEM.SG.M NEG CNJ Joshua FOC DEM.SG.M 
  ジョンの方を叩いたの、ヨシュアの方なの？ 

ジョンの方じゃなくて、ヨシュアの方だ 
 
 m. méimee kaa kidi me-eg-i    
  who FOC DEM.SG.M come-RP-3SG.M.S    
  yosua kaa kidi     
  Joshua FOC DEM.SG.M     
  （知っている何人かのうち）誰が来たの？ 

ヨシュアだ。 
 
 n. edooga uwi-goo-ta ko miyo kaa tauwani  
  first.time go-PFV-IP DET.SG.F past FOC year  
  初めて行ったのは去年です 
 
cf. n’. edooga uwi-goo-ta ko miyo tauwani  
  first.time go-PFV-IP DET.SG.F past year  
  初めて行ったのは去年です 
 
 o. kou ekina kou ko okei ya kaa 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F 3PL GEN.DEF FOC 
  それは彼らのだ 
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5.2. 属格の標識 
属格標識には所有者の定性の違いによって異なる二つの形式がある。所有者が

定であるばあいには ya が付され、不定のばあいには kaa が付される。9 月の研

修では講師より人間には ya を使い、豚などには kaa を使うという話があった。

一般に人間について語るときは特定の人間のことが多いのに、豚を語るときは不

特定の豚一般についてのことが多いことを反映しているものと考えられる。 
 
(4) a. kou ko méiyaa ekina   
  DEM.SG.F DET.SG.F whose pig   
  それは誰の豚か？ 
 
 b. kou ekina kou ko ani ya ekina 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F 1SG GEN.DEF pig 
  それは私の豚だ 
 
 c. kou ekina kou ko mee kaa ekina 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F person GEN.INDF pig 
  それは誰かの豚だ 
 
 d. kou ekina kou ya boo ko káiya 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F GEN.DEF foot DET.SG.F where 
  その豚の足はどこだ？ 
 
cf. e. ekina boo      
  pig animal.foot      
  豚の足［複合名詞］ 
 

5.2.1. 所有者に ya が付される文例 
(5) a. dance ya bado    
  Dance GEN.DEF human.foot    
  ダンチェ（人名）の足 
 
 b. okei ya ekina ka no-ta  
  3PL GEN.DEF pig FOC eat-IP  
  彼らの豚が食べた 
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5.2.2. 所有者に kaa が付される文例 
(6) a. yame kaa bado    
  man GEN.INDF foot    
  男の足 
 
 b. mee wedabaa kaa ekina   
  person many GEN.INDF pig   
  沢山の人の豚 
 

5.3. 同格の標識 
先行する名詞句や文節によって後続する名詞句の属性があらわされる同格のば

あいに、不定の属格標識と同じ kaa という形式が付される。 

5.3.1. 修飾名詞句に kaa が付される文例 
 (7) a. yepaani kaa mee    

  Japan APS person    
  日本人［複数］ 
 
 b. yepaani kaa yokaa    
  Japan APS pig    
  日本人のこども 
 
 c. yepaani kaa ekina    
  Japan APS pig    
  日本からの豚 
 
 d. owaa kapa-uto kaa okei ya ka togi-yaawi-ta 
  house near APS 3PL GEN.DEF FOC destine-PFV-IP 
  ida kodaa     
  place DEM.SG.F     
  家の近くの、彼らがはっきり決めた場所で、そこで 
 
 e. woya kaa mee kii   
  tall APS person DEM.SG.M   
  背の高い人 
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 f. enaa kaa iyee    
  good APS idea    
  （特定の）良い考え 
 
cf. f’. enaa iyee     
  good idea     
  （一般の）良い考え 
 
 g. adekaa ibo ko kii kaa kii ke 
  price big DET.SG.F DEM.SG.M APS DEM.SG.M DET.SG.M 
  beu tiyake kou kaa kou  
  NEG CNJ DEM.SG.F APS DEM.SG.F  
  値段が高いのはこっちの方じゃなくてあっちの方だ 
 
 h. miyo kaa tauwani ewaa to-og-a  
  past APS year existence be-RP-3SG.F.S  
  去年はあった、去年は持っていた 
 
 i. okai ki pidini wadoo kaa mugee moti-yake 
  3SG DET.SG.M dish up APS meat take-CVM 
  no-ta        
  eat-IP        
  彼は皿の上の肉を取って食べた 
 
 j. peku kaa ikane    
  lake APS fish    
  湖の魚 
 
 k. ibo tekoodaa kaa kuduu   
  big school GEN.INDF teacher   
  大学の先生 
 
 l. tani ida kaa edi   
  sun LOC APS rain   
  天気雨 
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 m. kouda kaa ekina beu to-p-a nu máagiyoo kaa 
  there APS pig NEG be.SG.F NI.VOC what INS 
  あそこの豚いないね、どうしたの 
 
 n. yagumo kaa e-tawa-ta    
  woman APS 3O-join-IP    
  女の分身霊（男に憑いている女性分身霊） 
 

5.3.2. 修飾節に kaa が付される文例 
 (8) a. getó me-ta kaa mee ki méimee 

  yesterday come-IP APS person DET.SG.M who 
  昨日来たの人はどの人か？ 
 
 b. boka-ta kaa ki kawi kaa kii  
  die-IP APS COMP which.M APS DEM.SG.M  
  （横になった人が並んでいる状況で）死んだ人（男）はどの人か？  
 
 b’. boka-ta kaa ko kawo kaa kou  
  die-IP FOC COMP which.F APS DEM.SG.F  
  （横になった人が並んでいる状況で）死んだ人（女）はどの人か？  
 
cf. c. boka-ta kaa mee ki méimee   
  die-IP FOC person DET.SG.M who   
  （名簿をみて）死んだ人（男）は誰？  
 

5.4. 主語の標識 
主文に関して、自動詞文では主語は無標識である。一方で、他動詞文では動詞

の他動性が高いと標識が付されることが多いが、動詞の他動性が低いと無標識で

ある。分裂他動詞性の可能性がある。 
関係節に関して、通常の関係節では自動詞文も他動詞文も主語に義務的に標識

が付される。属格主語の標識と考えられる。 

5.4.1. 自動詞文の主語の標識 
自動詞文では、関係節を除き、主語は無標識である（ただし反例になりそうな

文例(q)を参照）。動作主性が高い自動詞のばあいも主語は無標識である。 
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(9) a. okei umitou te-ete     
  3PL living do-IP     
  彼らが生活している 
 
cf. a’. *okei ya umitou te-ete    
  3PL GEN.DEF living do-IP    
  ［非文］ 
 
 b. getó maki pigii ewaa ki-p-a 
  yesterday land shake existence become-MP-3SG.F.S 
  昨日地震があった 
 
 c. kou uwo duba kouya ko une~unee uwo 
  DEM.SG.F water inside there DET.SG.F sleep~RDP water 
  maiya to-p-a     
  also be-MP-3SG.F.S     
  その飲み物にはアルコールも入っている 
 
 d. ita-awe ida akagi-ta mogoo to-p-a  
  road-at LOC break-IP stone be-MP-3SG.F.S  
  道に割れた石がある 
 
 e. kouda make ko mee wado too wado 
  there DEL DET.SG.F person up CONT up 
  ti-yake ko ti-yake    
  do-CVM COMP do-CVM    
  それからは人の数がますます増えに増えて 
 
 f. ani owa-apa maiya tekooda-apa maiya tope-ig-a 
  1SG house-place also school-place also study-HAB-1SG.S 
  私は家でも学校でも勉強した 
 
 g. ani ki yooni-yake to-ta gaa kodo 
  1SG DET.SG.M stand-CVM be-IP time DEM.SG.F 
  okai kiyai~kiyai ti-ta    
  3SG smile~RDP do-IP    
  私が立っていた時に彼は笑っていた 
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 h. okai dugi no-otigoo gaa kodo otii ti-ta 
  3SG potato eat-PPROG time DEM.SG.F jump do-IP 
  彼はご飯を食べながらジャンプした 
 
 i. dugi no-yaawi-yake okai me-ta    
  potato eat-PFV-CVM 3SG come-IP    
  ご飯を食べ終わると彼が来た 
 
 j. inii yoko nee-me-eg-ai    
  1PL back 1PL.HON-come-RP-3PL.S    
  私たちは帰って来た（謙譲表現） 
 
 k. inii dugi noo-me-eg-ai    
  1PL potato eat-come-RP-3PL.S    
  私たちは食事に来た（謙譲表現） 
 
 l. ani dugi nee-noo-me-eg-ai   
  1SG potato 1PL.HON-eat-come-RP-3PL.S   
  私は食事に来た（謙譲表現） 
 
 m. ikai aa-mei beu ti-p-aa   
  2DU DU-come.INF NEG do-MP-2PL.S   
  あなたたち二人は来なかった 
 
 n. jon owa-apa ko ká  dani ti-yake uwi-ta  
  John house-ALL DET.SG.F how like do-CVM go-IP  
  ジョンは家へどうやって行ったの？ 
 
 o. koma iga uwi-ta  jon ya owaa-pa too 
  vehicle LOC go-IP  John GEN.DEF house-place TER 
  ko bado kaa ko te uwi-make  
  DET.SG.F foot INS DET.PL.F NEG go-able  
  バスで行った  ジョンの家までは足では歩いて行けないんだ 
 
以下の自動詞文の文例で主語に付されている kaa は、対比の標識の kaa と考

えられる。 
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 p. méimee kaa kidi ki me-eg-i 
  who FOC DEM.SG.M DET.SG.M come-RP-3SG.M.S 
  yosua kaa me-eg-i    
  Joshua FOC come-RP-3SG.M.S    
  （大勢のその中で）誰が来たの？ 

（大勢のその中で）ヨシュアが来た 
 
cf. p’. méimee kidi me-eg-i   
  who DEM.SG.M come-RP-3SG.M.S   
  yosua kidi me-eg-i    
  Joshua DEM.SG.M come-RP-3SG.M.S    
  （2人のうちで）誰が来たの？ 

（2人のうちで）ヨシュアが来た 
 
以下の自動詞文での kaa は具格としたが、主語の標識の可能性も否定できず、

あるいは対比の標識の可能性もある。さらに確認が必要である。 
 
 q. owaa duba nakagi kaa wedabaa kai  
  house inside smoke INS much become  
  家の中が煙で充満している（家の中で煙が充満している） 
 
 q’. owaa duba nakagi wedabaa    
  house inside smoke much    
  家の中が煙で充満している（家の中で煙が充満している） 
 

5.4.1.1. 関係節での自動詞文の主語の標識 
関係節の自動詞文では、定の主語には ya が付されなければならない。前述の

ように主文では付してはならない。不定の主語のばあいは他動詞文の関係節と同

様に kaa が付されるものと考えられるが、文例がなく、さらに調査が必要である。 
 

(10) a. okei ya umitou ti-ta manaa   
  3PL GEN.DEF living do-IP story   
  彼らが生活したこと 
 
cf. b. *umitou ti-ta okei ya manaa   
  living do-IP 3PL GEN.DEF story   
  ［非文］ 
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自動詞関係節の定の主語に義務的に付される ya にさらに対比標識の kaa が
連続すると、結果として主語に ya kaa が付されることになる。 

 
 c. okei ya kaa umitou ti-ta manaa  
  3PL GEN.DEF FOC living do-IP fact  
  彼らが生活したこと 
 

5.4.2. 他動詞文の主語の標識 
他動詞文では、複他動詞などの他動性が高い動詞が使われるばあい、基本的に

主語に属格標識と同じ ya または kaa が付されるが、省略されることもある。と

くに感覚や非随意的動作などの他動性の低い動詞では主語は無標識となる。分裂

他動詞性と思われ、どのような特性によって他動詞文の主語の標識が定まるのか、

さらに調査が必要である。 

5.4.2.1. 他動詞文の主語が無標識の文例 
 (11) a. ani ki okai wagi-p-a wega-ta  

  1SG DET.SG.M 3SG 3O.kill-MP-3SG.F.S tell-IP  
  私はその人が殺したと言った 
 
 b. okai ki ani ya ugai-piyauto  
  3SG DET.SG.M 1SG GEN.DEF write-stick  
  na-doki-to-p-i   
  1SG.BEN2-take-CONT-MP-3SG.M.S   
  彼が私のペンを持って行った 
 
他動詞文でも感覚・心理・非随意の身体動作をあらわす他動詞のばあいには主

語が無標識でなければならない。 
 
 c. aki ki kou pii kou unu yumi-ta 
  2SG DET.SG.M DEM.SG.F flower DEM.SG.F scent smell-IP 
  君はその花の香りを嗅いだ 
 
 c’. *aki ya kou pii kou unu yumi-ta 
  2SG GEN.DEF DEM.SG.F flower DEM.SG.F scent smell-IP 
  ［非文］ 
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 d. kou ekina kou eda duba kaa dugi 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F fence inside APS potato  
  kou do-ote    
  DEM.SG.F see-PROG    
  あの豚は柵のなかのイモを見ている 
 
 e. uka bedo kou ko yame bedo kaa manaa 
  female bird DEM.SG.F DET.SG.F male bird GEN.INDF voice 
  ee-yuwe-ete   
  sigh-listen-PROG   
  メス鳥がオス鳥の鳴き声をしっかり聞いている 
 
 f. ekina ko eniya weda te gai  
  pig DET.SG.F spirit fear NEG feel.INF  
  豚は精霊を怖れない 
 
 g. kou yoka kou ekina mugee kou 
  DEM.SG.F child DEM.SG.F pig meat DEM.SG.F 
  kibigi e-te-ete     
  envy 3O-do-PRG     
  その子は豚肉のことを羨ましがっている 
 
 h. okai ki kou mana kou utugu 
  3SG DET.SG.M DEM.SG.F story DEM.SG.F head 
  be ga-ate       
  hate feel-PROG       
  彼はその話に怒っている 
 
 i. okai kou yagumo kou adaku e-ti-ta  
  3SG DEM.SG.F woman DEM.SG.F forget 3O-do-IP  
  彼はその女を忘れた 
 
 j. aki ki kou yagumo yoka kou ide 
  2SG DET.SG.M DEM.SG.F woman child DEM.SG.F like 
  e-ga-ate mee     
  3O-feel-PROG Q     
  君はあの娘が好きなのか？ 
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 k. ani ki roti ko ide beu kodeyaa 
  1SG DET.SG.M bread DET.SG.F like NEG CNJ 
  dugi ko ide    
  potato DET.SG.F like    
  私はパンよりイモの方が好きだ 
 
 l. ani kii yame kii ke be e-ga-ate 
  1SG DEM.SG.M man DEM.SG.M DET.SG.M hate 3O-feel-PROG 
  私はあの男は嫌いだ 
 
 m. kou dodi kou puga idaiga wigi te-ete 
  DEM.SG.F dog DEM.SG.F tail LOC pain do-PROG 
  その犬は尻尾のところを痛がっている 
 

5.4.2.2. 他動詞文の主語が有標識の文例 
ya または kaa が付される他動性の高い他動詞文の主語では、属格標識と平行

して、主語の定性の違いによって異なる標識が付される。主語が定であるばあい

は ya が付され、不定のばあいは kaa が付される。 
 
(12) a. yoka kii ya emo na-duwai   
  child DEM.SG.M GEN.DEF blood 1SG.BEN2-cut   
  そのこども［定］が私の血を吸う 
 
 b. yoka kaa emo na-duwai    
  child GEN.INDF blood 1SG.BEN2-cut    
  こども［不定］が私の血を吸う 
 
 c. kou ekina kou ya dugi no-ta  
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F GEN.DEF potato eat-IP  
  その豚がイモを食べた 
 
cf. c’. *kou ekina kou kaa dugi no-ta  
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F GEN.INDF potato eat-IP  
  ［非文］ 
 
他動詞文で主語に付す ya が使えない感覚動詞の文例がある。 
 

224



 d. *aki ya kou pii kou unu yumi-ta 
  2SG GEN.DEF DEM.SG.F flower DEM.SG.F scent smell-IP 
  ［非文］（意図：君はその花の匂いを嗅いだ） 
 

5.4.2.3.  主語に ya が付される文例 
 (13) a. okei ya kei bage-ido oo-tou ti-ta 

  3PL GEN.DEF DEM.PL.M people-PL 3BEN1-protect do-IP 
  彼らはその人たちを守った 
 
 b. okai ya wage-eteg-i yuwa  
  3SG GEN.DEF 3O.kill-DP1-3SG.M.S probable  
  たぶん彼が殺した 
 
 c. ani ya mee wagi-p-a yuwa ewo 
  1SG GEN.DEF person 3O.kill-MP-1SG.S probable ignorant 
  私は人を殺していたようだ（泥酔して知らなかったが） 
 
 d. ani ya oka-apa aki ki meni-ta 
  1SG GEN.DEF 3SG-DAT 2SG DET.SG.M 3O.give-IP 
  私は彼（女）にお前をあげた 
 
 e. ani ya aki ani ya ekina kani-ta 
  1SG GEN.DEF 2SG 1SG GEN.DEF pig 2SG.O.give-IP 
  私はあなたに私の豚をあげた 
 
 f. yame kii ya ani ekina naimi-ta  
  man DEM.SG.M GEN.DEF 1SG pig 1SG.O.give-IP  
  その人が私に豚をくれた 
 
 g. okai ya méimee wagi-ta   
  3SG GEN.DEF who 3O.hit-IP   
  あの人は誰を叩いたの？ 
 
 h. jon ya dugi nee-yo-omeg-i   
  John GEN.DEF potato 1PL.BEN1-cook-DP2-3SG.M.S   
  ジョンがご飯を作ってくれたのでした 
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 i. jon ya yosua wagi-p-i manaa  
  John GEN.DEF Joshua 3O.hit-MP-3SG.M.S story  
  ジョンがヨシュアを叩いた話し 
 
 j. akaitai ya ki menooka ka-paa-p-i 
  2SG.father GEN.DEF DET.SG.M when 2SG.O-bear-MP-3SG.M.S 
  お父さんはあなたをいつ産みましたか？ 
 
 k. ani ya ko okai ki ake-epa ko 
  1SG GEN.DEF DET.SG.F 3SG DET.SG.M 2SG-DAT DET.SG.F 
  te kani-make     
  NEG 2SG.O.give-able     
  私はあなたに彼をあげられない 
 
 l. aki ya na maiya kou mana kou 
  2SG GEN.DEF also also DEM.SG.F story DEM.SG.F 
  ká dani goda-dou     
  how like clear-try     
  君にしてもその話をどうにか説明してみろ 
 
以下の文例では、自動詞の uwii ではなく、ya-a-pai < ya-e-pai（産ませる）の他

動性が高いために主語に ya が付されていると考えられる。 
 

 m. dokter ya yoka ya-a-pai nee dideewa 
  doctor GEN.DEF child 3BEN2-3O-bear.INF OPT hospital 
  uwii       
  go.INF       
  医者が母親に子供を産ませようと病院へ行く 
 
以下は道具主語の文例である。 
 
 n. kii pute-wee kii ya  ekina ko 
  DEM.SG.M iron-knife DEM.SG.M GEN.DEF  pig DET.SG.F 
  te duwa-doke  (duwa-make) 
  NEG cut-RES  (cut-able) 
   この小さいナイフでは豚は切れない 
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 o. kou ekina kou ko kii pute-wee 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F DEM.SG.M iron-knife 
  kii ya ki te duwa-make  
  DEM.SG.M GEN.DEF DET.SG.M NEG cut-able  
  この豚はその小さいナイフでは切れない 
 

5.4.2.4.  主語に kaa が付される文例 
(14) a. amaatabinee kaa emo na-duwa-p-a 
  leech GEN.INDF blood 1SG.BEN2-cut-MP-3SG.F.S 
  ヒルに血を吸われた（Lit. ヒルが私の血を吸った） 
 
 b. ani ki amaatabinee kaa emo  
  1SG DET.SG.M leech GEN.INDF blood  
  na-duwa-ag-ai     
  1SG.BEN2-cut-RP-3PL.S     
  私はヒルどもに血を吸われた 
 
以下の文例は道具主語の文例と考えられる。 
 
 c. bodiya kaa nai   
  fire GEN.INDF burn.INF   
  火で焼ける（Lit. 火が焼く） 
 
以下の文例は副詞節の主語と主文の主語とが異なる文例と考えられる。 
 
 d. ukiya kaa na-doki-yake uwii nee ti-p-a 
  wind GEN.INDF 1SG.O-carry-CVM go.INF IRR do-MP-1SG.S 
  私は風に飛ばされそうになった 
 
以下の文例では道具主語の文となっているが、具格を付された名詞句が主題と

なっていることによるものと考えられる。 
 
cf. e. pute-wee kaa ani ya gane duwa-doke ti-p-a 
  iron-knife INS 1SG GEN.DEF hand cut-RES do-MP-3SG.F.S 
  ナイフで私の手を切った 
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cf. f. nogu pute-wee kaa ko ekina te duwa-make 
  blunt iron-knife INS DET.SG.F pig NEG cut-able 
  (duwa-doke)   
  (cut-RES)   
  鈍いナイフでは豚は切れない 
 
cf. g. kou ekina kou ko pute-wee kaa ko 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F iron-knife INS DET.SG.F 
  te duwa-make  
  NEG cut-able  
  この豚はナイフでは切れない 
 
以下の 2 文例は 2 重主語文のようにもみえる。主文の動詞時制接尾辞はボール

と一致するようであるが、はっきりしない。従属節の目的語のボールが主文の主

語としては明示されずに伏在している可能性がある。 
 
 h. ukiya kaa kii boda kii doki-yake 
  wind GEN.INDF DEM.SG.M ball DEM.SG.M carry-CVM 
  uwi-p-a    
  go-MP-3SG.F.S    
  風でボールが持っていかれた 
 
 h’. ukiya kaa kii boda kii doki-yake 
  wind GEN.INDF DEM.SG.M ball DEM.SG.M carry-CVM 
  uwi-p-i      
  go-MP-3SG.M.S      
  風で小さいボールが持っていかれた 
 
構文の類似した以下の文例では、kaa は具格として機能している。 
 
cf. i. ani ki ukiya kaa apaipuu ti-daa tai 
  1SG DET.SG.M wind INS fall.forward do-SPN do.INF 
  私が風に吹き飛ばされる 
 

5.4.2.5. 関係節での他動詞文の主語の標識 
定の主語のばあいには ya が付される。不定の主語のばあいは kaa が付される。

主語に ya あるいは kaa が付されないと非文となる。 
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(15) a. okei ya kaa keiti-ta tai  
  3PL GEN.DEF FOC work-IP field  
  あの人たちが作った畑 
 
 a’. *okei keiti-ta tai    
  3PL work-IP field    
  ［非文］ 
 
 b. jon ya yosua wagi-p-i manaa   
  John GEN.DEF Joshua 3O.hit-MP-3SG.M.S story   
  ジョンがヨシュアを叩いた話し 
 
 b’. *jon yosua wagi-p-i manaa    
  John Joshua 3O.hit-MP-3SG.M.S story    
  ［非文］ 
 
不定の主語の他動詞文が関係節になっている文例をみる。3 人称単数代名詞 

okai がこの文例では不定指示詞のように使われているようにみえる。 
 
 c. okai mee ida-ana kaa keiti-ta tai 
  3SG person CLF--one GEN.INDF work-IP field 
  ある人が作った畑 
 
cf. c’. kii mee kii okai ya keiti-ta tai 
  DEM.SG.M person DEM.SG.M 3SG GEN.DEF work-IP field 
  この人が作った畑 
 
cf. d. kii ke okai ya wagi-ta mee  
  DEM.SG.M DET.SG.M 3SG GEN.DEF 3O.kill-IP person  
  あれが彼が殺した人だ 

 
指示詞（指示代名詞）を修飾する節も関係節と考えられる。 
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 e. kii mee kii ya dodi kaa wagi-ta 
  DEM.SG.M person DEM.SG.M GEN.DEF dog FOC 3O.kill-IP 
  kodo ko     
  DEM.SG.F DET.SG.F     
  この男が（豚ではなく）犬を殺した奴だ 

 
 f. wane dugi no-ta kodo ko ekina ma 
  evening potato eat-IP DEM.SG.F DET.SG.F pig COM 
  夕飯に食べたのは豚肉と一緒にだった 
 
また、補文標識に導かれる以下の副詞節も関係節の一種と考えられる。知覚動

詞 gai の主語 ani に ya が標識されていることからそれが裏付けられる。 
 

 g. ani ya gai ko paniai uwi-p-aa naa enaa 
  1SG GEN.DEF think.INF COMP Paniai go-MP-2PL.S HYP good 
  私の思うに（君たちは）パニアイに行った方がいい 
 
道具主語の関係節の文例をみる。 
 
 h. kii pute-wee kii ya duwa-ta ekinaa 
  DEM.SG.M iron-knife DEM.SG.M GEN.DEF cut-IP pig 
  このナイフで切った豚 
 
 h’. kii pute-wee kii ya duwai ekinaa 
  DEM.SG.M iron-knife DEM.SG.M GEN.DEF cut.INF pig 
  このナイフで切った豚 
 
 i. ani ki kii pute-wee kii ya duwai 
  1SG DET.SG.M DEM.SG.M  iron-knife DEM.SG.M GEN.DEF cut.INF 
  ekinaa no-p-a      
  pig eat-MP-1SG.S      
  私はこのナイフで切った豚を食べた 
 
他動詞文および自動詞関係節の主語に ya kaa が付されることがある。kaa は主

語を他と対比する標識と考えられる。 
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(16) a. okei ya kaa wagi-ta mee   
  3PL GEN.DEF FOC 3O.kill-IP person   
  あの人たちが殺した人 
 
 b. *kii ke okai ya kaa wagi-ta mee 
  DEM.SG.M DET. 3SG GEN.DEF FOC 3O.kill-IP person 
  ［非文］（意図：あれが彼が殺した人だ） 
 

 c. owaa kapauto kaa okei ya kaa togi-yaawi-ta 
  house near APS 3PL GEN.DEF FOC destine-PFV-IP 
  ida kodaa make muumai ti-yaawi-make 
  place DEM.SG.F LOC end do-PFV-able 
  家の近くの、彼らがはっきり決めた場所で、終りにしてしまいます 
 
 d. okei ya kaa dagi-mana meni-ta ko 
  3PL GEN.DEF FOC forehead-speech 3O.give-IP COMP 
  彼らが裁決を下した人 
 
 e. okeyai ya kaa ekina aa-naimi-ta  
  3DU GEN.DEF FOC pig DU-1SG.O.give-IP  
  彼ら二人が豚を私にくれた（私に豚をくれたのは彼ら二人だ） 
 

5.5. 向格／所格と与格の標識 
移動の方向や場所を示す後置詞 epa が与格を明示するばあいにも用いられる。

与格標識を付された名詞句は焦点位置である動詞の直前におかれることが多いよ

うである。 

5.5.1. 向格／所格の文例 
(17) a. ani yuma-apa ko uwo to-p-a  
  1SG nose-ALL DET.SG.F water be-MP-3SG.F.S  
  私の目の前に（Lit. 鼻の方に）水がある 
 
 b. ane-epa ugai-piyauto ki doki-to-p-a 
  1SG-ALL write-stick DET.SG.M carry-CONT-MP-1SG.S 
  私の方へペンを持って来てある 
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 c. ane-epa ko woda unu yumi-daa te-ete 
  1SG-ALL DEM.SG.F phalanger smell smell-SPN do-PROG 
  私にはクスクスの匂いがしている 
 
 d. ani ki tekoodaa make owa-apa uwi-ta 
  1SG DET.SG.M school DEL house-ALL go-IP 
  私は学校から家に帰った 
 
 e. tika uwa kugowa-apa kouya   
  past age Kugowa-LOC there   
  昔の時代、クゴワに 
 
 f. tokiyo tawa-apa ani dugi nai  
  Tokyo Tower-LOC 1SG potato eat.INF  
  東京タワーで私は食事する 
 

5.5.2. 与格の文例 
(18) a. ibo-me-epa e-doo-wii     
  big-man-DAT 3O-see-go     
  王様に会いに行く 
 
 b. mee ino-opa ko oo-wegaa~wegaa ko 
  person other-DAT DET.PL.F 3BEN1-speak~RDP COMP 
  te tai     
  NEG do.IMP.SG     
  他の人たちにはペラペラ話してはいけない 
 
 c. ani ya aki ko oka-apa meni-ta 
  1SG GEN.DEF 2SG DET.SG.F 3SG-DAT 3O.give-IP 
  私はお前を彼にあげた 
 
 c’. ani ya oka-apa aki ko meni-ta 
  1SG GEN.DEF 3SG-DAT 2SG DET.SG.F 3O.give-IP 
  私は彼にお前をあげた 
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 d. okai ya ani ki ake-epa kani-ta 
  3SG GEN.DEF 1SG DET.SG.M 2SG-DAT 2SG.give-IP 
  彼が私をあなたにあげた 
 
 e. ani ki okai ya ake-epa kani-ta 
  1SG DET.SG.M 3SG GEN.DEF 2SG-DAT 2SG.give-IP 
  私を彼があなたにあげた 
 
 f. ake-epa aa kanii   
  2SG-DAT forward 2SG.O.give.INF   
  （私が前へ動いて）あなたにあげる 
 
 g. ani kidi-ipa yoko naimai  
  1SG DEM.SG.M-DAT backward 1SG.O.give.IMP.SG  
  私に返してください 
 

5.6. 後置詞 
それ以外の後置詞が使われる代表的な文例を示す。 

5.6.1. 所格の後置詞： ida, iga 
(19) a. mee mana idaa ko   
  Mee language LOC DET.SG.F   
  メエ語では 
 
 b. yepaani mana idaa wegai  
  Japan language LOC speak.INF  
  日本語で話す 
 
 c. maki ena idaa mee ida-ana umitou ti-ta 
  land one LOC person CLF-one living do-IP 
  あるところに一人の人が暮らしていた 
 
 d. mee mana ida ugai ti-ta   
  Mee language LOC write.INF do-IP   
  メエ語で物書きした 
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 e. tekeepoo uti idaa make miyo-goo ti-p-a 
  pandanus.fruit tree LOC DEL down-fall do-MP-3SG.F.S 
  パンダヌスの実が木から下に落ちた 
 
 f. ani ki pinsiu-daa uga-ta   
  1SG DET.SG.M pencil-LOC write-IP   
  私は鉛筆で書いた 
 
 g. ani awe ida anigou   
  1SG daylight LOC wake.up.INF   
  私は明るくなった時間に起きる 
 
 h. paniai iga wagii    
  Paniai LOC 3O.hit.INF    
  パニアイで遊ぶ 
 
 i. ani wuu-koma iga tokiyo mei  
  1SG wuu-vehicle LOC Tokyo come.INF  
  私は飛行機で東京に来る 
 
 j. ani tamagawa iga buumai   
  1SG Tama River LOC bathe.INF   
  私は多摩川で水浴する 
 
 k. tamagawa kaa uwo uga buumai  
  Tama River APS water LOC bathe.INF  
  多摩川の水で水浴する 
 
 l. aiko tamagawa iga buumai page  
  forward Tama River LOC bathe.INF NF1.1PL.S  
  私たちはこれから多摩川で水浴する 
 
 m. kiida kiga    
  DEM.SG.M-LOC DET.SG.M-LOC    
  kouda kuga    
  DEM.SG.F-LOC DET.SG.F-LOC    
  そこで、そのところで 
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 n. yabai wado uga uwe-ete   
  cloud upward LOC go-PROG   
  雲の上を飛んでいる 
 
以下の文例では、iga, idaiga が副詞節を構成するようにもみえ、主語の人称代名

詞がその副詞節と主文とで繰り返されている。 
 
 o. okai ki biis koma iga okai tokiyo uwi-ta 
  3SG DET.SG.M bus vehicle LOC 3SG Tokyo go-IP 
  彼はバスに乗って東京へ行った 
 
 p. okai ki biis koma idaiga okai tokiyo uwi-ta 
  3SG DET.SG.M bus vehicle LOC 3SG Tokyo go-IP 
  彼はバスに乗って東京へ行った 
 
 q. jon owa-apa ko ká dani ti-yake uwi-ta 
  John house-place DET.SG.F how like do-CVM go-IP 
  koma iga uwi-ta    
  vehicle LOC go-IP    
  jon ya owa-apa too ko bado kaa ko 
  John GEN.DEF house-place TER DET.SG.F foot INS DET.PL.F 
  te uwi-make       
  NEG go-able       
  ジョンは家へどうやって行ったの？ 

バスで行った。 
ジョンの家までは足では歩いて行けないんだ 

 

5.6.2. 離格と到格の後置詞： make と too 
(20) a. owa-apa make tekeepo-opa too ko  
  house-place DEL pandanus-place TER DET.SG.F  
  家からパンダヌス園までは 
 
 b. paniai make tokiyo kou ko poto 
  Paniai DEL Tokyo DEM.SG.F DET.SG.F far 
  パニアイから東京は遠い 
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 c. ani ki tekooda-apa make owa-apa uwi-ta 
  1SG DET.SG.M school-place DEL house-place go-IP 
  私は学校から家に帰った 
 
 d. fuchuu make tokiyo too tani ena duba uwii 
  Fuchu DEL Tokyo TER hour one within go.INF 
  府中から東京まで1時間で行く 
 
 e. ani ki tani wiyaa make wido too topii 
  1SG DET.SG.M o’clock two DEL three TER study.INF 
  私は2時から3時まで勉強する 
 
 f. abata make meuka didibubu too    
  morning DEL sun set TER    
  朝から日が沈むまで 
 
 g. kou gane make kode too ko woyá 
  DEM.SG.F hand DEL shoulder TER DET.SG.F length 
  手から肩までの長さ 
 
 h. kedi kipo make kode too ko woyá 
  nail finger DEL shoulder TER DET.SG.F length 
  手爪から肩までの長さ 
 
 i. aki ki káiya make ka-paa-p-a 
  2SG DET.SG.M where LOC 2SG.O-bear-MP-3SG.F.S 
  あなたはどこで生まれましたか？（所格のmake） 
 
 j. ani saakuu duba make mege awii gidi-ta 
  1SG sack inside DEL money pouch take.out-IP 
  私は袋から財布を取り出した 
 
 k. bodiya make adii     
  fire DEL put.out.INF     
  火から取り出す 
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5.6.3. 場所・位置の後置詞： duba, wadoo, miyoo, tapa, kapaa, maida, 
kuduga 

(21) a. owaa kugu duba mee beu to-p-ai 
  house room inside person NEG be-MP-3PL.S 
  部屋の中には誰もいない 
 
 b. edi duba uwi-ta    
  rain inside go-IP    
  雨の中を行った 
 
 c. yugiyo po duba    
  mist drip inside    
  霧滴の中 
 
 d. tani duba edi    
  sunshine inside rain    
  天気雨 
 
 e. yage wadoo     
  roof on     
  屋根の上に 
 
 f. yage miyoo     
  roof under     
  屋根の下に 
 
 g. wakaga tapa titi widii tai  
  wall onto mud smear do.INF  
  壁に泥を塗る（tapa: ～の表面に、～の上に） 
 
 h. utugu tapa pagaataapii ewaa   
  head on birthmark existence   
  額にアザがある 
 
 i. awee tapa uwi-ta    
  light in go-IP    
  明るい時に行った（tapa: ～の拡がりの中に） 
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 j. agoo awee tapa uwi-ta   
  moon light in go-IP   
  月の光の中を行った 
 
 k. bunita tapa uwi-ta    
  dark in go-IP    
  夜中、闇の中を行った 
 
 l. keida kaa to-ta yokaga-ido ke owaa migi-ta 
  there.PL LOC stay-IP youth-PL DET.PL.M house build-IP 
  kapaa watiya kodaa     
  beside side DEM.SG.F     
  それらの場所で留まっている若者たちが小屋を建てた脇隣 
 
 m. ita maida to-p-i    
  road in.the.middle be-MP-3SG.M.S    
  道の途中にある 
 
 n. piya maida to-p-i    
  tree in.the.middle be-MP-3SG.M.S    
  木の枝のあいだにある 
 
 o. woda piya maida to-yake wagii 
  phalanger tree in.the.middle be-CVM 3O.kill.IMP.SG 
  クスクスが木にいるから殺せ 
 
 p. kou goo koto kuduga ani wo-uwee  
  DEM.SG.F rattan bridge along 1SG up-go  
  ke-etigoo      
  become-PPROG      
  その籐蔓の橋に沿って私が上って行くと 
 

5.6.4. 共格の後置詞： ma 
(22) a. naitai ma oo-wegaa-yake    
  1SG.father COM 3BEN1-speak-CVM    
  父に話したところ 
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 b. me inoo ma ko tee oo-wegai 
  person other COM DET.PL.F NEG 3BEN1-speak.IMP.SG 
  ene-emeg-i    
  1SG.O.tell-DP2-3SG.M.S    
  他の人と話してはいけない、と言ってくれた 
 
 c. ani ki noukai ma ena dani 
  1SG DET.SG.M 1SG.mother COM one like 
  私は母に似ている 
 
 d. getó e-doo-ta mee ma ena dani 
  yesterday 3O-see-IP person COM one like 
  昨日見た人に似ている 
 
以下の文例の ma は名詞に後続する対比の標識の可能性もある。 
 
 e. wane dugi no-ta kodo ko ekina ma 
  evening potato eat-IP DEM.SG.F DET.SG.F pig COM 
  夕飯に食べたのは豚肉と一緒にだった 
 
 f. okai ma okai ma mee ida-ana aa-wagi-ta 
  3SG COM 3SG COM person CLF-one DU-3O.kill-IP 
  あいつとあいつが人間一人を殺した 
 

5.6.5. 代行・供益の後置詞： maidamake 
所格と離格の組み合わさった maidamake には、「の方から」という元来の意味

のほかに、「の代わりに」「～のために」という代行・共益の意味がある。 
 
(23) a. naitai ki inii uguwoo maidamake 
  1SG.father DET.SG.M 1PL family on.behalf 
  tekeepo-opa nee-uwi-ta   
  pandanus-place 1PL.BEN1-go-IP   
  私の父は家族のためにパンダヌス園へ行った 
 
 b. ani maidamake na-boka-ta   
  1SG on.behalf 1SG.BEN2-die-IP   
  私の代わりに死んだ（キリスト） 
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5.6.6. 属性や所有物の存在と不在の後置詞： yago と beu 
(24) a. kou kodo okei idibi ko dimi yago 
  DEM.SG.F DEM.SG.F 3PL five DET.SG.F thought with 
  daana idibi kaa kodo ko dimi beu 
  CNJ five APS DEM.SG.F DET.SG.F thought NEG 
  そのうち5人は賢かったが、5人は愚かだった 
 
 b. muumai yago mana      
  conclusion with speech      
  yuwo 祭宴の締めくくりの演説 
 

5.6.7. 近似・類似を表す後置詞： dani と bukaa 
(25) a. yosua ya ekina ko egaa uwee-teig-a na 
  Joshua GEN.DEF pig DET.SG.F fast go-PFV-3SG.F.S HYP 
  ko weda dani      
  COMP fear like      
  ヨシュアの豚が走っているのは変だね 
 
 b. epeepi tai agiyoo wiya dani    
  preparation do.INF thing two like    
  準備する物をいくつか（多くも少なくもなく） 
 
 c. ani ki noukai ma ena dani   
  1SG DET.SG.M 1SG.mother COM one like   
  私は母に似ている 
 
 d. dugi nai di bukaa    
  potato eat.INF OPT like    
  お腹が空いたようだ 
 
 e. kiyai dani      
  laugh like      
  可笑しい 
 
 f. puya manaa dani / puya manaa bukaa 
  false story like / false story like 
  ウソみたい 
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 g. puya manaa dani manaa    
  false story like story    
  本当ですか？～ウソみたいな話しだ 
 
 h. bagume dani  / bagume bukaa  
  dream like  / dream like  
  夢みたいだ 
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メエ語の文例集6.  従属節と接続詞文 

 
 
キーワード：従属節，補文節，関係節，主要部内在型関係節，副詞節，副動詞，接続詞文，接続詞，順

接，逆接 
 
Keywords: subordinate clause, complement clause, relative clause, head-internal relative clause, adverbial clause, 

converb, conjoined sentence, conjunction, consecutive conjunction, adversative conjunction 
 
 
6.1. 補文節の文例 
6.2. 関係節の文例 
6.3. 副詞節の文例 
6.4. 接続詞文の文例 
 
 

6.1. 補文節の文例 
 引用と思考内容の補文節の文例をみる。 
 

(1) a. ani ki weneka ki kawé dani 
  1SG DET.SG.M younger.sibling DET.SG.F how like 
  tai pagi gaa-yake  
  do.INF NF1.3SG.M.S think-CVM  
  私は弟がどうするだろうか考える 
 
 b. aki ki ani bedo mana kou 
  2SG DET.SG.M 1SG bird voice DEM.SG.F 
  yuwii nati-ta   
  listen.IMP.SG 1SG.O.tell-IP   
  あなたは私に「鳥の声を聞け」と言った 
 
 c. okai ki kii mee kii 
  3SG DET.SG.M DEM.SG.M person DEM.SG.M 
  wagei wega-ta    
  3O.kill.IMP.PL tell-IP    
  彼は「その男を殺せ」と言った（多数の人々に対して） 
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 d. okai ki kii mee kii 
  3SG DET.SG.M DEM.SG.M person DEM.SG.M 
  wagii wega-ta   
  3O.kill.IMP.SG tell-IP   
  彼は「その男を殺せ」と言った（1人の人に対して） 
 
 e. ani ki okai wagi-p-a wega-ta  
  1SG DET.SG.M 3SG 3O.kill-MP-SG.F speak-IP  
  私は「その女が殺した」と言った 
 

6.2. 関係節の文例 

6.2.1. 主語にかかる関係節 
(2) a. e-topee tai mee    
  teach do.INF person    
  教師、教える人 

 
 b. gaaboo to-p-i mee   
  quiet be-MP-3SG.M.S person   
  黙っている人 

 
 c. didi yaki-ta dodi    
  sick catch-IP dog    
  病気になった犬 

 
 d. didi yaki-ta ani ki owa-apa yoko me-ta 
  sick catch-IP 1SG DET.SG.M house-place back come-IP 
  病気になった私は家に帰ってきた 

 
 e. ewa te duwai ko dáá bagume  
  being NEG cut.INF COMP must.not dream  
  絶対に叶う夢 

 
 f. me-eteg-ai bagee kede ke okei 
  come-DP1-3PL.S people DEM.PL.M DET.PL.M 3PL 
  idibi ti-ta      
  five do-IP      
  やって来た人たちは5人だった 
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6.2.2. 目的語にかかる関係節 
(3) a. epeepi tai agiyoo    
  preparation do.INF thing    
  準備する物 

 
 b. doo-ta bagume ko    
  see-IP dream DET.SG.F    
  見た夢は 

 
 c. kou ko wanee kaa nai agiyoo 
  DEM.SG.F DET.SG.F evening FOC eat.INF thing 
  koyokaa agaapi ko te nai  
  CNJ daytime DET.SG.F NEG eat.IMP.SG  
  それは夜に食べる物だから、昼間は食べるな 

 
 d. nai ya agiyoo    
  eat.INF PMS thing    
  食べられる物 

 
 e. te duwai ya piya   
  NEG cut.INF PMS tree   
  切ってはいけない木 

 
 f. naitai ya yepaani mana e-tope-ete 
  1SG.father GEN.DEF japanese language 3O-teach-PROG 
  noogei ena to-p-i  
  1SG.friend one be-MP-3SG.M.S  
  私の父が日本語を教えている私の友達が1人いる 

 
 g. nakame ya yepaani mana e-tope-ete 
  3.father GEN.DEF japanese language 3O-teach-PROG 
  noogei ena to-p-i   
  1SG.friend one be-MP-3SG.M.S   
  彼の父が日本語を教えている私の友達が1人いる 
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 h. dance ya akagi-p-i mogo ita-awe ida 
  Dance GEN.DEF break-MP-3SG.M.S stone road-at LOC 
  to-p-a      
  be-MP-3SG.F.S      
  ダンチェが割った石が道にある 

 

6.2.3. 斜格名詞句にかかる関係節 
(4) a. tekeepoo awii agiyaa    
  pandanus fruit put.in.INF net.bag    
  パンダヌスの実を入れる網袋 

 
 b. edaa tai-da    
  buy do.INF-place    
  買い物する所、マーケット 

 
 c. dáá tee tai-da    
  prohibition do do.INF-place   
  禁止されている所 

 
 d. te uwee tai-da    
  NEG go do.INF-place   
  行ってはいけない所 

 
 e. te uwii ya ida    
  NEG go.INF PMS place   
  行ってはいけない所 

 
 f. tokiyo tawaa to-p-a ida   
  Tokyo Tower be-MP-3SG.F.S place   
  東京タワーがあるところ 

 
 g. teba yamo tee tai-da ko kugisten 
  palm near.low do do.INF-place DET.SG.F christianity 
  宗教（Lit. 掌を低くして祈りをするところ）はキリスト教です 

 
 h. edooga~medooga uwi-ta gaa kodo   
  first.time~RDP go-IP time DEM.SG.F   
  初めて行ったとき 
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 i. te egaaa-doo ti-yaa manaa   
  NEG inquire do-IRR story   
  質問してはいけない話し 

 
 j. yoka-mee kidi ibo tekoodaa aa-e-uwi-yaawi-ta 
  child-person DEM.SG.M big school DU-3O-go-CAUS-IP 
  ukamee nakamee kodo ko ibo dimi aa-ga-ate 
  mother father DEM.PL.F DET.SG.F big feel DU-think-PROG 
  子どもを大学に行かせた父母は喜んでいる 

 

6.2.4. 補文節として後続する名詞句にかかる関係節 
(5) a. jon ya yosua wagi-p-i manaa  
  John GEN.DEF Joshua 3O.hit-MP-3SG.M.S story  
  ジョンがヨシュアを叩いた話し 

 
 b. mee boka-p-ai manaa ke-ete  
  person die-MP-3PL.S story become-PROG  
  訃報（人が何人か死んだ話し）がある 

  
 c. mee boka-yakee manaa ewaa ke-ete  
  person die-PFV story existence become-PROG  
  訃報（誰かが死んだ話し）がある 

 

6.2.5. 主要部内在型関係節 
メエ語は主要部内在型関係節をもつ。自動詞節の文例(a)では、節末の指示代名

詞の性・数が節内で先行する主語の性・数と一致していることから、副詞節では

なく関係節と考えられる。また節末の指示詞を欠く文例(b), (c), (d), (e)も主要部内

在型関係節ととらえられる可能性がある。(f), (f’)では節末の限定詞の性・数が節

内で先行する主語の性・数と一致している。 
他動詞節の主要部内在型関係節(g), (h)も確認される。 
 
(6) a. getó yame me-ta kidi wagi-ta 
  yesterday man come-IP DEM.SG.M 3O-hit-IP 
  昨日おとこが来たのを殴った 
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 b. okai uwe-etigoo e-doo-ta    
  3SG go-PPROG 3O-see-IP    
  彼が歩いているのを見た 
 

 c. okai uga-atigoo e-doo-ta    
  3SG write-PPROG 3O-see-IP    
  彼が書いている最中に見た 
 
 d. okai wega-atigoo e-doo-ta    
  3SG speak-PPROG 3O-see-IP    
  彼がそこで話している時に彼を見た 
 
 e. ita-awe ida mogo akagi-ta to-p-a  
  road-at LOC stone break-IP be-IP  
  道に割れた石がある 
 

 f. yoka tauwani enaa ki-p-i ki epi 
  child year one become-MP-3SG.M.S COMP knowing 
  男の子は1歳になると物が分かる 
 

 f’. yoka tauwani enaa ki-p-a ko epi 
  child year one become-MP-3SG.F.S COMP knowing 
  女の子は1歳になると物が分かる 
 
以下の 2 文例では、関係節を指示代名詞で受ける文例(g)は是認された。それに

対して指示詞で受ける文例(g’)は非文とされた。 
 
 g. okai ya yame woda ida-ana yaki-ta 
  3SG GEN.DEF male phalanger CLF-one catch-IP 
  kidi ki oki-p-i   
  DEM.SG.M DET.SG.M flee-MP-3SG.M.S   
  あの人が雄のクスクスを捕まえたのが逃げた 
 
cf. g’. *okai ya yame woda ida-ana yaki-ta 
  3SG GEN.DEF male phalanger CLF-one catch-IP 
  kii ke oki-p-i   
  DEM.SG.M DET.SG.M flee-MP-3SG.M.S   
  ［非文］ 
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 h. ani ya getó ugai-piyauto eda-p-a  
  1SG GEN.DEF yesterday write-stick buy-MP-1AG  
  kidi ki iga-p-i   
  DEM.SG.M DET.SG.M get.lost-MP-3SG.M.S   
  私が昨日ペンを買ったのがなくなった 
 
一部の修飾語（動詞～述語的名詞）後置型の名詞句も、主要部内在型関係節と

とらえることもできるかもしれない。 
 
 i. enaa mogo ibo ko doo-ta  
  good stone big DET.SG.F see-IP  
  きれいな大きい石を見た 
 
 j. miyoo mogo enaa na ko doo-ta 
  small stone good NI.SG DET.SG.F see-IP 
  小さい石できれいそうなのを見た 
 
 k. ugeeniya ibo na ko doo-ta  
  snake big NI.SG DET.SG.F see-IP  
  大きそうな蛇を見た 
 

6.3. 副詞節の文例 

6.3.1. 副動詞 -yake による副詞節 
動詞語幹に副動詞の -yake が後続する副詞節は、事態の継起、並行、因果を表

す。 
6.3.1.1. -yake で導かれる事態の継起の副詞節の文例 
6.3.1.1.1  主節と同主語の文例 

(7) a. edi duwa-yake uwii piga   
  rain cut-CVM go.INF NF1.1SG.S   
  私は雨が止んだあとで行く 
 
 b. kou dani tiki~tiki ti-yake ko tekeepo-opa 
  DEM.SG.F like ready~RDP do-CVM COMP pandanus-place 
  uwe-ig-ai    
  go-HAB-3PL.S    
  このようにしっかり準備してパンダヌス園へ行くものなのです 
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 c. abata ma podomi-yake tekeepo-opa ko uwaata 
  morning FOC go.out-CVM pandanus-place DET.SG.F afternoon 
  tani idibi gaa kou dakii nee-te-emeg-ai 
  o’clock five time DEM.SG.F arrive.INF 1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S 
  朝には出発して、パンダヌス園には午後5時どきに到着したのです 
 
 d. okai ki uta duwa-yake no-ta  
  3SG DET.SG.M fruit cut-CVM eat-IP  
  彼は実を取って食べた 
 
 e. okai ki pidini wadoo kaa mugee moti-yake no-ta 
  3SG DET.SG.M dish up LOC meat take-CVM eat-IP 
  彼は皿の上から肉を取って食べた 
 
 f. ugai-piyauto iga-yake tani ena to-yake doo-p-a 
  write-stick get.lost-CVM hour one stay-CVM find-MP-1SG.S 
  ペンを失くして一時間待って見つけた 
 
 g. tani ena to-yake tokiyoo uwii   
  hour one stay-CVM Tokyo go.INF   
  一時間ここにいて東京へ行く 
 
 h. kou kodo ani gaa-to~gaa-to ti-yake nama 
  DEM.SG.F DEM.SG.F 1SG think-CONT~RDP do-CVM CNJ 
  それを私は考え考えして、 
 
 i. okai ki itaagapi tokiyo uwi-yake ko 
  3SG DET.SG.M today Tokyo go-CVM DET.SG.F 
  aweetaa oosaka uwii tagi  
  tomorrow Osaka go.INF DF.3SG.M.S  
  彼は今日東京に行って、明日大阪に行く 
 
 j. e-doo-yake kou gaa kodaa wagii 
  3O-see-CVM DEM.SG.F time DEM.SG.F 3O.kill.INF 
  見てすぐに殺す 
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 k. ani owa-apa dakii ti-yake kou gaa 
  1SG house-ALL arrive.INF do-CVM DEM.SG.F time 
  kodaa uwo buumai   
  DEM.SG.F water bathe.INF   
  私は家に着くとすぐにシャワーを浴びる 
 
 l. ani okai e-doo-yake aya uwi-ta 
  1SG 3SG 3O-see-CVM shadow go-IP 
  私は彼を見てびっくりした 
 
 m. tokiyo dakii ti-yake kou gaa kodaa 
  Tokyo arrive.INF do-CVM DEM.SG.F time DEM.SG.F 
  gaidai uwi-ta    
  TUFS go-IP    
  東京に着くとすぐに外大に行った 
 

6.3.1.1.2  主節と異主語の文例 
(8) a. okai ki tauwani idibi e-paa-yake umi-ta 
  3SG DET.SG.M year five 3O-bear-CVM live-IP 
  彼は5歳です 
 
 b. dugi no-yaawi-yake okai me-ta   
  potato eat-PFV-CVM 3SG come-IP   
  ご飯を食べ終わると彼が来た 
 
 c. tauwani enaa umi-yake pii ewaa kai  
  year one live-CVM flower being become.INF  
  1年経って花が咲く 
 
 d. kou doo-ta bagume kodo naitai ma 
  DEM.SG.F see-IP dream DEM.SG.F 1SG.father COM 
  oo-wega-yake naitai ene-ete ko 
  3BEN1-speak-CVM 1SG.father 1SG.O.tell-PROG COMP 
  その見た夢を父に話したところ、父が話した言うには… 
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 e. ekina podomi-yakee noogei ki didi ga-ate 
  pig go.out-CVM 1SG.friend DET.SG.M pain think-PROG 
  豚が逃げてしまったので私の友達は心配している 
   
 f. yegee ti-yake telefon wega-ate   
  weep do-CVM telephone speak-PROG   
  （子供たちが）泣いているので電話で話している 
 
 f’. telefon ti-yake yokaagaa yegee   
  telephone do-CVM children weep   
  電話したら子供たちが泣く 
 

 g. maki pigii ti-yake keitai beu ti-ta 
  earth quake do-CVM work.INF NEG do-IP 
  地震があって仕事が休みになった 
 

 h. awee ki-yake tani gane-ete   
  bright become-CVM sun shine-PROG   
  明るくなって太陽が照っている 
 

6.3.1.2. -yake で導かれる事態の並行の副詞節の文例 
(9) a. animaki-yake buku ebate-ete    
  sit-CVM book read-PROG    
  座って本を読んでいる 
 
 b. okai ki koma wado uwee ki-yake 
  3SG DET.SG.M vehicle upward go become-CVM 
  tokiyo uwi-ta    
  Tokyo go-IP    
  彼はバスに乗って東京へ行った 
 
 c. boko~boko ti-yakee tekeepoo paitai 
  coil.with.vine~RDP do-CVM pandanus climb.IMF 
  幹に蔓を巻いてパンダヌス樹に上る 
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 d. mege takaa~bakaa ti-yake awii  
  money mix~RDP do-CVM put.in.IMP.SG  
  お金を色々取り入れてしまえ 

 
 e. uwo kaa kii boda kii doki-yake 
  water GEN.INDF DEM.SG.M ball DEM.SG.M carry-CVM 
  uwi-p-a     
  go-MP-3SG.F.S     
  水の流れにボールが持っていかれた 
 
 f. ukiya kaa na-doki-yake uwii nee ti-p-a 
  wind GEN.INDF 1SG.O-carry-CVM go.INF IRR do-MP-1SG.S 
  私は風に飛ばされそうになった 
 
 g. uwi-yake no-ote     
  go-CVM eat-PROG     
  歩きながら食べている 
 
 h. okai ki dugi no-yake buku ebatai 
  3SG DET.SG.M potato eat-CVM book read.INF 
  彼はご飯を食べながら本を読む 
 

6.3.1.3. -yake で導かれる事態の因果の副詞節の文例 
(10) a. dodi kii ke didi yaki-yake boka-ta 

  dog DEM.SG.M DET.SG.M disease catch-CVM die-IP 
  犬が病気になって死んだ 
 

 b. ani aki ka-nokogi-yake kagi-ta   
  1SG 2SG 2SG.O-stab-CVM 2SG.O.kill-IP   
  私はあなたを刺し殺した 
 
 c. ani okai e-doo-yake aya uwi-ta  
  1SG 3SG 3O-see-CVM shadow go-IP  
  私は彼を見てびっくりした 
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 d. ikane edai nee dimi gaa-yake eda uwi-ta 
  fish buy.INF OPT feel think-CVM buy go-IP 
  魚を買いたくて買い物に行った 
 
 e. mee mana epii ki-yake ebiyai  
  Mee language knowing become-CVM write.INF  
  メエ語ができるようになったので書く 
   
 f. ukiya kaa doki-yake kii boda kii 
  wind GEN.INDF carry-CVM DEM.SG.M ball DEM.SG.M 
  uwi-p-a (uwi-p-i)    
  go-MP-3SG.F.S (go-MP-3SG.M.S)    
  風が持っていって（小さい）ボールが行ってしまった 
 

6.3.2. -etigoo で導かれる事態の並行の副詞節の文例［Paniai 方言］ 
(11) a. dugi no-otigoo buku ebatai   

  potato eat-CVM book read.INF   
  ご飯を食べながら本を読む 
 

 b. okai uga-atigoo e-doo-ta    
  3SG write-CVM 3O-see-IP    
  彼は書いている最中に人を見た 
 

 c. gaidai uwe-etigoo mee beu   
  TUFS go-CVM person NEG   
  外大に行ったが誰もいなかった 
 
 d. kou goo koto kuduga ani wouwe ke-etigoo 
  DEM.SG.F rattan bridge along 1SG upward become-CVM 
  wege bago uda wouwe kodaa mee to-omeg-ai 
  Wege mountain LOC upward DEM.SG.F person be-DP2-3PL.S 
  その籐蔓の橋に沿って私が上って行くとウェゲ山の所で上の方に人

がいた 
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 e. kou piyauto-udo yaki-yaawi-yake mana wega-atigoo 
  DEM.SG.F stick-PL catch-PFV-CVM story speak-CVM 
  ani gai beu manaa wega-daa tee te-emeg-a 
  1SG think.INF NEG story speak-SPN do do-DP2-1SG.S 
  それらの棒を掴んで話ししていると、私が訳の分からない話しを語り

出していた 
 

6.3.3. -touyogo で導かれる継起、条件、逆接の副詞節の文例 
-touyogo だけでは継起・順接の意味となる。 
 
(12) a. ani ki tokiyo touyogo   
  1SG DET.SG.M tokyo stay-CVM   
  私が東京にいた時 
 

 b. kouda make aiko tekeepo-opa dakii ti-touyogo 
  there LOC first pandanus-place arrive.INF do-CVM 
  ko owaa migi-yakee ko   
  COMP house build-CVM COMP   
  そして先ずパンダヌス園へ到着したならば、小屋を建てる 
 

 c. kou tekeepo-opa kodaa dakii ti-touyogo 
  DEM.SG.F pandanus-place DEM.SG.F arrive.INF do-CVM 
  ko mee utoma okai tekeepo-opa make 
  COMP person every 3SG pandanus-place LOC 
  wega-yaa manaa kodo too wega-make 
  speak-IRR language DEM.SG.F FOC speak-able 
  パンダヌス園に到着したならば、人は皆誰もパンダヌス園で話す言葉

だけを話すことができる 
 

 d. dugi no-yaawi-yake-touyogo okai me-ta   
  potato eat-PFV-CVM-CVM 3SG come-IP   
  ご飯を食べ終わると、彼が来た 

 
 e. asako sensei uwi-touyogo dakii tai  

  Asako professor (J) go-CVM arrive.INF do.INF  
  朝子先生が帰った後に着いた 
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 f. aweeta ko edi ti-touyogo noogei ya 
  tomorrow DET.SG.F rain do-CVM 1SG.friend GEN.DEF 
  owaa ko te uwii   
  house DET.SG.F NEG go.INF   
  明日雨が降ったら友達の家へは行かない（行かない気持ちが強い） 
 
cf. f’. aweeta ko edi ti-p-a maiya noogei 
  tomorrow DET.SG.F rain do-MP-3SG.F.S also 1SG.friend 
  ya owaa ko te uwii  
  GEN.DEF house DET.SG.F NEG go.INF  
  明日雨が降ったら友達の家へは行かない 
   

 g. okai animaki-yake ediimii-touyogoo ko   
  3SG sit-CVM beg-CVM DET.SG.F   
  mee wedabaa kaa menii   
  person plenty GEN.INDF 3O.give.INF   
  彼が座って物乞いしていると沢山の人がくれる 
 

 h. keiti-touyogoo ko mege e-dou  
  work-CVM DET.SG.F money 3O-see.INF  
  働いているとお金が得らえる 
 

 i. noogei ki owa-apa make uwi-touyogo  
  1SG.friend DET.SG.M house-place DEL go-CVM  
  友達は家から出た 

（完全な文ではなく後に何か続く感じがするとのこと） 
 
言い差しの文例もある。 
 

 j. yeetooti ki agapee widaago anigoo-touyogoo  
  Jesus DET.SG.M day third rise.up-CVM  
  イエスは3日目に甦った 
 
tou「ある」の語感が残る用法もある。 
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 k. koma ena tou-yogoo    
  vehicle one be-CVM    
  飛行機一機があるけれど 
 
-touyogo maiya では逆接の意味となる。 
 

 l. uwi-touyogo maiya     
  go-CVM also     
  行っても 
 

 m. umii-tou ti-touyogo maiya    
  live-be.INF do-sCVM also    
  生きていても 
 

 n. mogo kouya to-touyogo maiya   
  stone there be-CVM also   
  石がそこにあっても 
 

 o. ani ki tokiyo ki-touyogo maiya tee 
  1SG DET.SG.M Tokyo become-CVM also NEG 
  aka-dou ti-ya yuwa   
  RECP-see.INF do-IRR probable   
  私が東京にいても多分会わないのだろう 
 

 p. wadaato mee ino buku uga-touyogo maiya 
  in.future person other book write-CVM also 
  mee mana kou towoo-dokee  
  Mee language DEM.SG.F whistle-RES  
  将来誰かが本を書いたとしても、メエ語には笛が鳴っている 
 

 q. kou pidini kou ko goo  
  DEM.SG.F dish DEM.SG.F DET.SG.F fall  
  ti-yaawi-touyogoo maiya peu tee ki-make 
  do-CAUS-CVM even bad NEG become-able 
  この皿は落としても割れない 
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6.3.4. nee （希求モード）で導かれる副詞節の文例 
nee（希求モード）によって目的の副詞節が導かれる。 
 

(13) a. ani bedo mana ko yuwii nee ubai 
  1SG bird voice DET.SG.F hear.INF OPT search.INF 
  私は鳥の声を聞こうと捜す 
 

 b. ukame yoka ya-a-pai nee dideewa uwii 
  mother child 3BEN2-3O-bear.INF OPT hospital go.INF 
  母親が子供を産もうと病院へ行く 
 

 c. dokter ya yoka ya-a-pai nee dideewa uwii 
  doctor GEN.DEF child 3BEN2-3O-bear.INF OPT hospital go.INF 
  医者が母親に子供を産ませようと病院へ行く 
   

 d. ukame ko dokter kaa yoka ya-a-pai 
  mother DET.SG.F doctor GEN.INDF child 3BEN2-3O-bear.INF 
  nee dideewa uwii    
  OPT hospital go.INF    
  母親は医師が子供を産ませてくれるように病院へ行く 
 

 e. ukame ko nawipa dokter ya yoka 
  mother DET.SG.F Nawipa doctor GEN.DEF child 
  ya-a-pai nee dideewa uwii  
  3BEN2-3O-bear.INF OPT hospital go.INF  
  母親はナウィパ医師が子供を産ませてくれるように病院へ行く 
 

 f. okai ko ikane edai nee uwe-eg-a 
  3SG DET.SG.F fish buy OPT go-RP-3SG.F.S 
  彼女は魚を買いに行った 
 

 g. yibuuda ko epi-doo tai nee jenderaa kou 
  outside DET.SG.F knowing-see do OPT window DEM.SG.F 
  keba-ta       
  open-IP       
  外がよく見えるように窓を開けた 
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6.4. 接続詞文の文例 

6.4.1. 従属節をつくる接続詞の文例 

6.4.1.1. gaa で導かれる時間の従属節の文例 
(14) a. ani ki yooni-ta gaa kodo  

  1SG DET.SG.M stand-IP time DEM.SG.F  
  okai kiyai~kiyai na-ti-ta    
  3SG smile~RDP 1SG.BEN2-do-IP    
  私が立ち上がった時に彼は笑っていた 
 
 b. ani ki yooni-yake to-ta gaa kodo 
  1SG DET.SG.M stand-CVM be-IP time DEM.SG.F 
  okai kiyai~kiyai na-ti-ta    
  3SG smile~RDP 1SG.BEN2-do-IP    
  私が立っていた時に彼は笑っていた 
   
 c. okai dugi no-otigoo gaa otii ti-ta 
  3SG potato eat-PROG time jump do-IP 
  彼はご飯を食べながらジャンプした 
 
 d. e-doo-ta gaa kodaa wagii   
  3O-see-IP time DEM.SG.F 3O.kill.INF   
  彼を見てすぐ殺す 
 
 e. e-doo-yake kou gaa kodaa wagii 
  3O-see-CVM DEM.SG.F time DEM.SG.F 3O.kill.INF 
  彼を見て（その時に）すぐ殺す 
 
 f. ani owa-apa dakii ti-yake kou gaa 
  1SG house-ALL arrive.INF do-CVM DEM.SG.F time 
  ko uwo buumai    
  DET.SG.F water bathe.INF    
  私は家に着くとすぐにシャワーを浴びる 
 
 g. dugi no-ote gaa ko te mana wegai 
  potato eat-PROG time DET.SG.F NEG speech speak.IMP.SG 
  食べているあいだは話しをするな 
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 h. tope-ete gaa ko mana te wegai  
  study-PROG time DET.SG.F speech NEG speak.IMP.SG  
  gaabo tou      
  quiet be.IMP.SG      
  勉強しているあいだは話しをするな、だまっていろ 
 

6.4.1.2. beu gaa で導かれる時間の従属節の文例 
(15) a. tekeepo-opa uwii beu gaa ko  

  pandanus-place go.INF NEG time DET.SG.F  
  パンダヌス園に行く前に 
   

6.4.2. kouda make ko で導かれる時間の従属節の文例 
(16) a. dugi no-yaawi-yake ko buku ebatai kouda 

  potato eat-PFV-CVM DET.SG.F book read.INF there 
  make ko uno umi-ta    
  LOC DET.SG.F sleep live-IP    
  ご飯を食べた後、本を読んで、寝た 
 

6.4.3. nama で導かれる継起の従属節の文例 
nama は事実性の保留の標識 naa と共格 ma の連続と思われるが、語彙化し

ている。副動詞に続く -yake nama の形式で継起の副詞節を形成する。 
 

(17) a. shinjuku uwi-yake nama ekina nai   
  Shinjuku go-CVM CNJ pig eat.INF   
  新宿に行って豚を食べる 
 
 b. ani tokiyo me-yake kou kodo mee mana 
  1SG Tokyo come-CVM DEM.SG.F DEM.SG.F Mee language 
  e-topa-yake nama okei epii ke-eteg-ai 
  3O-teach-CVM CNJ 3PL knowing become-DP1-3PL.S 
  私が東京へ来てメエ語を教えたところ彼らが分かるようになった 
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 c. kouda kodaa make nai ti-yake inoo ko 
  there DEM.SG.F LOC eat.INF do-CVM other DET.PL.F 
  awi-yake nama ita owa-apa uwe-ete no-ug-ai 
  put.in-CVM CNJ road house-place go-PROG eat-HAB-3PL.S 
  そこで食べる、そして残った物は（袋に）入れるなりして、家へ帰る

道中で食べるのです 
 
 d. tiyake kou kodo ani gaa-to~gaa-to 
  CNJ DEM.SG.F DEM.SG.F 1SG think-CONT~RDP 
  ti-yake nama ito kou maiya gaa-to-p-a 
  do-CVM CNJ now DEM.SG.F also think-CONT-MP-1SG.S 
  そしてそれを私は考え考えして、今でも考えているのです 

 
 e. ani ma naitai ma inii tekeepo-opa uwi-yakee 
  1SG COM 1SG.father COM 1PL pandanus-place go-CVM 
  nama       
  CNJ       
  私と父と、私たちはパンダヌス園へ行ったのですが 
 

6.4.4. kaa で導かれる理由の従属節の文例 
(18) a. yege te-ete kaa telefon te-ete  

  weep do-PROG CNJ tekephone do-PROG  
  （子供たちが）泣いているから電話している 
 

6.4.5. koyokaa / kiyokaa で導かれる条件・理由の従属節の文例 
(19) a. edi duwai neeg-a koyokaa kouda make 

  rain cut.INF NF2-3SG.F.S CNJ there LOC 
  uwii neeg-a     
  go.INF NF2-3SG.F.S     
  雨が止んだならば行く 
 

 b. edi duwai neeg-a koyokaa kouda make 
  rain cut.INF NF2-3SG.F.S CNJ there LOC 
  uwii piga     
  go.INF NF1.1SG.S     
  雨が止んだならば行く 
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 c. edi duwai piga koyokaa kouda make 
  rain cut.INF NF1.3SG.F.S CNJ there LOC 
  uwii piga     
  go.INF NF1.1SG.S     
  雨が止んだならば行く 
 

 d. edi duwai piga koyokaa kouda make 
  rain cut.INF NF1.3SG.F.S CNJ there LOC 
  uwii neeg-a     
  go.INF NF2-3SG.F.S     
  雨が止んだならば行く 
 

 e. owa-apa make tekeepo-opa too ko poto 
  house-place DEL pandanus-place TER DET.SG.F distant 
  koyokaa owa-apa make ko abata ma 
  CNJ house-place DEL DET.SG.F morning FOC 
  podomi-yake     
  go.out-CVM     
  家からパンダヌス園までは遠いので、家からは朝に出て 
 

 f. ewa te duwai ko dáá koyokaa 
  being NEG cut.INF COMP must.not CNJ 
  adaku ko te tai  
  forget DET.SG.F NEG do.IMP.SG  
  必ず叶うのだから、忘れてはいけない 
 

 g. kouda kaa naago kou ko  
  there APS day DEM.SG.F DET.SG.F  
  edi we-eteg-a koyokaa egaa uwe-eteg-a  

  rain fall-DP1-3SG.F.S CNJ quick go-DP1-1SG.S  
  その日は雨が降っていたので急いで行った 
 
 h. debi pai koyokaa edi we-eg-a ko yuwa 
  wet bear.INF CNJ rain fall-RP-3SG.F.S COMP probable 
  濡れているので多分雨が降ったのだろう 
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 i. kou ikane kou ko adekaa ko 
  DEM.SG.F fish DEM.SG.F DET.SG.F price DET.SG.F 
  ibo koyokaa igi maiya enaa   
  big CNJ taste also good   
  その魚は値が張ったから味もいい 
 
 j. okai ki mee mana ko epi 
  3SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F knowing 
  kiyokaa mee mana ida wega-ig-i 
  CNJ Mee language LOC speak-HAB-3SG.M.S 
  彼はメエ語を知っていたのでメエ語で話したものだ 

 
 k. dugi kanii piga koyokaa aki ya 
  potato 2SG.O.give.INF NF1.1SG.S CNJ 2SG GEN.DEF 
  eto naimai     
  sugar.cane 1SG.O.give.IMP.SG     
  イモをあげますからサトウキビをください 
 
cf. k’. dugi kanii piga kaa aki ya 
  potato 2SG.O.give.INF NF1.1SG.S CNJ 2SG GEN.DEF 
  eto niimai   
  sugar.cane 1SG.O.give.IMP.SG   
  ［Tigi方言］イモをあげますからサトウキビをください 
 
cf. k’’. dugi kanii piga yamake aki ya 
  potato 2SG.O.give.INF NF1.1SG.S CNJ 2SG GEN.DEF 
  eto niimai   
  sugar.cane 1SG.O.give.IMP.SG   
  ［Tigi方言］イモをあげますからサトウキビをください 
 
 l. edi we-ete  koyokaa egaa uwii nee 
  rain fall-PROG CNJ quick go.INF OPT 
  雨が降っているから早く行きたい 
 
以下は言い差しの文例。 
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 m. okai ki getó paniai me-p-i kidi 
  3SG DET.SG.M yesterday Paniai come-MP-3SG.M.S DEM.SG.M 
  kiyokaa     
  CNJ     
  彼は昨日パニアイに来たんですよね（確認） 
 
 n. wagi ko beu koyokaa egaa uwii nu 
  time DET.SG.F NEG CNJ quick go.IMP.SG NI.VOC 
  時間がないから急いで行こう 
 

6.4.6. daiga で導かれる条件・理由の従属節の文例 
daiga は idaiga が弱化して語彙化した形と考えられる。 
  
(20) a. topii daiga epii ki-make   

  study.INF CNJ knowing become-able   
  勉強したらできる 
 

 b. keitai daiga mege doo-make   
  work.INF CNJ money see-able   
  仕事したらお金が得られる 
 

 c. telefon daiga uwii    
  telephone CNJ go.INF    
  電話があったから行こう 
 
beu-daiga では「～しないので」という意味が表される。 
 

 d. telefon beu-daiga uwii   
  telephone NEG-CNJ go.INF   
  電話がないから行こう 
 

 e. topii beu-daiga ko epii tee ki-make 
  study.INF NEG-CNJ COMP knowing NEG become-able 
  勉強しないとできない 
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 f. okai ki dou beu-daiga ani ya 
  3SG DET.SG.M watch.INF NEG-CNJ 1SG GEN.DEF 
  mege awii oma naa-moti-ta   
  money pouch stealth 1SG.BEN1-take-IP   
  彼が見ていなかったので私の財布が盗まれた 
 
 g. okai ki na-dou beu-daiga ani okai 
  3SG DET.SG.M 1SG.O-see.INF NEG-CNJ 1SG 3SG 
  ya mege awii oma ya-moti-p-a 
  GEN.DEF money pouch stealth 3BEN2-take-MP-1SG.S 
  彼が見ていないと思って私は彼の財布を盗んだ 

 
cf. h. okai ki na-dou beu gaa ani okai 
  3SG DET.SG.M 1SG.O-see.INF NEG  time 1SG 3SG 
  ya mege awii oma ya-moti-p-a 
  GEN.DEF money pouch stealth 3BEN2-take-MP-1SG.S 
  彼が見ていないときに私は彼の財布を盗んだ 
 
 i. koma beu-daiga ko te uwi-make  
  vehicle NEG-CNJ COMP NEG go-able  
  車がないと行けない 
 
beu-daiga koyokaa と理由節をはっきり示す文例もある。 
 
 j. ka-dou beu-daiga koyokaa ipa na-yaikai 
  2SG.O-see.INF NEG-CNJ CNJ pity 1SG. BEN2-release.IMP.SG 
  （ぶつかって）見ていなかったので、ごめんなさい 
 
 k. gai beu-daiga koyokaa ipa na-yaikai 
  think.INF NEG-CNJ CNJ compassion 1SG. BEN2-release.IMP.SG 
  考え足らずですみません 
 

6.4.7. kou maidamake で導かれる理由の従属節の文例 
(21) a. peu awi-ta kou maidamake ipa na-yaikai 

  bad put.in-IP DEM.SG.F on.behalf pity 1SG. BEN2-release.IMP.SG 
  間違ってしまってすみません 
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6.4.8. kodaa で導かれる理由の従属節の文例  
(22) a. kou beu ki-touyogo ko diyo beebuu 

  DESG.M.F NEG become-CVM COMP rule deviation 
  mana ena kodaa     
  fact one CNJ     
  そうなっていなければ、規則からの逸脱の一つということになります

から 
 

6.4.9. 中過去 -p- ko で導かれる条件・理由の副詞節の文例 
(23) a. aweeta ki-p-a ko epi  

  tomorrow become-MP-3SG.F.S COMP knowing  
  明日になれば分かる 
   

 b. aweeta edi we-p-a ko ogeuwau ya 
  tomorrow rain fall-MP-3SG.F.S COMP friend GEN.DEF 
  owa-apaa ko te uwii   
  house-ALL DET.SG.F NEG go.INF   
  明日雨が降ったら私は友達の家へは行かないわ 
 
中過去 -p- の時制文に maiya が後続して、条件に従属節を導く文例もある。 
 
cf. c. aweeta ko edi ti-p-a maiya noogei 
  tomorrow DET.SG.F rain do-CVM also 1SG.friend 
  ya owaa ko te uwii  
  GEN.DEF house DET.SG.F NEG go.INF  
  明日雨が降ったら友達の家へは行かない 
 
以下の 2 文例は副詞節というより主要部内在型関係節ととらえられるが、中過

去 -p- ki/ko で条件・理由が導かれている。 
 
cf. d. yoka tauwani enaa ki-p-i ki epi 
  child year one become-MP-3SG.M.S COMP knowing 
  男の子は1歳になると物が分かる 
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 d’. yoka tauwani enaa ki-p-a ko epi 
  child year one become-MP-3SG.F.S COMP knowing 
  女の子は1歳になると物が分かる 
 

6.4.10. tiyake で順接あるいは逆接される文例 
(24) a. naitai ki kota uwe-eg-i tiyake 

  1SG.father DET.SG.M town go-RP-3SG.M.S CNJ 
  noukai ko tai-da uwe-eg-a  
  1SG.mother DET.SG.F field-LOC go-RP-3SG.F.S  
  父は町に行って、母は畑に行った 
 

 b. jon kidi ki me-eg-i mee beu 
  John DEM.SG.M DET.SG.M come-RP-3SG.M.S Q NEG 
  jon kidi ki beu tiyake yosua 
  John DEM.SG.M DET.SG.M NEG CNJ Joshua 
  me-eg-i     
  come-RP-3SG.M.S     
  ジョンが来たの？ 

違う、ジョンじゃなくってヨシュアが来た 
 

 c. kii ke beu tiyake kou kaa  
  DEM.SG.M DET.SG.M NEG CNJ DEM.SG.F APS  
  kou adekaa ko ibo    
  DEM.SG.F price DET.SG.F big    
  これじゃなくてそっちが値段が高い 
 

 d. adekaa ibo ko kii kaa kii  
  price big DET.SG.F DEM.SG.M APS DEM.SG.M  
  beu tiyake kou kaa kou   
  NEG CNJ DEM.SG.F APS DEM.SG.F   
  値段が高いのはこっちじゃなくてそっちだ 
 

6.4.11. daana で順接される文例 
daana で順接されるばあい、等位接続であり、2 文の独立性が高い。 
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(25) a. kou kodo okei idibi ko dimi yago 
  DEM.SG.F DEM.SG.F 3PL five DET.SG.F thought with 
  daana idibi kaa kodo ko dimi beu 
  CNJ five APS DEM.SG.F DET.SG.F thought NEG 
  そのうち5人は賢かったが、5人は愚かだった 

 
 b. kidii kou ko tekeepo-opa  

  DEM.SG.M DEM.SG.F DET.SG.F pandanus-place  
  edooga~medooga uwi-yake kouda make doo-ta bagume 
  first.time~RDP go-CVM there LOC see-IP dream 
  kou umii-tou duba ewa te duwai 
  DEM.SG.F live-be.INF inside being NEG cut.INF 
  ko dáá koyokaa adaku ko te tai 
  COMP must.not CNJ forget DET.SG.F NEG do.IMP.SG 
  wegaa tai daana kou doo-ta bagume kodo 
  speak do CNJ DEM.SG.F see-IP dream DEM.SG.F 
  ko mee ino-opa ko oo-wegaa~wegaa 
  DET.SG.F person other-DAT DET.PL.F 3BEN1-speak~RDP 
  ko te tai wegaa tai  
  COMP NEG do.IMP.SG speak do.INF  
  それはパンダヌス園に初めて行き、そこで見た夢は生きてゆく中で必

ず叶うから忘れてはいけない、と言われていて、そしてその見た夢は、

他の人には話ししてはいけないと言われている 
 

6.4.12. kodeya で逆接される文例 
(26) a. okai ki edaa tai-da uwi-ta kodeya 

  3SG DET.SG.M buy do.INF-place go-IP CNJ 
  aki ki itaagapi ko máagiyoo ti-ta 
  2SG DET.SG.M today DET.SG.F what do-IP 
  彼は買い物に行ったけれど、あなたは今日何しましたか？ 
 

 b. okai dugi no-otigoo kodeya otii ti-ta 
  3SG potato eat-PROG CNJ jump do-IP 
  彼はご飯を食べていたのにジャンプした 
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 c. ekina wagii beu kodeya boka-ag-a  
  pig 3O.kill.INF NEG CNJ die-RP-3SG.F.S  
  豚が、殺していないのに死んでいる 
 

 d. bodiya you beu kodeya bodiya no-ote 
  fire light.INF NEG CNJ fire burn-PROG 
  火をつけていないのに燃えている 
 

 e. kigibai beu kodeya kigibi-daa ti-p-a 
  tear.off.INF NEG CNJ tear.off-SPN do-MP-3SG.F.S 
  破ってないのに破れた 
 
 f. ani ki kou dodi kou wagi-ta kodeya 
  1SG DET.SG.M DEM.SG.F dog DEM.SG.F 3O.kill-IP CNJ 
  aki ki kii dodi kii wagi-ta 
  2SG DET.SG.M DEM.SG.M dog DEM.SG.M 3O.kill-IP 
  私はその（大きい）犬を殺したが、君はあの（小さい）犬を殺した 
 
 g. ani uwi-ta gaa kodo ko edi beu 
  1SG go-IP time DEM.SG.F DET.SG.F rain NEG 
  kodeya okai uwi-ta gaa kodo ko 
  CNJ 3SG go-IP time DEM.SG.F DET.SG.F 
  edi me-ta     
  rain come-IP     
  私が行った時は雨が降らなかったが、彼が行った時には雨が降った 
 
 h. okai ki mee mana ko epi kodeya 
  3SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F knowing CNJ 
  wegai ko ebe udo   
  speak.INF COMP mouth heavy   
  彼はメエ語を知っているけれども話すのがよくできない 
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 i. kou keite-ig-ai manaa kodo 
  DEM.SG.F work-HAB-3PL.S affair DEM.SG.F 
  ko wedabaa to-p-ai kodeya ito 
  DET.SG.F many be-MP-3PL.S CNJ now 
  kou wegai nee kaa ko tekeepoopa 
  DEM.SG.F speak.INF OPT FOC COMP pandanus-place 
  make keite-ig-ai manaa wegai nee  
  LOC work-HAB-3PL.S affair speak.INF OPT  
  その為されていることの話しは沢山あるけれど、これから話そうと思

うは、パンダヌス園で為されていることの話しを話そう 
 
 j. máagiyoo kaa te na-anigoo-p-e  
  what INS NEG 1SG.O-wake.up-MP-2SG.S  
  ka-anigoo-p-a kodeya aki ki te 
  2SG.O-wake.up-MP-1SG.S CNJ 2SG DET.SG.M NEG 
  enigoo-p-e     
  wake.up-MP-2SG.S     
  どうして起こしてくれなかったの？ 

起こしたけど起きなかったんだ 
 
 k. kou ikane kou ko adekaa ko 
  DEM.SG.F fish DEM.SG.F DET.SG.F price DET.SG.F 
  ibo kodeya igi peu    
  big CNJ taste bad    
  その魚は高かったのに全然おいしくない 
 

 l. uwe-ete kodeya telefon na wega-ate 
  go-PROG CNJ telephone NI.SG speak-PROG 
  歩きながらも電話している 
 
 m. okai ki dugi no-ote kodeya buku ebatai 
  3SG DET.SG.M potato eat-PROG CNJ book read.INF 
  彼はご飯を食べながらも本を読む 
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メエ語の文例集7.  情報構造 

 
 
キーワード：情報構造，文の主題，限定詞，文の焦点，名詞句，対比，新情報，専有の新情報，意外性，

注意喚起，専一性，文節，モダリティ，事実性の保留，反実仮想，蓋然性，想像，断定，証

拠性，現実相 
 
Keywords: information structure, topic of sentence, determiner, focus of sentence, noun phrase, contrast, new 

information, exclusive new information, mirativity, evocaion, uniqueness, clause, modality, suspended 
factuality, counter-factual, probability, imaginary, assertion, evidentiality, realis mood 

 
 
7.1. 主題の位置と標識 
7.2. 焦点の位置 
7.3. 名詞句に係る対比と新情報などの標識 
7.4. 文節に係る対比・新情報・モダリティの標識 
7.5. 断定の標識 ― 副詞 maakidi 
7.6. 証拠性 
 
 

7.1. 主題の位置と標識 
文の主題は文頭に置かれることが多い。 
 

(1) a. wagadei pii ewaa ki-p-a  
  Wagadei flower being become-MP-3SG.F.S  
  ワガデイの花が咲いた 
 

 b. ani papua kaa mee ida-ana na kaa 
  1SG Papua APS person CLF-one NI.SG GEN.INDF 
  mee mana na-topi-p-i   
  Mee language 1SG.O-teach-MP-3SG.M.S   
  私にある一人のパプアの人がメエ語を教えてくれた。 
 
 c. ito ko aki ya ke-eg-a  
  now DET.SG.F 2SG GEN.DEF become-RP-3SG.F.S  
  今日はあなたの物になった 
 
主題は限定詞によって標識されることが多い。 
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 d. ito kou ko wagi peu   
  now DEM.SG.F DET.SG.F time wrong   
  今は時間がない 
   
 e. oka-apa ko mege ewaa   
  3SG-DAT DET.SG.F money existence   
  あの人は金持ちだ 
 
 f. yepaani ko maki pigii ewaa maki-yoo 
  Japan DET.SG.F earth quake existence land-area 
  日本は地震がある国だ 
 
 g. inai ke mee wiyaa aa-e-topee tai 
  1DU DET.PL.M person two DU-3O-teach do.INF 
  私たち二人は、二人の人を教える 
 
 h. kouda kaa ekina beu to-p-a nuu 
  there GEN.INDF pig NEG be-MP-3SG.F.S NI.VOC 
  máagiyoo kaa     
  what INS     
  kou ekina kodo ko jon no-p-i 
  DEM.SG.F pig DEM.SG.F DET.SG.F John eat-MP-3SG.M.S 
  あの豚いないね、どうしたの？ 

その豚はジョンが食べちゃったよ 
 
 i. kou ko tekeepo-opa edooga~medooga uwi-yake 
  DEM.SG.F DET.SG.F pandanus.place first.time~RDP go-CVM 
  kouda make doo-ta bagume kou ko  
  there LOC see-IP dream DEM.SG.F DET.SG.F  
  umii-tou duba ewa te duwai ko dáá 
  live-be.INF inside being NEG cut.INF COMP must.not 
  koyokaa adaku ko te tai wegaa tai 
  CNJ forget DET.SG.F NEG do.IMP.SG speak do.INF 
  それはパンダヌス園に初めて行き、そこで見た夢は生きてゆく中で必ず叶

うから忘れてはいけない、と言われている 
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 j. tika ko pito beu  
  past DET.SG.F torch NEG  
  昔は電灯がなかった 
 
 k. jon ya dugi nee-yo-omeg-i  
  John GEN.DEF potato 1PL.BEN1-cook-DP2-3SG.M.S  
  awee dugi no-ta kodo ko ekina ma agape 
  morning potato eat-IP DEM.SG.F DET.SG.F pig COM daytime 
  dugi         
  potato         
  ジョンがご飯を作ってくれたのでした 

朝ご飯に食べたのは豚と昼のご飯でした 
 
主語に格標識や後置詞が付されたばあい、主題の標識はそれに後続する。 
 
 l. akaitai ya ko menooka ka-paa-p-i 
  2SG.father GEN.DEF DET.SG.F when 2SG.O-bear-MP-3SG.M.S 
  お父さんはあなたをいつ生みましたか 
 
 m. mee ino-opa ko oo-wegaa~wegaa ko 
  person other-DAT DET.PL.F 3BEN1-speak~RDP COMP 
  te tai     
  NEG do.IMP.SG     
  他の人たちにはペラペラ話してはいけない 
 
 n. mee inoo ma ko tee oo-wegai 
  person other COM DET.PL.F NEG 3BEN1-speak.IMP.SG 
  他の人たちとは話すな 
 
 o. okai ya ko jon ma yosua make 
  3SG GEN.DEF DET.SG.F John COM Joshua LOC 
  méimee wagita    
  whom 3O.hit    
  あの人はジョンとヨシュアのどっちを叩いたの？  
 
限定詞には文を補文化して名詞句化し、主題とする機能もある。 
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 p. dugi nee-yoo-ta ko jon  
  potato 1PL.BEN1-cook-IP COMP John  
  ごはんを作ってくれたのはジョンでした 
 

7.2. 焦点の位置 
文の焦点となる名詞句は動詞の直前に置かれる。 
 
(2) a. jon ki beu tiyake yosua wagi-ta 
  John DET.SG.M NEG CNJ Joshua 3O.hit-IP 
  ジョンじゃなくてヨシュアを叩いたんだ 
 
文の焦点となる名詞句に、対比の標識として機能する限定詞が付されて、動詞

の直前に置かれる文例もある。 
 
 b. aki ki ani ya ki ka-doo-ta 
  2SG DET.SG.M 1SG GEN.DEF DET.SG.M 2SG.O-see-IP 
  あなたを私が見た（あなたを見たのは私だ） 
 
 c. ani ki mee mana ko ewo 
  1SG DET.SG.M Mee language DET.SG.F ignorant 
  私はメエ語が話せない 
 
 d. ani okai ki ake-epa ko te kani-make 
  1SG 3SG DET.SG.M 2SG-DAT DET.SG.F NEG 2SG.O.give-able 
  私はあなたには彼をあげられない 
 

7.3. 名詞句に係る対比と新情報などの標識 
調査のなかで確認された名詞句を対比する標識としては、 1) 限定詞の ki / ko 

/ ke / ko、2) 所格と同形式の ida、 3) 具格と同形式の kaa,、 4) 共格と同形式

の ma、 日本語の副助詞「も」に相当する 5)  na と 6)  maiya、 7) 到格と同

形の to がある。またさらに名詞句に係る標識として、 8) 専有の新情報の標識 
na / ni、 9) 注意喚起の新情報の標識 nu / no、 10) 意外性の標識 meeya、が確

認された。それぞれの働きと構成について今後さらに解明されるべき点が多い。 

 

273



7.3.1. 限定詞による名詞句の対比の文例 
(3) a. mee ino-opa ko oo-wegaa~wegaa ko 
  person other-DAT DET.PL.F 3BEN1-speak~RDP COMP 
  te tai     
  NEG do.IMP.SG     
  他の人たちにはペラペラ話してはいけない 
   
 b. jon ya owa-apa too ko bado kaa 
  John GEN.DEF house-place TER DET.SG.F foot INS 
  ko te uwi-make     
  DET.PL.F NEG go-able     
  ジョンの家までは足では歩いていけません 
 

7.3.2.  所格と同形式の ida による名詞句の対比の文例 
(4) a. okai ya ko jon ma yosua make 
  3SG GEN.DEF DET.SG.F John COM Joshua LOC 
  méimee wagi-ta    
  whom 3O.hit-IP    
  yosua ida wagi-ta    
  Joshua LOC 3O.hit-IP    
  あの人はジョンとヨシュアのどっちを叩いたの？ 

ヨシュアの方を叩いたよ 
 

7.3.3.  具格と同形式の kaa による名詞句の対比の文例 
他の文例は「5.1.3. 具格標識 kaa と同じ形式が対比の標識として使われる文例」

を参照のこと。 
 
(5) a. getó kaa me-ta mee ko okai  
  yesterday FOC come-IP person DET.SG.F 3SG  
  （今日でなく）昨日来た人は彼女だ 
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7.3.4.  共格と同形式の ma による名詞句の対比の文例 
(6) a. máagiyoo te-eg-ee    
  what do-RP-2SG.S    
  ani ki ena ma keitai beu 
  1SG DET.SG.M one FOC work.INF NEG 
  ani ki tuma-ana ma keitai beu 
  1SG DET.SG.M kind-one FOC work.INF NEG 
  （電話などで）何をしているの？ 

私は何もしない 
私は何のこともしていない 

 
以下の文例では「朝とともに」という共格と思われるが、対比ともとらえられ

るかもしれない。 
 
cf. b. abata ma podomi-yake tekeepo-opa ko 
  morning COM (FOC) go out-CVM pandanus-place DET.SG.F 
  uwaataa tani idibi gaa kou dakii 
  afternoon o’clock five time DEM.SG.F arrive.INF 
  nee-te-emeg-ai    
  1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S    
  朝には出発して、パンダヌス園には午後5時どきに到着したのです 
 

7.3.5.  na による名詞句の対比の文例 
名詞句に後続する対比の na は日本語の副助詞「も」に類似する。名詞句に係る

話者専有の新情報の標識 na / ni、あるいは事実性を保留する標識 naa とも関連が

あるようにもみえ、さらに解明されるべき点があるようにみえる。 
 
(7) a. ani naa tokiyo uwii nee   
  1SG also (NI.SG) Tokyo go.INF OPT   
  私も（聴き手とは別に）東京へ行きます 
 
名詞句に係る対比の na に同義の maiya が後続する文例もみられる。 
 
 b. ani naa maiya tokiyo uwii nee  
  1SG also (NI.SG) also Tokyo go.INF OPT  
  私も（聴き手とは別に）東京へ行きます 
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 c. aki ya naa maiya kou mana  
  2SG GEN.DEF also (NI.SG) also DEM.SG.F story  
  kou ká dani kou goda-dou  
  DEM.SG.F how likr DEM.SG.F explain-try.IMP.SG  
  君もその話しをどうにか説明してみろ 

 

7.3.6.  maiya による名詞句の対比の文例 
名詞句に後続する対比の maiya は上記の na と同義のようであり、日本語の副

助詞「も」に類似する。na と maiya の両者が共起するばあい、na maiya の語順

をとる。 
 

(8) a. ani kidi akaato maiya edooga~medooga uwi-ta gaa 
  1SG DEM.SG.M REFL also first.time~RDP go-IP time 
  kodo doo-ta bagume ko ena to-p-a 
  DEM.SG.F see-IP dream DET.SG.F one be-MP-3SG.F.S 
  私自身も初めて行ったときに見た夢が一つある 
 
 b. ani owa-apa maiya tekooda-apa maiya tope-ig-a 
  1SG house-LOC also school-LOC also study-HAB-1SG.S 
  私は家でも学校でも勉強した 
 
 c. okai kou gaa kou mee maiya ito 
  3SG DEM.SG.F time DEM.SG.F person also now 
  ko gaa maki-yake    
  DET.SG.F time set-CVM    
  かの時代の人も、今は時が過ぎて 
 
 d. kou uwo duba kouya ko une~unee uwo 
  DEM.SG.F water inside there DET.SG.F sleep~RDP water 
  maiya to-p-a     
  also be-MP-3SG.F.S     
  その飲み物にはアルコールも入っている 
 

7.3.7.  専一性の標識 to による名詞句の対比の文例 
名詞句に後続する専一性の標識 to は日本語の「だけ」「ばかり」に相当する。 
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(9) a. okai ki topii too te-ete   
  3SG DET.SG.M study.INF FOC do-PROG   
  彼は勉強ばかりしている 
 
 b. mee utoma okai tekeepo-opa make wega-yaa manaa 
  person every 3SG pandanus-place LOC speak-IRR language 
  kodo too wega-make      
  DEM.SG.F FOC speak-able     
  人は皆誰も、パンダヌス園で話される言葉だけを話すことができる 

 
 c. ito kou ani ya wegai nee ko 
  now DEM.SG.F 1SG GEN.DEF speak.INF OPT COMP 
  okai kou tekeepo-opa make wegai yaa 
  3SG DEM.SG.F pandanus-place LOC speak.INF PMS 
  manaa too wegai nee    
  language foc speak.INF OPT    
  これから私が話すのは、それ、そのパンダヌス園で話される言葉につい

てだけ話しましょう 
 
 d. iginaa ikanee dani too ena-ida makii  
  tasty fish like FOC one-place set.INF  
  うまい魚だけを一か所に集める 
 
 d’. iginaa ikanee dani kou ena-ida too makii 
  tasty fish like DEM.SG.F one-place FOC set.INF 
  うまい魚を一か所だけに集める 
 

7.3.8. 名詞句に係る話者専有の新情報の標識 na / ni 
基本的に不定の名詞句の指示対象について、話し手は知っているが聴き手は知

らないばあいには、それが話者専有の新情報であることを、標識 na / ni を付して

明示することができる。  
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(10) a. naitai ki beu ani muuma na ki 
  1SG.father DET.SG.M NEG 1SG grand-

father 
NI.SG DET.SG.M 

  ma oo-wegaa-yake     
  COM 3BEN1-speak-CVM     
  父にではなく、私が（あなたの知らない）祖父に話したところ、 
 

 b. dance na ki dani   
  Dance NI.SG DET.SG.M like   
  （私だけが知っている）ダンチェのような人 
 

 c. dance dani na ki   
  Dance like NI.SG DET.SG.M   
  （あなたも知っている）ダンチェのような（私だけが知っている）人 
 

 d. aoyama ma kuroshima ma okeyai ni ke dani 
  Aoyama COM Kuroshima COM 3DU NI.PL DET.PL.M like 
  （私だけが知っている）青山と黒島のような二人の人 
 

 e. ugeeniya ibo na ko doo-ta    
  snake big NI.SG DET.SG.F see-IP    
  大きそうな蛇を見た 
 

 f. ita-awe ida mogo enaa na ko to-p-a 
  road-at LOC stone good NI.SG DET.SG.F be-MP-3SG.F.S 
  道に美しそうな石がある 
 

 g. gekee~gekee na ko mee gaa-p-a  
  rustle~RDP NI.SG DET.SG.F person think-MP-1SG.S  
  ガサガサ音がしていたので人かと思った 
 

 h. yame yoka na kaa emo na-duwa-p-i 
  male child NI.SG GEN.INDF blood 1SG.BEN2-cut-MP-3SG.M.S 
  ある男の子に血を吸われた 
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 i. yagumo yoka na kaa emo na-duwa-p-a 
  female chilg NI.SG GEN.INDF blood 1SG.BEN2-cut-MP-3SG.F.S 
  ある女の子に血を吸われた 
 

 j. noogei na ki amaiya ani ya 
  1SG.friend NI.SG DET.SG.M two.days.ago 1SG GEN.DEF 
  owa-apa me-ta    
  house-ALL come-IP    
  ある友達がおととい私の家へ来た 
 

 k. ani papua kaa mee ida-ana na kaa 
  1SG Papua APS person CLF-one NI.SG GEN.INDF 
  mee mana na-topi-p-i   
  Mee language 1SG.O-teach-MP-3SG.M.S   
  私に（私だけが知っている）一人のパプアの人がメエ語を教えてくれた。 

 
 l. ani papua kaa mee ida-wiya ni kaa 

  1SG Papua APS person CLF-two NI.PL GEN.INDF 
  mee mana na-topi-p-ai   
  Mee language 1SG.O-teach-MP-3PL.S   
  私に（私だけが知っている）二人のパプアの人がメエ語を教えてくれた。 
 

 m. okai ki papua kaa mee ida-ana na 
  3SG DET.SG.M Papua APS person CLF-two NI.PL 
  kaa mee mana e-topi-p-i  
  GEN.INDF Mee language 3O-teach-MP-3SG.M.S  
  彼には（私だけが知っている）一人のパプアの人がメエ語を教えた。 
 
したがって定の名詞句に na / ni を付すことはできないようであるが、さらに確

認が必要である。 
 
cf. n. ani ki okai ya mee mana  
  1SG DET.SG.M 3SG GEN.DEF Mee language  
  na-topi-p-i     
  1SG.O-teach-MP-3SG.M.S     
  私に彼がメエ語を教えてくれた。 
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cf. o. *ani ki okai na ya mee mana 
  1SG DET.SG.M 3SG NI.SG GEN.DEF Mee language 
  na-topi-p-i     
  1SG.O-teach-MP-3SG.M.S     
  ［非文］ 
 
cf. p. okai ki kou papua kaa mee kou ya 
  3SG DET.SG.M DEM.SG.F Papua APS person DEM.SG.F GEN.DEF 
  mee mana e-topi-p-i    
  Mee language 3O-teach-MP-3SG.M.S    
  彼にはそのパプアの人がメエ語を教えた。 
 

 q. wido dani ni ke / gaati dani ni ke 
  three like NI.PL DET.PL.M / ten like NI.PL DET.PL.M 
  3つくらい  10くらい 
 

7.3.9. 名詞句に係る注意喚起の新情報の標識 nu / no [polite] 
名詞句の指示対象について、話し手は知っているが聴き手は知らないばあいに

は、それが新情報であることを、標識 nu （丁寧形は no ）を付して明示し、聴き

手の注意を喚起することができる。 
 

(11) a. aki ya ke-eg-a  ani ya nu 
  2SG GEN.DEF become-RP-3SG.F.S  1SG GEN.DEF NI.VOC 
  あなたの物か（あなたの物ではない）、私の物だ 
 
 b. wilem songonau ya ko ekagi nu ni-ti-ta 
  Wilem Songonau GEN.DEF DET.SG.F Ekagi NI.VOC 1PL.O-do-IP 
  ウィレム・ソンゴナウが我々をなんとエカギにした 
 

7.3.10.  名詞句に係る意外性の標識 meeya 
日本語の「も」「までも」に類似する。名詞句の指示対象について、それが話し

手にとって意外な驚きの対象であるばあいに、それが意外性の新情報であること

を、標識 meeya を付して明示することができる。暫定的にひとまとまりの語とし

たが、文例も限られており、音形と意味が類似する maiya との関係や、疑問助詞

の mee との関係など、さらなる解明のための調査が必要である。 
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(12) a. mee idibi meeya me-ta    
  person five MIR come-IP    
  5人も来た（来たのは5人だった） 
 
 b. idibi meeya ki-ta    
  five MIR become-IP    
  5人も来た（来たら5人だった） 
 
 c. idibi meeya ki-p-ai    
  five MIR become-MP-3PL.S    
  なんと五匹も生まれた（予想していなかった） 
 

7.4. 文節に係る対比・新情報・モダリティの標識 
調査のなかで確認された文節に係る標識としては、 1) 名詞句に係るのと同じ

で日本語の副助詞「も」に類似する maiya、2) やはり名詞句に係るのと同じの注

意喚起の新情報の標識 nu / no、 3) 事実性を保留する標識 naa,、 4) 蓋然性の標

識の yuwa あるいは yuwa ewo、がある。それぞれの働きについて今後さらに解

明されるべき点が多い。 

7.4.1.  具格と同形式の kaa による文節の対比の文例 
文節に後続する対比の kaa は、名詞句に後続する対比の kaa に準じて、文で言

われる事態を他と対比する。 
 
(13) a. taka beu ti-yake kaa ee duwa  
  stamina NEG do-CVM FOC breath cut.IMP.SG  
  疲れたあ 休もう 
 
 b. edi we-ete kaa koyokaa egaa uwi-ta  
  rain fall-PROG FOC CNJ quick go-IP  
  雨が降っていたので急いで行った 
 
 c. ito kou wegai nee kaa ko tekeepo-opa 
  now DEM.SG.F speak.INF OPT FOC COMP pandanus-place 
  make keite-ig-ai manaa wegai nee  
  LOC work-HAB-3PL.S story speak.INF OPT  
  これから話すのは、パンダヌス園で為されていることの話しを話そう 
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7.4.2. 文節に係る注意喚起の新情報などの標識 nu / no [polite] 
文の内容について、話し手は知っているが聴き手は知らないばあいには、それ

が新情報であることを、標識 nu （丁寧形は no ）を付して明示し、聴き手の注

意を喚起することができる。 
 

(14) a. mewei egaa nai nu   
  come.IMP.PL quick eat.IMP.PL NI.VOC   
  早く食べよう 
 

 b. mewei egaa uwi no    
  come.IMP.PL quick go.IMP NI.VOC.POL    
  さあ早く行こう 
 

 c. ani ki ewo nu    
  1SG DET.SG.M ignorant NI.VOC    
  私は知らないぞ 
 

 d. ani ki káiya ewo nu   
  1SG DET.SG.M where ignorant NI.VOC   
  私はどこなのか知らないぞ 
 

 e. ani ki káiya yuwa ewo nu  
  1SG DET.SG.M where probable ignorant NI.VOC  
  どこにいるらしいのか私は知らないんだ 
 

 f. kouda kaa ekina beu to-p-a nu  máagiyoo kaa 
  there APS pig NEG be-MP-3SG.F.S NI.VOC  what INS 
  あの豚いないね、どうしたの 
 

 g. kouda kaa ani ya ekina kodo beu  
  there APS 1SG GEN.DEF pig DEM.SG.F NEG  
  to-p-a nu      
  be-MP-3SG.F.S NI.VOC      
  あそこの私の豚がいないぞ 
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7.4.3.  共格と同形式の ma による文節の対比の文例 
名詞句の対比の ma と平行して、文節の対比にも ma が用いられる。対比され

る文節は動詞不定形の文節となる。 
 
(15) a. nai ma ko dáá    

  eat.INF FOC COMP prohibition    
  食べてはいけない 
 
 b. uwii ma ko dáá ti-ta   
  go.INF FOC COMP prohibition do-IP   
  行ってはいけなかった 
 

  c. wako kapuni kaa wegaa tai manaa kodo ko 
  lower village LOC speak do.HAB language DEM.SG.F DET.SG.F 
  wegai ma ko dáá    
  speak.INF FOC COMP prohibition    
  平地の村で話しする言葉を話したりするのは禁止 
 

7.4.4.  maiya による文節の対比の文例 
文節に後続する対比の maiya は、名詞句に後続する対比の maiya に準じて、

日本語の助詞「も」に類似する働きをする。文節に後続する maiya は、名詞句に

後続する対比の na maiya に準じて、文節の対比として使われる。中過去時制文［-
p- naa maiya］の ［-p- naa］は事実性を保留する標識（次項）と考えられる。maiya 
はまた補文標識としても機能している。 

 
(16) a. aki ki paniai te uwi-p-e maiya enaa 

  2SG DET.SG.M Paniai NEG go-MP-2SG.S also good 
  お前はパニアイに行かなくてもよい 
 

 b. aki ki paniai te uwi-p-e naa maiya 
  2SG DET.SG.M Paniai NEG go-MP-2SG.S HYP also 
  enaa        
  good        
  お前はパニアイに行かなくてもよい 
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 c. ani ya gai ko paniai uwi-p-aa 
  1SG GEN.DEF think.INF COMP Paniai go-MP-2PL.S 
  maiya enaa      
  also good      
  私の思うに（君たちは）パニアイに行ってもいい 
 
 d. keida kaa to-ta yokaaga-ido ke owaa migi-ta 
  there.PL LOC stay-IP youth-PL DET.PL.M house build-IP 
  kapaa watiya kodaa ki-touyo naa maiya  
  near side DEM.SG.F become-CVM HYP also  
  poto yato ki-touyo naa maiya   
  far place become-CVM HYP also   
  それらの場所で留まっている若者たちが小屋を建てた隣脇になってい

ることもあり、（そこから）遠くになっていることもあり、 
 
 e. poto yato ki-touyogo naa maiya okai ma 
  far place become-CVM HYP also 3SG COM 
  okai ma tou     
  3SG COM stay.INF     
  遠い所へ行くとしても彼と一緒 
 

7.4.5. 事実性を保留する標識 (-p-) naa 
時制文の内容について、その事実性が保留されるばあいには、中過去時制 -p- 

が使われて標識 naa が付される。naa は事実性の保留と補文標識の機能を同時に

果たしている。 
 

(17) a. aki ki paniai uwi-p-e naa enaa  
  2SG DET.SG.M Paniai go-MP-2SG.S HYP good  
  お前はパニアイに行ってもよい 
 

 b. aki ki paniai te uwi-p-e naa enaa 
  2SG DET.SG.M Paniai NEG go-MP-2SG.S HYP good 
  お前はパニアイに行かなくてもよい 
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 c. ikii ke paniai uwi-p-aa naa enaa 
  2PL DET.PL.M Paniai go-MP-2PL.S NYP good 
  君たちはパニアイに行った方がいい（アドバイス） 
 

 d. ani ya gai ko paniai uwi-p-aa 
  1SG GEN.DEF think.INF COMP Paniai go-MP-2PL.S 
  naa enaa       
  HYP good       
  私の思うに（君たちは）パニアイに行った方がいい 
 
反実仮想の条件節を導く形式 ［-p- naa ko］ は、事実性を保留する標識 ［-p- 

naa ］に副詞節を導く補文標識 ko が付された形式と考えられる。 
 

 e. ani ki yagumo naa ko    
  1SG DET.SG.M woman HYP COMP    
  私が女ならば 
 

 f. ani tokiyo to-p-a naa ko    
  1SG Tokyo stay-MP-1SG.S HYP COMP    
  私が東京にいたら 
 
以下の文例では、文に後続する naa ko と名詞句に後続する naa ko がみられる

が、同音異義ととらえるべきものと考えられる。 
 

 g. aki egaa anigoo-p-e naa ko koma ena 
  2SG early wake.up-MP-2SG.S HYP COMP vehicle one 
  ida naa ko ki-to-yaa kodeya   
  LOC NI.SG DET.SG.F become-CONT-CVM CNJ   
  お前が早く起きていたならば、（お前の知らない）バスに間に合ったの

に［言い差し］ 
 
中過去時制［-p-］ではない時制の文に naa が付され、やはり事実性が保留され

る文例もある。 
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 h. yosua ya ekina ko egaa uwee-teig-a 
  Joshua GEN.DEF pig DET.SG.F quick go-PFV-3SG.F.S 
  naa ko weda dani    
  HYP COMP fear like    
  ヨシュアの豚が走っているのは変だね 
 

7.4.6. 蓋然性の標識 yuwa あるいは yuwa ewo 
時制のある文の内容について、その蓋然性が述べられるばあいには、時制文に

標識 yuwa あるいは yuwa ewo が付される。yuwa は yuwii [hear] と語根が同一

と思われ、伝聞の意味合いももつ可能性がある。さらに確認が必要である。 
 

(18) a. okai ki paniai to-p-i yuwa  
  3SG DET.SG.M Paniai stay-MP-3SG.M.S probable  
  彼はパニアイにいるかもしれない（現在） 
 

 b. okai ki paniai beu to-p-i yuwa  
  3SG DET.SG.M Paniai NEG stay-MP-3SG.M.S probable  
  彼はパニアイにいないかもしれない（現在） 
 

 c. okai ki paniai uwii pagi yuwa  
  3SG DET.SG.M Paniai go.INF NF1.3SG.M.S probable  
  彼はパニアイに行くかもしれない（確実近未来） 
 

 d. okai ki paniai uwi-ta yuwa   
  3SG DET.SG.M Paniai go-IP probable   
  彼はパニアイに行ったかもしれない（不定過去） 
 

 e. aweetaa tokiyo uwii ta yuwa ewo  
  tomorrow Tokyo go.INF DF.1SG.S probable ignorant  
  明日東京に行くかも知れない（遠未来） 
 
yuwa ewo と組み合わさって中過去時制 -p- が不確実な事態を表す文例がある。 
 

 f. dance ki tokiyo uwi-p-i yuwa ewo 
  Dance DET.SG.M Tokyo go-MP-3SG.M.S probable ignorant 
  ダンチェは東京へ行ったかもしれない（中過去） 
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7.4.7. 想像の標識 gaa 
非現実相の nee で導かれる文に中過去の ki-p- が付され、さらに gaa が付さ

れた［nee ki-p-V gaa］文により、話者の想像を表す。 
 

 (19) a. okai ki bokai nee ki-p-i gaa 
  3SG DET.SG.M die.INF IRR become-MP-3SG.M.S imagine 
  あの人は死ぬかもしれないなあ 
 

 b. inai wiyaa ke tee aa-bokai nee ki-p-e 
  1DU two DET.PL.M NEG DU-die.INF IRR become-MP-1PL.S 
  gaa       
  imagine       
  僕ら二人は死なないかもしれないなあ 
 

7.4.8. 新情報を表す動詞の時制接辞 -emeg- ［DP2］ 
遠過去［DP］の時制接辞には、新情報を表す -emeg- ［DP2］と、単なる遠過去

の -eteg- ［DP1］がある。過去の事態について話し手は知っているが聴き手は知

らないばあいには、それが新情報であることを、動詞語幹に時制接辞 -emeg- ［DP2］

を付して明示し、聴き手の注意を喚起することができる。 
 

(20) a. inii no-omeg-e      
  1PL eat-DP2-1PL.S      
  私たちは食べたのです 
 

 b. tekeepo-opa uwii beu gaa ko epeepi tai 
  pandanus-place go.INF NEG time DET.SG.F preparation do.INF 
  agiyoo wiya dani epeepi nee-te-emeg-ai 
  thing two like preparation 1PL.BEN1.-do-DP2-3PL.S 
  パンダヌス園へ行く前に準備するものをいくつか準備したのです 
 

 c. kou agiyo-udo kou epeepi nee-te-emeg-ai 
  DEM.SG.F thing-PL DEM.SG.F preparation 1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S 
  私たちはそれらのものを準備したのです 
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 d. tekeepo-opa ko uwaata tani idibi gaa 
  pandanus-place DET.SG.F afternoon o’clock five time 
  ko dakii nee-te-emeg-ai 
  DET.SG.F arrive.INF 1PL.BEN1-do-DP2-3PL.S 
  パンダヌス園には午後の５時ごろに着いたのです 
 
 e. kouda make ko naitai ma nauwai maa 
  there LOC DET.SG.F 1SG.father COM 1SG.elder.brother PL 
  kede owaa nee-mige-emeg-ai    
  DEM.PL.M house 1PL.BEN1-build-DP2-3PL.S    
  それから父と兄たちは家（小屋）を作ったのです 
 
 f. kouda make ko tekeepo-opa ko uno wii 
  there LOC DET.SG.F pandanus-place DET.SG.F sleep four 
  nee-umi-yake idibaago naago ko owa-apa 
  1PL.BEN1-live-CVM fifth day DET.SG.F house-ALL 
  yoko nee-me-emeg-ai    
  back 1PL.BEN1-come-DP2-3PL.S    
  それからパンダヌス園では四泊して五日目には家に戻ってきたのです 
 

7.5. 断定の標識 ― 副詞 maakidi 
事実の断定は副詞（あるいは副詞的名詞） maakidi で表される。 
 

(21) a. okai ki ito kii maakidi paniai  
  3SG DET.SG.M now DEM.SG.M certainly Paniai  
  to-p-i      
  stay-MP-3SG.M.S      
  彼は今パニアイにいるにちがいない 
 
 b. okai ki ito kii maakidi paniai beu 
  3SG DET.SG.M now DEM.SG.M certainly Paniai NEG 
  to-p-i      
  stay-MP-3SG.M.S      
  彼は今パニアイにいないにちがいない 
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7.6. 証拠性 

7.6.1. 人称代名詞の双数形に後続する wiyaa の証拠性 
調査の初頭では自立形の人称代名詞双数に wiyaa をつけないばあい(a)では証

拠性がなく、wiyaa をつけるばあい(a’)では直接経験の証拠性がある、とされた。

さらに確認が必要と思われる。 
 

(22) a. okeyai aa-boka-ta      
  3DU DU-die-IP      
  彼ら二人が死んだ（私は見なかった） 
 

 a’. okeyai wiyaa aa-boka-ta    
  3DU two DU-die-IP    
  彼ら二人が死んだ（私は見た） 
 
 b. aki ki inai wiyaa nigi-ta  
  2SG DET.SG.M 1DU two 1PL.O.hit-IP  
  あなたは私たち二人を殴った 
 
cf. c. aweetaa ko inai ke tee aa-mei tage 
  tomorrow DET.SG.F 1DU DET.PL.M NEG DU-come DF.1PL.S 
  明日は私たち二人は来ません 
 

7.6.2. 中過去 -p- の証拠性 
以下の文例(a)でみるように、中過去 -p- は遠過去と対比して直接経験の証拠性

があるとされた。事実性を保留する文で中過去時制が使われること（3.4.2.、6.4.9,、 
7.4.4.~7.4.7.）との関連を考慮すると、-p- は証拠性の現実相の標識としてとらえる

こともできると思われる。今後さらに調査と確認が必要と思われる。 
 

(23) a. okai ki mee wagi-p-i   
  3SG DET.SG.M person 3O.kill-MP-3SG.M.S   
  彼は人を殺した（話者は見ていた～よく知っている） 
 
cf. a’. okai ki mee wagi-ta   
  3SG DET.SG.M person 3O.kill-IP   
  彼は人を殺した（と言われている） 
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 b. ani ya mee wagi-p-a yuwa ewo 
  1SG GEN.DEF person 3O.kill-MP-1SG.S probable ignorant 
  私は人を殺していたようだ（泥酔して知らなかったが） 
 
 c. boka-yaawi-p-ai    
  die-PFV-MP-3PL.S    
  すごい！（人々が1日で畑仕事を終わったときに自分の目で見て） 
 
cf. c’. boka-yaawe-eg-ai    
  die-PFV-RP-3PL.S    
  すごい！（人々が1日で畑仕事を終わったときに） 
 
以下の文例も直接経験の証拠性の現実相の例と思われる。 
 d. ani yuma-apa ko uwo to-p-a  
  1SG nose-ALL DET.SG.F water be-MP-3SG.F.S  
  私の目の前に（Lit. 鼻の方に）水がある 
 

7.6.3. 確実近未来 -pig- / pag- の証拠性 
以下の文例(a)でみるように、不確実近未来 neeg- と対比して確実近未来 pig- / 

pag- は話者の確実な想定という証拠性があるものと思われる。 
 

(24) a. mei page mee beu    
  come NF1.2SG.S Q NEG    
  mei beu tai neeg-a    
  come.INF NEG do.INF NF2-1SG.S    
  mei beu tai piga    
  come.INF NEG do.INF NF1.1SG.S    
  来ますか？ 

来ないでしょう 
来ません 

 
 b. mei  piga    
  come- NF1.1SG.S    
  行ってきます（Lit. 私は確かに帰ってきます） 
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略語一覧 
 

1: first person（1人称） INS: instrumental case（具格） 
2: second person（2人称） IP: indefinite past（不定過去） 
3: third person（3人称） IRR: irrealis mood（非現実相） 
ALL: allative case（向格） LOC: locative case（所格） 
APS: appositive case（同格） M: masculine（男性） 
BEN: benefactive case（受益者格） MIR: mirative（驚愕） 
CAUS: causative（使役化） MP: middle past（中過去） 
CLF: classifier（類別詞） NEG: negation particle（否定詞） 
CNJ: conjunction（接続詞） NF1: near future I（確実近未来） 
COM: comitative case（共格） NF2: near future II（不確実近未来） 
COMP: complementizer（補文標識） NI: new-information（新情報） 
CONT: continuous aspect（持続アスペクト） O: object（目的語） 
CVM: converb marker（副動詞標識） OPT: optative mood（希求モード） 
DAT: dative case（与格） PFV: perfective aspect（完了アスペクト） 
DEL: delative case（離格） PL: plural（複数） 
DEF: definite（定） PMS: permissive mood（許可モード） 
DEM: demonstrative（指示詞） POL: polite mood（丁寧モード） 
DET: determiner（限定詞） PPROG: past progressive（過去進行） 
DF: distant future（遠未来） PROG: present progressive（現在進行） 
DP1: distant past I（遠過去I） Q: question particle（疑問助詞） 
DP2: distant past I（遠過去II） RECP: reciprocal prefix（相互形動詞接頭辞） 
DU: dual（双数） RDP: reduplication（反復） 
F: feminine（女性） REFL: reflexive pronoun（再帰形代名詞） 
FOC: focus marker（焦点・とりたて） RES: resultative aspect（結果アスペクト） 
GEN: genitive case（属格） RP: recent past（近過去） 
HAB: habitual（習慣） S: subject（主語） 
HON: honorific（敬語） SG: singular（単数） 
HYP: hypothesis（仮想） SPN: spontaneous（自発） 
IMP: imperative mood（命令モード） TER: terminative case（到格） 
INC: inchoative aspect（始動アスペクト） TRM: terminative aspect（終結アスペクト） 
INDF: indefinite（不定） VOC: vocative suffix（呼びかけ） 
INF: infinitive（動詞不定形）  
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