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一般読者の方々へ

フランスの教養層はこれまで印欧語の起源の問題にはあまり興味を示さなか

った.200年ほど前，ギリシア語やラテン語を含めて，ヨーロッパの大部分の

言語は古い単一の言語に由来するとしづ発見がなされ，これによってドイツや

北欧の人々は自分たちのことばが西欧の古典語に匹敵する立場に置かれること

になったため，大いに発奮するところとなった.反面，フランス人は自らを古

典語の直系の後爾と任じており，そのため，様々な民族が一斉に拡大したとし、

う先史時代のできごとが，彼らの関心を惹くことはあまりなかったのである.

他方，フランスで華々しく創始された考古学の研究は常に注目を集めてきた

とは言え，クロマニョン人やアジールの住居跡，新しくはラスコーの洞穴美術

は，インドの文人との遠い交わりに端を発し，今では高度な抽象化に達してい

る比較言語学の諸研究と，どのような関係にあると考えるべきだろうか.長い

間にわたって，言語学的再建と，発掘現場や墳墓での発見とを結び付けようと

する試みは，場合によってはこれを駒子する当人にさえ，ことごとく無益な仮

説に過ぎなかった.ところが，今日ではロシアやパノレカン諸国において考古学

の研究が長足の進歩を遂げており，空間的に拡大のプロセスが再構築され，こ

れと印欧諸言語を話す集団の移動とが一致すると考えられるに至っている.こ

のように両者を同一視する考え方はまだ仮説の域を出ていないのだが，これを

利用することにより，異なる分野から得られた諸データに一貫した扱いを施す

ことが可能となる.地理的には概略的にならざるを得ず，また時間的には諸事

実の生じた)1贋序のみを扱う相対年代決定に頼らざるを得ないが，今や敢えて具

体的な枠組みを提示する機は熟したと思う.

「印欧語はいつ，どこで話されていたのか?J【第 I章の表題]などとし、う聞

を目にすると，地理・歴史・社会的にはっきりとした答えがあるのだろうと期

待するかもしれない.だが，本書の主題である印欧語が，いまだ純粋に言語学

的な概念であることを忘れてはならない.この 5000年の間，印欧語を話してい

た，あるいは今日それを話している諸民族が，その言語の本来の話し手と一致
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する可能性は，遺伝学的に言って，ほぼゼロである.本書の表題にはかぎかっ

こ付きの「印欧人Jが記されているが，それはこの事実に目を向けて戴くため

である.言語的祖先は，純粋な祖先とは必ずしも一致しない.ラテン語の使用

を強要されたガリア(ゴール)人の後葡を自任するフランス人になら，このよ

うな事情は容易に理解戴けることだろう.

印欧語とは，その広義において， r共通の幹J(回nccommWl)に源を発し，並

行的な，また後には様々な偶然から分岐を伴う発遣を遂げた結果生まれる，過

去，現在，そして未来の諸言語すべてを意味する.これに「共通J(∞'mmWl)と

か「祖J(E. Protcト)を添えて明示される場合もあるが， r印欧語Jはしばしばこ

の共通の幹の名称、としても用いられる.ただし，この印飲祖語もあらゆる言語

と同様に常に発達を続けていたはずであって，かつてのように静的な状態の再

建を目指すのではなく，今日では発達プロセスこそが再建すべき目標となって

いる.これを成し遂げるには，古い文証を有する言語の比定を行うばかりでは

不充分で、あり，これらの言語の形態論に見られる不規則的な現象を検討し，一

般言語学，構造言語学，機能言語学の知識を総動員することによって文証以前

の言語を推定し，その成果をも利用せねばならない.

本書では具体的な言語データを省略するわけにはし、かなかったが，その理由

についても触れておきたい rフランス語とロシア語はかつて旦二旦亘蓋(Iameme

l!U1gue)であったJなどと一言で済ませたなら，読者の方々はこれを冗談と勘違

いなさるのではないだろうか.だが，鴨下の器官[舌】及びコミュニケーショ

ンの道具【言語]を意味する，このl!U1gueと，一定のプロセスを経て得られる

ロシア語の対応語i旬 rkIとが，どちらも古い旦二2霊盤(Iameme forme)に由来

していることを目の当たりにすれば， r同ーの言語であったJとし、う意味に納得

が行くことだろう【8.16ff.].このようなプロセスを余すところなく全部提示さ

れてはかなわないとお思し、かもしれないが，これほど大きく異なる二つの形態

が一致するというのは単なる絵空事ではないと読者諸氏にご納得戴くには，こ

のようにせざるを得なかった.

つまり，本書を手に取る方々の多くには寸車の推移を，あまり細かい点にこ

だわらずに，ななめ読みして戴いて構わないと思っている.第IX章の表題「音

I通常の転写法ではj句北(幻bIK). 1. 34参照.
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韻論Jを一つ取ってみても，多くの人は恐れを抱くのではないだろうか.その

次の章の表題「文法Jもおもしろそうには見えなし、かもしれない.だが，これ

らの章では，たとえすべてを記憶しようとしなくとも，通読なされば得るとこ

ろがあることと思う.この分野での先入観を一掃するのにお役立て戴きたい.

つまり，音変化と呼ばれることが容易に理解できて驚かれることだろうし，反

面，多くの文法的再建には頭を抱えるのではないだろうか.

記号の解説をした表は，巻末のp.320・1に載せてあるので参照されたい.

最後に，本書で採用した印欧語に関するデータの提示法が，伝統的な方法と

異なる場合が多い点を明言しておきたい.今日，言語がし、かに機能するか，話

者の伝達の必要性に適応するために言語がいかに変化するか，とし、う点に関し

て大きな進歩が成し遂げられている.だとすれば，用心の余り沈黙を守るより

も，誤りを恐れずに口を開くべきだという原則に従い，前に進まねばならない

のである.
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研究者の方々へ

本書の大部分は， 1976・1977及び1983・84年度の二回にわたってパリ高等学術

研究院(己colepratique des hau飽se似des)で行った講義をまとめたものである.講

義題目は一般言語学であったが，受講者の要望に応じたため題目とは食い違っ

た講義内容となった.基本的に受講者は向学心旺盛な方々であって，あらゆる

分野に通じた人材を養成するための課程に加えて言語状態の記述をきちんと修

めていたしかし，言語発達の分野では，彼らは文献学に暗く，言語が連続的

に変化してゆく様をご存じでなかったため，大概の場合に理論的概念以上のこ

とを扱うには無理があった.それでもなお，多くの方々が比較と再建の方法を

学ぶことを望んだ.そうは言っても，彼らはこの分野で扱われる古代の諸言語

をほとんど知らないために，ギリシア語とラテン語をきちんと知らないと読め

ない古典的な概説書を彼らに対して用いるわけにはいかない.そこで，本文を

読んで戴ければおわかりのように，現象の説明のためには，できる限り現代語

の例を用いることにした.英語のwhatを例に取れば，特にそのアメリカでの発

音[hwat]を用い，ラテン語の quodと比べることによって，この一語だけでゲ

ルマン語をその他の語派から区別する基本的三つの特徴を示すことができる

[5. 61ff.， 9. 19]. 

私の二回目の講義は，友人のHenriette及びG的 rdWa1ter夫妻が全部録音し，

文字に起こして下さった.以下に続く本文の大部分は，いささか大学的とも言

える私の話し方に含まれていた繰り返しゃ口語的表現をお二人の手で推敵して

戴いたものである.現代の比較言語学で一般的に認められていることがらの枠

を超えて，これまで私は数々の提言を行ってきた.これはEvo/:ωiondes /angues et 

recons，的 ation，Paris， 1975にまとめておいたが，本書でもこれらの提言のいくつ

かが載せてある.これまで書評の中で概略のみを公にしたり，あるいは註で簡

単に触れただけの提言もあるが，本書では特にそのいくつかを詳しく記した.

有声閉鎖音を古い声門化音の発達とする解釈などはその一例である【9.83ff.]. 

本書での新しい点は，前置鼻音化音素の体系を想定したこと [9.112ff.]と，
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活用形成の過程を詳細に検討したこと【10.94ff.】の二点である.前者の想定に

よって，とりわけかの有名な+と -n-の交替，及び複数の斜格における咽司と

_bh_2の交替に説明が与えられる.また，後者からは，文証される諸言語におい

て異なる動詞体系が形成されることと，古い奪格に起因する -5に終わる能格と

絶対格とが漸次的に合一することが導かれる.

比較の結果得られたことがらを単一の印欧祖語というスクリーン上に投影す

ることを避けようと，あらゆる場合に発達のプロセスを再構築しようと，常に

努めている点にお気付き戴けることと思う.このような試みは困難で、あり，こ

れが最終的に成就するには，今生じている変化の観察を可能にする動態的な共

時態の手法を若い言語学徒に教育することが必要であることは，私も痛感して

いることである.

最後になったが，上にも記したHe町ie臨及びGe即 dWalterご夫妻の他にも，

J白血leM紅白let，TherおeMartinet並びにJoharmObergの各氏に原稿をお読み戴き，

貴重なご意見を賜った.記して謝意を表す.敢えて自説を披露したすべての分

野においてご忠言を賜ったJeanHaudcy氏には特に感謝しなければならない.本

文中には大胆に過ぎる仮説や矛盾もあるかもしれないが，その責めを負うのは

無論私個人である.

2本書で採用されている表記法では・bh_. 凡例及び9.10参照.
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訳者はしがき

本書は，考古学や歴史学の成果との有機的な連闘を図りつつ，印欧語比較言

語学の最新の成果が説かれた優れた著作である.

二重分節やエコノミーであまりにも名高く， 20世紀を代表する大言語学者で

ある原著者について，訳者ごときが不充分な紹介をする必要もなかろう.ここ

では次の一点を記すに留めたい.故マルテイネ氏はメイエの最後の弟子の一人

であり，メイエの師であるソシュールやメイエ門下の兄弟子パンヴェニストと

同じく，本来的に印欧語比較言語学者であった.ソシュールはサンスクリット

とバルト語を，パンヴェニストはイラン語を，そしてマルテイネはゲルマン語

を本来の研究対象とし，そこから印欧語全体へと研究を広げて，最終的に一般

言語学者としての名声を得るに至った.同じことはブルームフィールドやサピ

ア，クリウォヴィッチやボドワアン・ド・クルトネについても言えるであろう.

マルテイネのコロンビア大学時代の業績を見れば，彼が最先端の印欧語比較言

語学者であることは一目瞭然である.彼の業績と生涯の概略については富盛

ο001)を，さらに詳しくはWaItぽ (1988)やM紅白et(1993)を参照されたい.

比較言語学者たるマルテイネがその本領を発揮した最後の著書が本書 Des

steppes aux: oceans -l'indo-europeen et 知町Indo品。-opeens>>ー(paris:Payot， 1986; 

Payot & Rivages， 19942)である.原題が示すように，ここに綴られるのは，中央

アジアのステップと呼ばれる広大な草原地帯から，インド洋と大西洋に達した

「印欧人Jの足跡とその言語の変遷である.全編に彼独特の斬新な見解が散り

ばめられており，風間喜代三先生が本書とともに現在最良の比較言語学書と評

したセメレーニの書の保守性とは一線を画す(風間 1990:20). 第 I~N章には

考古学や歴史学，あるいは文化人類学や宗教学と言語学との成果の統合が，第

v~vm章には印欧語比較言語学の基礎概念が説かれ，その上で第区章と第X章

には印欧祖語について彼が長年温めた大胆な，常識を超えた構想が大きく展開

されている.その全体を理解するには広範な前提知識を要し，読者の便にと加

えた拙い註釈が的外れでないことを願うよりない.
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結果的に本書は専門家向けの書と言えようが，序にも記されているように，

前提知識のあまりない読者向けに色々と工夫が施されているため，細部にこだ

わらなければ印欧語比較言語学あるいは印欧人の歴史の入門にも無理なく利用

できるはずである.

本書の訳出を決意したのは，そもそも訳者が 1996年度冬学期の途中から大阪

外国語大学大学院で本書をテキストに用いたことに端を発する.当時在学中の

下郡健志，横井幸子，同学非常勤講師の北岡千夏，また後にここに加わった宮

本)1慎一郎，山尾あすかの各氏とともに微に入り細に入って読み進むうち，この

優れた業績をわが国の同学諸兄に紹介するのを義務と感じるに至ったので、ある.

原著者のアンドレ・マルテイネ氏は寛大にも見ず知らずの訳者の申し出に理

解を示され，日本語版作成を快諾された.原著の価値を損なうことのないよう

誤謬を避けるべく，また時に散見される誤植を訂正すべく，氏が幽冥境を異に

されるまで二年余りにわたって質疑応答を交わしながら，また関係諸分野の知

識を補いながら作業を進め，すでに第E章までの訳稿は暫定的に勤務校の紀要

に連載した(~大阪外国語大学論集~ Vol. 16 (1997) - 22包000)). 

原著者は 1999年7月 16日，享年91歳で永眠された.謹んで哀悼の意を表す.

氏との共同作業も第IX章で途切れる結果となり，また様々な事情から氏のご存

命中に日本語版刊行を実現できなかったことは恵憶に堪えない.氏の墓前に捧

ぐベく，訳出と確認の作業を終了したのは2000年 3月のことで、あったが，その

後，業界不況の波の中，なかなか刊行の事情が整わずに今日に至ってしまった.

ここに上梓にこぎつけることができたのは，ひつじ書房社長の松本功氏のご理

解とご協力の賜である.日本語版の書名も同氏の発案によっている.

訳出及び註釈作成の過程では，豊橋技術科学大学名誉教授土居敏雄，東京外

国語大学教授川口靖司，大阪外国語大学教授新谷俊裕，同清水育男，同助教授

橋場弦，愛知大学講師下郡健志の各氏に御教授あるいは資料の提供を賜った.

原著者の高弟であらせられる東京外国語大学名誉教授の渡瀬嘉朗氏は上記紀要

掲載の拙訳(特に第 I'"'"'rn章)を詳細にご査読下さり，訳者の不備をご指摘く

ださった.惜しくも 2002年 3月 19日に他界された東京外国語大学名誉教授の

故千野祭一先生には上梓に関しご心配をおかけした翻訳権取得に際しては令
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夫人JeanneM紅白et博士とEditionsPayot &回vages社のM紅白・M仙沼 Serrano，

及び松本功の各氏にお骨折りいただいた.ひつじ書房の北村直子氏は原稿にお

ける不測の不備をご指摘くださった.記してこれらの方々に深甚なる謝意を表

する.

本書にはすでにスペイン語版，イタリア語版，セルビア・クロアティア語版

が出ているらしく，また英語版の刊行予定が伝えられて久しい.これらのうち

入手できたのはSegundoAlvarez P白 z氏訳のスペイン語版但E加 副 司pasa los 

oceanos -El indoeun戸'oy伽 <<lndc印刷戸os))ーっMadrid， 1997)のみであったが，

同書では原著の誤植や不統一等は一切訂正されておらず，正直言って参考にな

った場合は少ない.その他の翻訳版も近々手にして参照したいと願っているが，

恐らくこの日本語版が慎重さにおいてこれらに引けを取ることはあるまいと自

負している.

諸兄のご叱正など賜れれば，また個々の印欧語を専門とする方々の視野を広

げる機会となれば，さらに比較言語学の研究に進まれる若い研究者の方々の一

助となれば幸甚である.

2002年 12月

神山孝夫
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凡例

1.全般

- 相互参照の便のため，各パラグラフに番号を付した.例えば第V章第8Sパラグラ

フは5.85と記す.併せて参照すべき箇所は【】内に指示した.・訳文の作成に際しては日本語としてのわかり易さを主とし，原文との逐語的一致

を従とする指針を採った.そのため訳文は必ずしも原文に忠実ではない.また，

閉じ趣旨からパラグラフ内で改行を施したり，箇条書きを採用した箇所もある.・読者の便のため，常識を超えると思われる前提知識を訳註の形で補った.本文中

に加えた訳者による付け加え，及ひ言い替えはそれぞれ[]，ト]の中に記した.・英語以外の例語には日本語 (iJ)，あるいは英語(“，，)による訳を加えた.特に

必要と判断した場合を除いて英語の例に日本語訳を加えることは控えた.・載せられたすべての例語は然るべき典拠により確認し，必要に応じて訂正と言語

名，並びに訳語を加えた.訂Eを施した箇所の右肩に(勺を付す.第IX章までの

訂正箇所には生前の原著者の同意を得ている.ただし第X-XI章及び原著者の死後

に発見された不備の訂正はこの限りでない.・紙面節約のため，原著の文献の指示方法を変更した場合がある.その場合，原註

に付された数字は原著と異なることになる.

2.表記

・研究者名はローマ字表記とし，地名，民族名，歴史的人物名は慣用に従って仮名

書きとすることを原則とした.ただし，後者の場合でも原著の記載との整合を図

る等の目的から，敢えて慣用に背いても長音節を「ーjで明示した場合がある(例:

へーラー，ウェノレキンゲ、トリークス， ドゥムノリークス). ・原著ではラテン文字以外の文字を用いて表記される言語からの例語もラテン文字

に転写される.その方針，並びに使用される記号については1.34並びに記号解説

(p.320・1)を参照されたい.ただし，訳註及び巻末に加えた参考文献一覧はこの限

りではない.・印欧祖語の表記に際しては， 9.10にも触れられている原著者の提唱する主義に従

う.つまり，伝統的な表記bh，ぬ，gh，g"hを廃し， bh， dh， i， iwを用いる.原著には

恐らく校正漏れに起因する不統ーが散見され，伝統的表記が綴られている場合も

あるが，それらもこの方針に基づいて訂正した.

・原著において前提知識のないフランス人読者のために採用された仮の綴りは，慣

用的綴りに戻した.
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- 原著のヒッタイト語表記においては， sとh(音価はそれぞれ[s]と[X])の上下に

くさびの(.)が加えられている場合と，これが略されている場合とが混在してい

るが，本書ではくさびを略する表記法に統一した.また，論旨上の必要性から子

音の重複表記は明示したが，煩瑛を避けるため母音の重複表記の記載は略した.・ラテン語，サンスクリットについては長母音の上lこmaαon(ー)を，ギリシア語(ロ

-7字表記)fこついてはm師団とアクセント符号を補った.サンスクリットの場

合，ヴェーダによってアクセント位置が確認される場合にはアクセント記号を補

い，特に必要のない限り連声形は記さない.いずれの場合にも breveC)は略した.・リトアニア語の例語には慣用に従ったアクセントを付け加えた.5.31以下を参照.・アルメニア語の例語の表記は，恐らくもっとも一般的なMeil1巴tの方式に統一した.・ラテン語の場合， iとj，uとvを区別せず，一般に前者を用いる古典的記載法が

採用されている.この点については特に変更していない.・ゴート語のai，飢には場合によって様々な音が対応するが，これを一般的方法に従

いai，ai，ai;au，札前と記して区別したそれらの音声実現に関してはp.95を参照

また，印刷の都合上hJは原著の通り hWと記した.

・サンスクリットとゴート語のe，o(2モーラ)はe.oと，サンスクリットのai，au 

(3モーラ)はai，auと記した.リトアニア語のももj，q，e，y，oも常に長母音である

が，様々な問題からこれらにはm抑加を加えることは控え，正書法に従った.・トカラ語とアルパニア語に関しては著者は独自の転写法を用いている.論旨への

影響を避けるため，この場合に限り著者の記載をそのまま踏襲し，必要に応じて

慣用的表記等の補足的情報を訳註の形で補った.・例えば古アイルランド謡と恩われる形をアイルランド語と称している場合等，や

や不適当と思Jコれる言語名が記されている場合もあるが，この点については完全

な誤りと思われる場合を除いて特に訂正していない.・慣用に従い再建形にはアステリスク(*)が加えられる(1.33).原著では，恐らく

一種の校正漏れから，これが必ずしもすべての再建形に綴られているわけではな

い.誤解あるいは不統ーを避けるため，再建形であることを明示すべきと判断し

た場合には同符号を補った.ただし，文脈の上から再建形であることが明白であ

る場合には原著の記載を踏襲した.・発音表記が概略的な場合も散見されるが，原則として特に手を加えず，読者に誤

解を与えると危↑具される場合にのみ(勺を付して訂正した.また，印刷の都合上，

原著に用いられている逆さのRはIPAのEに置き換えた.

3.用語

・民族名にはその大小にかかわらず「人J を加えた r~人」と r~族J との区別が

しばしば困難なためである.

• <<Ga叫巴))と αga叫ois))の訳語としては，フランス語の発音に倣った「ゴールJ，rゴ
ール語Jではなく，ラテン名に基づく「ガリアJ，rガリア語Jを選んだ.
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<<Va1，即1')>，<<evolutios)>， <d'凶.O-eUt'O戸m∞mm脚〉は原則として『意味J，r発達J，r印
欧祖語」と訳した.ただし，文脈上必要な場合には<<V!I加。を『価値lとした.

<<Racine>>， <<th加e>>，畑d回!>>， <<base>>はそれぞれ「語根J. r語幹J. r語基J. r基底

(形')Jと訳した.後者の二語はかなり概略的な用語であり，前者の二語で言い換え

ができる場合も少なくない.

慣用とは必ずしも一致しないが，正確を期し.(，伊凶!>>と〈伊蜘1isatios)>は「口蓋

音Jと「口蓋化jではなく，一貫して「硬口蓋音」と「硬口蓋化Jと訳す.これ

らは硬口蓋と軟口蓋の総称たるI瓜 戸 胤mσ.戸凶s;E.凶蹴:)r口蓋lにではなく，

伊励m伽nnn(p由isd町 hard戸l出:)r硬口蓋Jに対応する慣例的な用語だからであ

る.他方，凶凪lInmolle⑪由ismou;鉛ftpa1蹴:)r軟口蓋Iに対応する用語には，ほ
陪J..

ぽ同義のI瓜 vehlIn同組.1lIn(voile; velllIn) r口蓋机」からの例凶re>>，<<velaris組 側

が用いられ，これらの一般的な訳語「軟口蓋音J. r軟口蓋化Jは適当である.

10.102以降に用いられる術語α.omd'au加JI')>の訳語には最も苦慮した.ここで

〈倒防:U1')>は r(ある結果を)生み出した人物」あるいは「生みの親」のような意味

合いで用いられており，仮に「現出者名詞Jなることばを採用することにした. 

• 
• 

• 

• 
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5.言語名等の略記
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第 I章

印欧語はいつ，どこで話されていたのか?

1.1 我々が日常用いている語の大部分は，使われる場面や文脈によって様々な

意味になる.我々はこれに慣れており，これによって困惑することもない.だ

が，ある現象を細かく研究する際にはそうはいかない.取り扱う対象を正確に

言い表す必要があり，また，その対象を指すために日常のことばを用語として

用いるならば，その場合にその語がどんな意味で用いられているのかを明確に

する必要があろう.多くの場合に研究対象に対して新たな命名をする必要が生

じるものだし，またこれはまさに印欧語に対しても生じたことである.最初に

この【印欧語という】用語を用いた人物は，この語にどんな意味を込めたのか，

もちろん知っていたのであろう.しかし，当初この用語は感覚に基づいた命名

であったため，時の流れの中でその時代や研究者，あるいは著者によって異な

る様々な意味を担うことがあったのもやむを得ない.それゆえ，本書の題に用

いたこの用語を何よりもまず最初に定義しておきたい.

1.2 まずは，形容司のindo-europ伽「インド・ヨーロッパ(印欧)語のJと，

それに対応する名調とを区別しなければならない.この形観司は，すでに消滅

した，文証されていない単一の言語【=印欧祖語】から，規則的な発達によっ

て生じたと考えられている諸言語を言い表すべく考案された用語である.これ

ら印欧諸言語は長い間大西洋からベンガル湾にかけての旧大陸にのみ行われて

いたが，今日では第一あるいは第二言語として世界中で話されている.

1.3 したがって数多くの印欧諸語が存在し，その中にはフランス語や英語，ド

イツ語やロシア語といった有力な言語の他に，ベンガル語やオセット語のよう

なあまり知られていない言語も含まれている.

1.4 他方，上記の形鶴司から作られた名詞のl'indo-悶0向 1r印欧語jは，大

抵の場合，上記の文証されない言語そのものを指し，例えば「印欧語では『馬』

をekwosと言った」等のように用いられる.この言語を比較言語学ではもっと

厳密に「印樹E語J(l'indo-e町op伽 ωIDrmm，E. Proto-IndcトEurop阻 1)と呼んでい



る.また， ドイツ語では U血dogl町 nanischrインド・ゲルマン祖語」なる呼称

が用いられる. ドイツ語にはIndω:urop逝schとIndogennanischとし、う同義語が

あって，他の言語での呼称に並行する前者よりも，一般に後者が好まれている

ためであるI

初期においては，この印欧祖語は，バラモンの神聖語であり，インドの教養

語であるサンスクリットとほぼ同一視されていた.サンスクリットと西方の古

典語との比定を行う契機となり，比較言語学の誕生を促したのは， 18世紀にヨ

ーロッパ人によって他ならぬこの言語が発見されたことである2 この新たな学

聞が誕生するとすぐに，サンスクリットと遠い昔に存在が想定される祖語とが

同一ではありえないことが判明した.そのため，関係する諸言語に文証される

諸特徴の中でもっとも広く見られ，個々の言語の改新と考えにくいものが，印

欧祖語を再建する際に採用されることになった.このようにして， r父」に対し

ては戸ぽという形が再建され，そこには多数決によって語頭の pが採用され

ている.L低 pa蜘 11，Gk.pa命， Skr.pi信託riにはそのpが現れており， Gmc. f(e.g. 

E.白血ぽ.)6やArm.h (hayrf，あるいはケルト語のゼロ (e.g.Ir. athir8)は後代の弱化

によって生じたものとみなされた.

次の時代になると，再建された構造を解釈する試みが行われ，伊宙=r父」
という対応のさらに以前の状態が考慮の対象になった.まずは形態の面に関し，

上記の再建形の中の・3・は， H をいわば代数学で言う一種の未知数として，初

!これらの用語の変遷については風間(1978:45・50)を参照されたい.
2 1786年2月2日に行われたSirWilliam Jonesの記念碑的な講演を指す.サンスクリット
とギリシア，ラテン，及びその他のヨーロッパの言語との類似は非常に顕著で，これらが
共通の祖語に起因するはずだとの指摘が行われた.風間(1978:13ff.)の解説を参照.
3 インド・イラン語派i，他誇派aが対応する祖語の音韻はaと再建される.語幹は*pater-
であり，単数主格で末尾音節の母音が延長される (10.27ff.)・文字aはへプライ語の弱化母
音の名称schwaよりシュワーあるいはシュワと称される.本書ではその本来の発音に従い
前者を選択する.
4末尾音節の短音はラテン語の改新.
SIE句>Skr. a (5. 15)から得られる *pi'臣告が末尾のrを失う.
6グノレマン第一次子音推移あるいはグリムの法則と呼ばれる.5.61参照.
7母音聞のIE*t> Ann. y.アルメニア語は次宋音節に固定したアクセントを有し，非アク
セント音節の母音倒見落する傾向がある.Cf.Schmitt (1981: 37f.，59). 
8 緩音化(5.84低)により母音聞のE事t>Ir.出[9]>肋].Cf. Lewis-Pede国 n(1937: 45f.， 127ff.)， 
臨. 1948年制定の新正書法では必凶rと綴られ，lahar'l つまり/必a~1 と発音される.アイ
ルランド語の狭音(': slender， Ir. caollki:1乃は硬口聾化音のと同義である.
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源的な結合-eH・が無アクセント音節において弱化したものとみなされた.続い

て意味の面で， paterは単なる「父親」ではなく，家父長制(pa凶紅四のにおける
おさ

長を意味すると考えられた9

1. 5 20世紀初頭に，それまで知られていた印欧諸語と明らかな親近性を示す，

トカラ語やヒッタイト語等の新たな言語が発見され，これによって，どんな言

語もそうであるように，印欧語も時の流れに従って発達したとする認識が強ま

った.だとすれば，共通の幹から諸言語が相次いで分岐したと考えられること

になる.現代の各国語は完壁に安定しているとしばしば誤解されているが，上

のような状況となると，再建すべきなのは，もはやこのような安定している言

語状態などではなく，太古から今日まで続く発達プロセス全体となる.

ここから「印欧祖語J(考古学的には時間的・空間的にほぼ間違いなく特定で

きる)とは何であるかが問い直されることとなる.今日では次のような視点を

採る必要があろう.印欧祖語は絶えず発達を続けていたのであって，この言語

が行われた共同体からは，その住民の一部が分かれ，他の場所に移り住むこと

が頻繁に行われていた分離せずに共同体に留まった住民の聞には，特定の地

域で，特に密な関係が形成されると考えられ，これによって言語の面でも特定

の改新が起こる.この結果，一方では様々な方言が出現するが，また同時に，

発生した分岐が失われることにもなろう.このような上げ潮と引き潮はどんな

時代にもあるもので， [従来の理解のように1時間軸上のある一時点を境にして，

それまで安定した均一の言語で、あったものが，いきなり完全に別な複数の言語

(文証の残る言語や今日まで話される言語)に分かれることなど考えられない.

結局は，消滅してしまった形態を再構肱するのは無理なのだろうか?答えは

否である.ただし，再帯成を行う場合には，それらの形態の各々が一つの段階

に過ぎないことを常に肝に命じておかねばならない.上で例に出した pa散と

いう形態は孤立しているわけではなく， pH可聞と記されるより古い形態と，よ

り後代の古代文書や現代語に見られる諸形態との中間的な形態として想定され

るべきものである.戸宙を発音することはないし， pH加 sではさらにその傾向

9語幹は事p山 F と分析され，前要素は明・(<乍:Hr)“旬抑制，feed"(ll.7， 11. 37)のゼロ
階梯(9.21)で，後者は人を表す.原著者は母音縮減に伴い，子音聞で、挿入母音が加わった
とする立場が採るが，簡易的には*eHのゼロ階梯*早が勺に等しいとみなせる.異説，音
韻Hについてはそれぞれ風間(1984:50f[;1987:209町，1.33，9.30以下を参照.
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が著しいが，それはこれらの撮りが正確な音声的実現を表しているわけではな

いからである.これらの綴りがそれぞれ表しているのはいわば一種の数式や化

学式のようなもので、，文証される様々な形態，及びこの段階と同様に再建され

る別の段階との聞に想定される関係を，比較言語学的に吟味する際の出発点に

過ぎない.

1.6 是非了解しておくべきことだが，ある段階から次の段階への推移によって，

印欧語の領域は必ずしも分裂するわけではない.確かに西部印欧語は一つのグ

ノレープを成すが，それは単に，地理的に西欧人とギリシア語あるいはスラブ語

の言語的祖先との中聞に住んでいた人々の用いていた言語形態が知られていな

し、からに過ぎない.言い換えれば，このような段階の設定は事実を反映してい

るというよりも，むしろ我々の現状での知識の限界を反映しているのである.

1.7 印欧語の領域が拡大すれば，そこには必ず空白地帯，つまり他の言語が話

し続けられる広大な空間が生じる.印欧語は，長期間にわたり，世界の様々な

地域で，多数の異言語民族との接触を持つ支配層の言語であり続けたと考えら

れる.しかし，だからといって，このようにして形成された様々な言語島の支

配層相互の櫛虫が分断される，というわけでもない.一例を挙げると，紀元前

第一千年紀の前半にケルト人はまだ，後のガリア(ガッリア)及びヒスパニア

(ヒスパーニア)に当たる地において，恐らくは少数派の新たな入植民であっ

たが， [ケルト人相互の】関係は，ピレネー山脈及び今日のバスク人の親類に当

たるアクィタニア(アキテーヌ)人の国を貫き，要塞都市すなわちケルト語で

言う Vぽdunの点在するルートにより保持されたのである10

1.8 当然ながら，これらの仮説の年代を推定して「し、つ」の質問に正確に答え，

そのときにいずれかの印欧語が「どこに」行われたのかを決定しようとするな

らば，言語単位を成す事物と概念との関係を取り扱う意味論的な再建，並びに

考古学的研究の成果の利用の両者が絶対に必要で、ある.

1.9 再建される言語が行われた場所は，外的データの助けを借りれば決定し得

るが，多くの比較言語学者はこの点について長い間懐疑的であった.これを韓

曙する気持ちはとてもよく理解できる.人は，当然ながら，自分の能力の範囲

を越えてリスクを冒すのを嫌うものだからである.初期において比較言語研究

叩 3.11を参照.治吋m はLat.oppidwnで呼び替えるのが慣例である
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を行っていたのは多くの場合に文献学者であり，彼らは，言語事実を解釈しよ

うとする際，現代の人類学や考古学のデータを用いずに，古典文明の文化につ

いての知識を出発点とする欲求を持っているのである.

1.10 文献学者の立場からすれば，考古学的データは進化論の観点、から角献さ

れるべきものである.各々の文化は拡大あるいは縮小へと向かうプロセスとし

て捉えられるべきであり，その文化が存在する場所での，有史以前の諸変動や，

多くの文書によって確認される諸発達，及ひ明代世界に見られる諸プロセスの

聞の関係を復元するためには努力が傾けられねばならない.

印欧語を話す諸民族は，技術句優位性を軍事に応用する点において，今日に

至るまで先進性を保っすベを心得ている.彼らの世界支配はインドとアイルラ

ンドの先住民の征服からはじまった.これはアメリカ西部と北アジアの支配，

及。噛民地帝国主義によって終幕を迎えたわけではない.今日ではその支配が

核の脅威によって続いている.様々な変動，前進と後退はあったが，紀元前第

一千年紀のイタリア征服へとつながる春の遠征11から，エルナン・コルテスの

騎兵隊や， 20世紀40年代の装甲部隊，及ひし〈トナムのナパーム弾に至るまで，

印欧人の世界支配は脈々と続いている.

1. 11 過去の諸々の大文化は[被征服民から色々な要素を取り込んだ結果】ア

マノレガムのごとき様相を呈しているのだが，これらの限られた種類の大文化の

観点からのみアプローチを行うという態度を改めないことには印欧語の現象は

見えてこない.これまでの考え方では，印欧語の分裂はたった一度だけで，そ

こから直ちに一定数の新たな民族が生じ，そしてこれらの民族は歴史に足跡を

残し，よく知られた民族に一致するということになってしまうが，このような

理解はし、かに抵抗が大きかろうと打市皮されねばならない.

1. 12 例えばイタリアのウェネト人(ウェネティー)やメッサヒ。ア人(メッサ

ーピイー)は，名が知られているばかりでなく，明らかに印欧語であるとわか

る碑文等を残しているが，彼らのような民族のすぐそばに，我々のまったく知

らない，近隣族に征服され，あるいは吸収された，近親的言語を持つ，どれほ

ど多くの他の民族が消滅せざるをえなかったことであろうか.どれほど多くの

11伝説によればロム/レスとレムスの兄弟が，故郷のアルパ・ロンガを出て，紀元前753年
4月21日，後のローマに当たる地に達し，町の建設を開始した.後にイタリア全土のロー
マ人支配の発端となったこの出来事が含意されている.

5 



新たな接触が生じたことだろうか.そして，はじめは非常に異なっていたそれ

ぞれのことばがこの接触によって接近し，ついには一つの言語の変種を構成す

るまでに至ったと考えられる.言語の収束にどのような位置を与え，入植民の

新たな環境への同化をいかに把握すべきかについては以下 [6.12f.]で検討す

る.

1. 13 この章の題に記された二つの疑問に対する答えを模索する前に，この章

での第三の疑問を発しなければならない.すなわち，印欧語を話していたのは，

あるいは話しているのはいったい「誰」なのか，である.

1. 14 純粋に言語学的な手がかりのみを考慮するのであれば，すなわち諸言語

のきれいに構造化された部分だけを取り扱い，考古学のデータを利用すればよ

り正確となる意味内容に触れないのであれば， r誰」と「どこJの疑問に，並び

に，精度のあまり良くない相対年代でご容赦戴けるなら， rいつ」の疑問に対す

る答えを試みることができょう.

1. 15 第一の時代，すなわち先史時代において，印欧語は，そのグ、ループに属

していた，あるいは属していると今日認められている土さ主の人々の(言語的)

祖先に話されていた.当然ながら， r言語的祖先」だという点に比念を押してお

かねばならない.なぜなら，現代を含めて歴史時代に印欧語を話していた，あ

るいは話している人々の祖先の大部分が，かつては他の系統の言語を話してい

た可能性もあるからである.

1. 16 第二の時代，すなわち文献の残る時代には，まず最初にアナトリア人と

それ以外の諸民族とが区別される.ヒッタイト人によって代表されるアナトリ

ア人は，紀元前第三千年紀から第二千年紀に小アジアに移住したが，分離した

のはそのずっと前なのかもしれない.それ以外の諸民族は，例えば女性と男性

の区別を獲得するなどの，共通する改新を受けた点で，かなり閉じたグループ

を成している.

1.17 第三の時代には，アナトリア人以外の印欧諸民族の中で，以下の二者の

区別が生じた.その一方は，東にあって，舌背音を硬口蓋化させた諸民族，す

なわち例えばLat.gnosco r私は知るJに見られる gをzや， F.joli rきれいな」

のjの音【[3]]，あるいは叫ointr補白のdjの音【[d3]1に転じた諸民族であ

り，他方は，少なくともこの時点では，そのkとgをそのまま保存し，主とし
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て西寄りに分布していた諸民族である12 前者に含まれるのは，後代にメソポ

タミアからベンガル湾にかけてのアジア地域に位置することとなるインド・イ

ラン人や，アルメニア人，アルパニア人，そしてバルト人とスラブ人である.

ギリシア語は硬口蓋化を受けておらず，例えば(gi)gndskδ 「私は知る」はそのg

を保存しているが，後のインド・イラン人の言語と長期間にわたって密接な接

触状態にあったのは間違いない.

1. 18 西部印欧語は，最終的にはバルト海から地中海，及び大西洋に遣するま

で広がることになるが，ここには後のイタリック語，ケノレト語，ゲルマン語に

発達する差異が萌芽の形で存在していた

1. 19 あまりにも長期にわたって， rどこ」としづ疑問に答えようとする努力は，

偏向した国粋主義者によって取り返しのつかないほど歪められてきた.彼らは

各々印欧人の故地を自身の現住地のなるたけ近くに設定しようとしたのである.

その居住地を，例えばブナの木の柄主と結び付けようとするドイツ人研究者の

主張 [4.8)に関してはここでは割愛しておくことにする.この主張は「印欧人J

の本来の領域を西に引き寄せるものであった.一方フランス人は，印欧語の起

源をムーズ}IIとピレネ一山脈の聞に求めることをはじめから諦めていたに相違

なく，一般にこの問題にはあまり興味を示さなかった.

1. 20 ここ数十年間に，特に発掘物の年代決定に関する考古学的研究，及び新

たな地点の合理的探索によって大きな進歩が成し遂げられ，このおかげで，今

日では，この【印欧人の故地に関する]研究史上はじめて，言語学的データと

考古学的データとが結びつくようになった.これは必ずしも人を確信に至らし

めるとは言わないまでも，注目に値することである.

1.21 この方面での先駆的研究はMarijaGimbu回女史の手になり，私が以下の

概説を語るに当たって依拠したのも，主として他ならぬ彼女の著作である房副.

ここでは私自身の主張を正当化しようというつもりはまったくない.採用した

視点の是非を判断できるのは再建の専門家だけであろうが，今のところは彼ら

12これらはそれぞれいわゆる鈎tam語，∞ntum語に相当する(5.51f.). 
間 1特にG加bu臨 (1968:538-71; 1977: 277・338;1980: 273-315; 1982: 1-ω)を参照のこと最
後の文献の載る Polome(1982)にはその他の文献も掲載されている.また，これらについて
はPatriceLeclercq氏の記事<<Leschemins de 1'0宅聞い(!レ・モンド紙， 1983年 I月28日)
に紹介されている.
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の反論に目をつぶっておくことにする.そもそも学説というものはすべて，問

題の精密化と反論を引き起こすものである.しかし，こと専門家に限らず，一

般の方々に学説を紹介する際には，考え方の基礎と，データ整理に役立つ枠組

みを提示することだけを主眼とすべきである.このような場合には図式化や，

さらには白か黒かの二元論さえも用いてよかろう.本書の読者の方々には，単

純化した，時には乱暴な私の説に対し，それぞれお好みの受け取り方をなさっ

て戴きたいと思う.

1. 22 紀元前5000年には，印欧人は今日のロシアの南東部，いわゆるクルガン

の地域にあった クルガンとは長と想像される人物の遺骸を葬った塚のことで、

あり，その遺骸の周りには装飾品(中には豪華なものもある)と，一定数の若

い女性と奴隷の遺骸が配置されている13 [4.20].死者の未亡人と側近の[殉1

死には，社会学的あるいは宗耕句な意味以外に，極めて実際的な意味があった.

このような行いは，周囲の者達による犯罪の企てをことごとく防止する上で，

効果的だ、ったので、ある.ここにあったのは高度に階層化された家父長制社会で、

あり，これは意味論的再建から期待されるような社会とも一致する.この種の

墓はヨーロッパ中に，今日の中部ドイツに当たる地にも発見されている.しか

し，西に向かうに従って，その年代は新しくなり，装飾品も，殉死者の数も少

なくなっていく.これによって，征服の圧力が数々の地域を通って【南東ロシ

アから】西の方角へ及んだことが見て取れる.征服されたとおぼしき地域の墓

を調べてみると，征服以前には各々が自分の墓を持ち，一人ずつ埋葬されてお

り，生前のことはさておくとしても，一般に死んだ後は公平に扱われていたよ

うである.

1. 23 クルガンの家父長制は，僧侶，戦士，牧人の三つの社会的身分を反映す

る，本質的に男性的パンテオンであったと考えられる【4.21，11.26ff.).確かに，

初期にこの地に居住していたのは，自分自身で耕作して新たな富を生み出すわ

けではなく，あちこち俳佃して得たものを利用して生活を営む遊牧民であった.

彼らは畜産で身を立てていたには違いないが，ある意味ではまだ狩猟民的な性

格を保持していた.J馬に関しては，その背に跨るよりも，馬車の形で利用され

たが，この馬が彼らの拡大に重要な役割を果たすことになる.

13 < R. Kypl1lH r塚J<古トルコ語加ηan. r高塚墳Jや「古墳Jとも訳される.
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1. 24 このクルガン民族は，紀元前4000年以前から紀元前3000年過ぎまでと

推定される期間に，すなわちほぽ1500年聞にわたり，連続する三つの波となっ

て西進し，今日のドナウ平原及びバルカン半島に当たる地帯に到達する【4.27ff.1.
ここにあった先行文明は家母長制であって，農耕が行われていた【4.231.すな

わちクルガン民族とは文化的にまったく正反対であり，豊債の女神が崇拝され

ていた.確かに印欧人は最終的には自分達の言語，及び自分達のパンテオンの

主人の一部を【被征服民に】おしつけることになるが，アマルガムが形成され
いかずち

なかったわけではない.両者の要素が混じり合うことによって， 雷の神や戦

の神[のような男性的神々】と並んで，ガイア，デーメーテール，ベノレセポネ

ー，アテーナー，あるいはウェヌス，ユーノー，フレイヤ14【のような女性的

神々】がもたらされることになった.これらの女神は，女性が何よりもまず「戦

いの安らぎJあるいは「勇者の支え」として意識される社会に特有のものであ

る.

1. 25 その前史の中で，アナトリア人の分離と，より後代に行なわれたインド・

イラン人の分離をどの段階に置くべきかの検討が残っている.

1. 26彼らがどのルートを通ってクルガンのステップから小アジアに至ったの

かはかなりの難問である.ここに居を定めることになるアナトリア人はコーカ

サスや黒海の東岸を通ったと考えられよう.他方，インド・イラン人は，小ア

ジアを経てイランとインドに向かうことになるのだが，ここに至るまではバル

カン半島を通ったのではないかと思われる.そう考えたほうが，ギリシア語と

サンスクリットの顕著な構造的類似性が説明しやすくなる.いずれにせよ，こ

こに記す仮説の中で，アナトリア人とインド・イラン人の問題に関する部分は，

ヨーロッパの印欧語化の部分よりも信理性に劣ることを認めざるを得ない原註2

[4.351. 

1. 27 さて，紀元前 5∞0年より以前の印欧人について考えてみよう.Nikolaj 

Trubdikoy(1939:81・89)は，印欧人が様々な民族のアマルガムによって生じたと

する仮説を提示した.この仮説によれば，散見されるある種の言語的不均ーが

説明されることとなる.例えば，古代の印欧語(アナトリア語は，残された文

14はじめの四者はギリシア神話，続く二者はローマ神話，最後は北側申話.
鵬 2例えば百IOmas(1982:61・86)を参照されたい.
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書に該当する証拠がき財Lないため，ここでは除外しておく)から再建が可能な

数詞は少ないのだが，驚くべきことに，再建が可能な 1から 100までの数調に

おいて，現れる閉鎖音は，伝統的な呼称で言う無声音か有声音だけであり， r有

声帯気音」は見られない.例えばギリシア語の 1から 10はheis，duo，闘:is，低伽res，

pente， h民同民o附，叩nea， d伽であり， 20はeikosi，100はhekat，加である.

ここには【祖語に】帯気閉鎖音があったことの証拠となるph，th， khは現れてい

ない.一方，語葉目録においては，この帯気音の出現頗度は無声音のそれと同

程度であり，単純な有声音のそれを遥かに上回っているのである.したがって，

数詞は，基礎的な語葉をもたらしたのとは異なる言語に由来すると考えられる

ことになるが，異なる言語を持つ二民族のアマルガムを想定するよりも，むし

ろこの【数調の】体系が借用されたとする想定のほうが有望ではないかと恩わ

れる

1.28 vi伽，rePisa凶(1974)は，最初，ステップをさまよう好戦的遊牧民とコーカ

サス出身の僧侶とが合一したと考えた.しばしばコーカサスの干渉が好んで取

り上げられるが，その根拠は単なる地理的な近さなのかもしれない.しかし，

実は，この言語【=印欧語】の非常に古い段階に想定される音韻及て蹴語構造

についてある種の仮説があって，コーカサスが引き合いに出されるのは特にこ

れを正当化せんがためなのである.

1. 29 後述するように，今日では，例えばフランス語にもあるような【印欧語

の]b， d， gのタイプの有声子音は，もともと声門化音[=放出音】闘えすなわ

ち声門の閉鎖を伴う音であったと考えられる【9.83tr.].一方，旧大陸の西側の

地域において，今日声門化音を持っているのはコーカサス諸語のみである.し

かし，現代の諸研究により明らかとなったように，現在のところ古代の印欧語

に対し想定されるこのタイプの音は，閉鎖音に3系列を持つ体系においては頻

繁に生じるのである.結局のところ，コーカサスをはじめとした声門化を生じ

る地域に印欧語を結び付ける必要性はまったくない.現代セム諸語の「強調音J

の起源にも同様に声門化音が想定されている点も参照されたし、臨4

1. 30 統語論の領域においては，印欧語の非常に古い段階に対し能格構造が年

蝿 3陥rtinet(1959: 90・l聞の解説を参照.これは陥雌net(1975: 233剖 ηに再録されている.
声同化された kが gに転じる点、についての言E織は p.241にある.
原註4Cf. Martinet (1953: 67.・78)= Martinet (1975: 258剖 1)[9. 49ff.， 9. 85ff.]. 
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来検討されている.これは，動作主(agent)が受動主(p副ent)と閉じ文脈にある

とき15には有標的な形態[=能格】で表され，他方，受動主は語尾も助詞も伴

わない，まったく機能的指標を持たない形態[=絶対格】で現れる，という構

造である16 この点に関しでも，コーカサス諸語は印欧語の非常に古い段階に

想定される特徴を示すのである.しかし，このような能格構造は世界中に広く

見られる現象であり，考えてみれはこれも現代ヨーロッパ諸語でなじみの深

い目的語を持つ構造と同様に「論理的Jに見える房副.

1.31 古代の印欧人と同時代のコーカサス諸民族との接触の可能性を否定する

つもりはさらさらないが，今日に至るまでそれを裏付ける確実な痕跡は何も報

告されていない.非常に古い時代に対し[両者の]構造的類似性が指摘され得

るからと言って，彼らが起源的に共通であるとも，ある時期に同じ場所に住ん

でいたとも言えるわけではなかろう.

1.32 セム・ハム諸語やフイン・ウゴ、/レ諸語との比定も以前より行われてきた.

前者は今日で、はベルシア湾からマグレブ、に至る地帯に，後者はハンガリーや北

部ユーラシア地方に行われており，あるいは一説によると原注6後者はさらにカ

リフオルニア中央部のインディアンにも話されているとされる.しかし，この

ような比定は仮説の域に留まっており，その証明はこれまでなされていないし，

恐らくこれからも不可能であろう原町.

1. 33 これまでにも，比較や仮説によって得られる再建形が何度か登場した.

以下ではこのような再建形が頻繁に登場する.再建形の前には慣例に従いアス

テリスクド】が置かれ，これによってその形態が現存するし、かなる文書，写本

あるいは碑文等にも文証されないことが示される.これらの再建形を発音しよ

うとする場合，文字は大概の場合フランス語の場合と同じように読むと考えて

よい.ただし uは chouIキャベツJの ou[[叶】のように， eは6ぽ「夏Jの 6

【[e]】あるいはap出“'after"のと [[e]lのように読む.ei，叫oi， ouでは文字をー

15すなわち現代ヨーロッパ語のような主格・対格構造を持つ言語の他動詞構文に当たる.
16現代ヨーロツノ守碍でなじみの深い類型では動作主は無標の形(主格)で，受動主は有
標の形(対格)で現れ，このような類型は対格構造(主格構造)と呼ばれる.
原註5例えばMartinet(1985)， ~ 8-14から 8・18を参照.

馳 6 この分野での先駆的研究はSadov姐cy(197のである.また，ConllゅutionsωanOb-Ugrian-
Ma;.伽 nComparatII哩 Grammarが近刊予定である.
阻 7Andreev (1986)は，ユーラシア北部の諸言語は一つの源である北方祖語(proto-bo均 1)に
遡り，印欧語もそこから派生したとする大胆な提言を行う.
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つ一つ発音する.aとし、う記号はjen'veuxpasf私は望まなし、Jに生じる「無音

のeJ(emuet)のように読んでよい.下付きの小さなoは一般的に【母音交替のl

f【ゼロ】階梯J~こついて用いられ，できるだけ短く発音された前記と同様の母

音に相当する17 H には右下に付けられた番号によって異なる発音が与えられ

る.同はG.Bachfパッ~hあるいは Sp.jamás ‘'never" のj [1iI】のように
H3はSp.Juan “']ohn"のJu[[x1】のように読んで構わない.HIは実際上無音の

h(hmuet)のように扱ってよかろう 18

1. 34 音声表記は原則として国際音声記号(lPA)によって行う.シュー音に関

しては，曲アクセント記号(circonf1exe)をひっくり返した記号 [v)を上にのせ

た問問[=凹[訓]を用いることにする.これらはそれぞれF.chとjに当たる.

E血inやSp.cinco fSJの語頭の子音については，学童が時に「葉巻Jと呼ぶギ

リシア字のテータ [e)よりもむしろゲルマン語のソーン(E.血om)tを用いる

ことにしており，本書でも例語を記す際には後者を用いる.表記法の慣用に敢

えて背いた場合もあるが，それも，文字をフランス語風に読むことに慣れてい

る読者のために良かれと考えてのことである.例えば「言語Jはロシア語で正

しくはjazykだが，【フランス人読者にとっては)iaz悼と表記したほうがわか

りやすいことだろう 19 角かっこ[[]】にはさまれた表記は厳密な発音を表し，

斜線【//】にはさまれていれば当該言語の弁別的単位【=音素】を表している.

通例イタリック体で記されるのは，アステリスクの付いた形と，様々な言語か

らの例語である20 ラテン文字を用いて書かれる言語の語は，そのまま慣用に

従って記される.通例その他の文字で書かれる言語の語は，その個々の文字を

一つの(場合によっては二つの)ラテン文字に置き換えて転写される.日本語

や中国語のような表意文字で書かれる言語には，ラテン文字への一般的転写法

があるのでそれに従う.

1. 35 調音のタイプや音声表記についてはp.320・1のリストを参照されたい.

1.36 再建形であれ，古代語であれ，印欧語の形態を記す際には，フレーズの

17丸の上に書かれた子音字m，n，r，lが音節核となる.
18喉音。創刊Eωls)とも呼ばれる Hの音価については9.30以降に詳しい.また，論旨上，
本文に記された「無音のhJは「有音のhJ(hおpiぽ)に訂正されるべきである.
19発音表記とは言えないので原文の日は外した.
20本書では印刷の都合上，この場合イタリック体を用いなかった.
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中でその語が果たす[統語的】役割によって形を変えてしまう末尾の部分には

触れずに，語根を扱うためである場合が多い.この場合に，記された形が語根

であることを表示するために，例えば*newcト r9，新しい」のように末尾にハ

イフンを付けた形を記す.ハイフンのない*newoは，語が裸の，語尾のない形

で用いられ得た時代の形である【10.lff).ハイフンは，また語をその構成要素

に分析した結果を表示するためにもよく用いられる.例えば*oWI-o-m は oWI-

「羊J，形容司的な接尾辞である-0-[10. 102)，中性の主格あるいは対格の語尾

叩の三つの部分から成っている.

1. 37 音声変化に関して「規則的にJ(reguli批 ment)とし、う副詞が用いられるこ

とがあるが，これは当該の言語あるいは剛吃において，その変化が必然的であ

って，したがって予見可能であることを示す.この副調がない場合には，例え

ば他の形態からの類推のような，特別な処理が行われていることが暗示されて

いる.当然のことではあるが，これらの変化のすべてに対して，確実な証拠と

なる資料を提供できるわけで、はない.読者諸氏には著者を信用して戴くようお

願いする以外にない.この間題については第VI章で詳述する.

1. 38 印欧語の拡大の契機となった様々な出来事や，唯一の祖語から多くの異

なる言語を生み出すこととなった言語的な改新の生じた時期を，正確に言い表

すのはなかなか容易なことではない.世紀や千年紀の場合は，例えば15世紀と

か第二千年紀とし、うふうに，一般的な年代表示の番号を用いる.その際，コン

テキストから自明の場合には，紀元後なのか紀元前なのかの記載を省略した.

正確にであれ，概略的にであれ，ある年を特定できる場合に，紀元前の年の前

にマイナス記号を用いることがある.例えば一106はイエス・キリストが生ま

れたとされる日の106年前，すなわちこの白から逆に数えて第2番目の世紀が終

わる6年前を指す.
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第E章

民族の暮らしと移動

2.1 時間軸上である一時点を選び，その時点での言語状態，その言語が使われ

る社会，及びそれに対応する文化を再建することなど無理であり，印欧語の現

象に対しては動的な視点を採る必要がある.したがって，比較的安定している

時代よりも，我々の注意を引きつけるのは，言語的にであれ，文化的にであれ，

発達のプロセスと，当然のことだが，民族移動である.民族移動によって，そ

れまでのつながりが断たれ，新たな接触が生まれる.これによって一方では分

岐的発達が，他方では収束的発達が生じる.

2.2 伝統的な歴史観に従えば，民族移動は，必ずしも破滅ではないにせよ，少

なくとも安定した社会の平静を乱す，忌むべき出来事であると考えられている.

20世紀の50年頃から20年余りにわたってマグレブ‘人やトルコ人その他の異民

族が西あるいは中央ヨーロッパに到来したが，この場合のように歓迎されて移

動が行われた場合であっても，その結果として遅かれ早かれ問題が生じるもの

である.ゲルマン人のケースを考えてみると，彼らは平和裡のうちにローマ帝

国内の自由小作人となったが，彼らが発端となって堰を切ったように大移動が

開始された.歴史というものは，大抵の場合，大挙して訪れた入植者の到来に

よって被害を受けた国の立場から綴られており，その移動を引き起こした状況

よりも，その到来の結果に主眼が置かれるのが常である.我々の観点は必然的

にまったくこれと異なる.なぜなら，先住民のアイデンティティーや文化，あ

るいは人種にも大いに関心はあるとしても，我々の関心の中心はまずこれらの

侵略者に置かれるからである.言い換えれば，印欧語を話す民族がなぜ移動を

はじめたのかを考察することこそ我々の最優先課題なのである.

2.3 ものごとの原因を究明しようとしない研究者も数多くいる.なぜなら，ど

んなにつまらないことであったにせよ，そもそも現象というものは何でも無数

の原因の集結点(pointd'泊ciden∞)として生じるのであり，それらの個々の原因

の大部分は証明することも，さらには単に確認することさえ，時を経ればすぐ
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に不可能になってしまうからである.しかしながら，原因の研究に取り組むう

まい方法がある.つまり，可能性の高そうなものを選び出し，いずれの場合に

も，問題の現象が起きる過程でそれが直接的あるいは間接的にどの程度関わり

得たかを検討するのである.

2.4 イスラムの拡大を例に取ってみよう.これが行われたのは聖遷の後， 7世

紀から 8世紀のことであり，その結果アラブ人は大西洋に達した.一見したと

ころ，この拡大は，新たな宗教が出現し，盛んに布教されたことによって引き

起こされたように思える.だが，アッラーの意志こそがその主たるかっ唯一の

原因であるとは考えないとしたら，様々な条件が複雑に絡み合った結果と考え

ねばならない.ムハンマドの布教はその条件の一つに過ぎず，また，これらの

条件が重なったために，多くの人的氾濫のうちでも，アラビアで生じたそれは

特に大きな規模となったのである.この半島は半ば砂漠であるが，スカンディ

ナヴィアと同じくらい，あるいはそれ以上にLat.officU1a g叩 tium臨 l，すなわち

「人間生産工場Jの名に値していた.ここは天然資源が限られていて，豊かな

国の近くに位置する広大な土地の典型である.豊かな固とはこの場合にはメソ

ポタミアであるが，そこは繰り返し生じる文明の埼塙であって，飢笹を軽減し，

さらには一掃するような改新がそこから周辺諸国にもたらされた.頻繁に生じ

る【食料の】不足は，まさに自然の繁殖力，すなわち女性が受胎可能な聞に子

供を生む能力に対するバランスウェートである.食料不足が緩和され，さらに

一掃されてしまえば，いわゆる人口爆発が生じる.言い換えれば，人口が異常

な速さでふくれあがり，ついには拡大が開始されるのである.

2.5 これと閉じような状況が紀元後の断切はじまった頃にヨーロッパにおし、

て生じたと思われる大量の新しい技術がローマ帝国に集まり，そして各地に

広まっていった.これによって天然資源が活発に利用されるようになり，つい

には生活条件が一般に改善された.ローマ化された諸民族の出生率は低下する

ものなのだが，まだこの影響を受けずに，自然の繁殖力を保持していた近隣諸

民族，すなわちバスク人やゲ、ルマン人等のもとでは，この結果として相当な人

口増加が起こり，国境地帯を常に圧迫するようになった.ローマ軍が撤退する

施 1これは6世紀の主教かつゴート史家ヨルダ、ネスの用いた表現である.ゴート人の歴史
に関する我々 の知識の基礎はこの人物に負っている.
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と，ゲルマン人は国境を越えてあふれ出た.これがし、わゆる「異民族の侵入J

である.バスク人の場合はこれほど大規模ではない.彼らはピレネ一山脈とカ

ンタブリカ山脈の険しい欝蒼とした地帯に居住していたために同化を免れ，や

がてガロンヌ川にまで達してガスコーニュ(ヴ、アスコニア)[= rバスクの国J1

を形成し，南西方向にはブ、ルゴス付近にまで至った.南西方向へのバスク人拡

大の結果として，カスティリア語は決定的な影響を受け，【イベリア】半島の他

のことばと大きく異なる言語となった馳2[2. 191. 

2.6 出産制限が行われていない地域では子供がたくさん生まれる.かつては農

業技術の進歩のよって食料不足が軽減され，子供の命が守られていた現在の

社会で、この役割を負っているのは医学の進歩である.このようにして，第三世

界に見られる人口急増が生じる.周知のように，気候条件が特に悪い場所では

飢僅が一掃されていない.例えば【サハラ砂漠近隣の】サヘルで、は何千という

単位で人が死んでいる.確かに，物質的条件が一般に改善されれば，いわゆる

「発展途上」の国々に相当高い密度で居住する人々の命を守ることができるで

あろう.しかしながら，先進国の富とそれに続く国々の貧困との差によって不

均衡が生まれており，自由流通に対する制限のためにこれが解決できない.こ

の不均衡のために様々な暴力が起きる可能性もある.

2. 7 約言するに， r異民族の侵入J，言い換えればより生活レベルの高い国に人

が殺到するとしづ現象は，消費物資や侵略の道具の点では新たな技術の恩恵を

受けていても，出産制限の点ではまだ影響を受けていない民族の側の人口爆発

によって引き起こされると考えられる.ただし，発達の頂点にある国々でも，

避妊方法の知識と実践が万人に及んでし、るとは言い難い.こうして人口超過が

生じ，余剰人口を国外に送り出す気運が高まる.このために植民地が生まれ，

そこでは土着の人々が物理的に排除されたり，奴隷の地位に落としめられたり，

同じ地域の中でも荒廃した土地に追いやられたりする.これに開発植民地の獲

得と新たな市場の支配を加えれば，現代世界における拡大の完全な縮図が得ら

れる.我々の扱う時代においては，無論このような植民地の重要性は低かった.

2.8 民族移動によって生じる言語面での結果は，当然だが数々の要因に左右さ

れるその中でもまず第一に，接触を行う各々の人間グループの力関係が考慮

原注2Martinet (1955a)の特に第XII章<<Ledevoisement des siftlantes en espagnob>を参照.
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されねばならない.多数派であって裕福な民族と接触する場合，数でも資力で

も劣る種族が自らの言語を押し通せる可能性はまったくない.一方の言語が他

方に対して勝利をおさめるのに寄与する要因の一つに，文化程度があると思わ

れる.例えば，ガリアの地においてロマンス語がゲルマン語に勝利をおさめる

ことができたのは，前者がラテン文化の仲介者であったからである.ただし，

これらの二つの言語の境界線を明らかにするためには，当然ながら両者の話者

の数を考慮、に入れる必要がある.ラテン語はロマンス語の形でパリやソワソン

ばかりか，今日ではドイツ語が話されるザンクトガレンやライヒェナウでも文

化語であった.だが，東部ではラテン語は文化語以外の何ものでもなく，他方，

西部ではラテン語は多数派の日常語であった.

2.9 この点でもっとも決定的な要因の一つが，到来者の側の男女比である.彼

らが奥方あるいは家族全員を引き連れ，財産を持参するのであれば，たとえ一

時的にではあっても彼らの子孫が自分達の言語を話し続ける可能性はある.そ

の逆に，男だけが単身でやって来て，性的なものを含めて自分のあらゆる欲求

を満たす手段を直ちに現地調達するつもりの場合には，新たな接触から生まれ

る子供達は父親の言語よりも母親の言語を話す可能性がすこぶる高い.父親は

自分の子孫の教育に関わるよりも，むしろ新たな居住地を支配することに腐心

するからである.デンマーク語を話すノルマン人の略奪者がネウストリア[=

後のノルマンディー】に公式に腰を据えたのは911年のことである. しかし，

1066年にギヨーム王【=ウィリアム征服王1が英国王位の継承権を主張して英

仏海峡を渡ったときには，一行はもうフランス語を話していた.

2. 10 ノルマンディーの場合と対比して，ベリゴールト現在のドルドーニュ】

の場合を考えてみよう.この場合にも，その地名が入植者の起源を物語ってい

る.ノルマンデ、イーというのは「北(Dan.nord)の人(mand)の国」ということで

あり，ベリゴールは「四つの(GauL戸加・)進軍する部族(・corii)Jが腰を据えた

地域である.付け加えればpe出"とし、うのはLat.q凶伽or(>F.q国:tre)と規則的に

対応するケルト語形で、あるI 一方Cぽ iiは∞riosの複数形で、あって，この語根は

G.H町「軍Jにも見られるが，この語が軍勢だけを意味するわけではないのは

明らかで，新たな領地を獲得すべく，家族を連れ，武器，荷物を持参して移動

l祖形はIE*kwetwor (1 O. 89).事kW>pについては5.81f.を参照.
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する人間グ〉レープの総体を指している2 この場合に，目論見が成功すれば，こ

の種族が自分達の言語を捨てるなどまず考えられない.先住者があくまで抵抗

する場合には，その居住地を避けて迂回するかもしれないが，先住者は十中八

九駆逐され，あるいは奴隷の地位に落としめられることになる.女性はまず間

違いなく二つの意味で「手厚くJ別格に扱われる.すなわち丁重な態度で接せ

られることだろうが，情事の相手としても扱われるのである.彼女らの子供は

奴隷の身分となり，征服者の言語を覚えてゆく.

2. 11 集団での部族の移動は，他の民族に追い払われることから生じることも

ある.ローマ人がガリアと呼ぶ地域に居を定めたケルト人は，ゲルマン人の圧

力にさらされて，しばしばこのような移動を行ったらしい.例えば，後にラン

グドックのローヌJ11とトゥルーズ、の間に定住することになるウォルカエ人は，

非常に古くは中部ドイツに居留しており，ゲルマン人と直接に接触していた.

ゲルマン人は披らの名であるwolkaiを南の隣接民族の一般的名称、として用いた.

これが規則的に*walh_3となり，後にスラブ人に借用されて，ローマ化された

ケルト人とバルカン半島に住むロマンス語の話し手一般を指すようになった.

スラブ語での形は vlachとvalachであり，前者は[旧]ユーゴ、スラビアの遊牧

羊飼いを表し4，後者はワラキアの名に現れている.ゲルマン語で生きながらえ

たのは派生形容調の *walh也k・であり，ここからE.WelshやG.welschが生じる.

この語は英語ではケルト語を話すウエールズ人[あるいはその言語】を， ドイ

ツ語で、はロマンス語を話すスイス人[あるし、はさらにロマンス語一般]をそれ

ぞれ表している.

2. 12 ゲルマン人の西進を引き起こす決定的な要因となったのは，5世紀から 6

世紀に起こったフン族のヨーロッパへの到来であった.どのような状況のもと

でフン族が西に押し寄せたのかに関しては詳細を欠く.中国人に敗北を喫し【て

西に敗走し】たのであろうという説もある5 この間題を解明するには，各々の

戦いで勝利した側にはどのような新たな技術が利用されていたのかを決定する

2 <a*kor-o・“W釘"war-band， host， anny". GaUJ.∞riiはO.Heer， OE he眠 00出.hajis r軍J，あ
るいはE.ha町「侵略(する)Jと同様に*kor-y-o-に起因する.11.24参照.
3 e. g. OHO Walh.子音の対応については5.61以下を参照のこと.
4 SCr. VIah及びORBOnoXbを参照.著者はSCr.h [x]をchで写している
5 フン族は漢族を脅かした北方遊牧民旬奴と同一視されることがある.

18 



必要があろう.これには金属や新たな合金の利用，乗馬術，あるいは二輪戦車，
あぷみ おおゆみ

鐙にれにより騎乗時に剣の使用が可能になる)，弓，投石機， 考 (クロス

ボー)，火薬，戦車，原子爆弾の発明等があり，もちろんここには新たな攻撃方

法に対応する防御の技術も含まれる.

2.13 民族移動の主たる原因の一つは，干ばつ，樟波，嵐等の天然災害であり，

これによって生存に不可欠な食料が枯渇することになる.動植物の生態系の変

化を司る，寒冷化や温暖化のプロセスはもっとゆっくりとしたリズムで起こる

が，これもやはり視野におさめておかねばならない.一例を挙げておこう. ト

ナカイは長い間中部ヨーロッパの経済の柱の一つであったと考えられるが，そ

の群が氷河期後の温暖化によって北に移動してしまった.人々はトナカイの後

を追い，土地に余裕ができたため，彼らと入れ替わるようにして，もともと南

に住んでいた人々が北上して来たのである.

2.14 文献によりもっとも良く知られた民族移動の一つにキンブリ人(キンブ

リー)とチュ一トン人(テウトニー)によるものがある.彼らがもともと住ん

でいたのはユトランド(ユーラン)である.この半島はヨーロッパ平原からノ

ルウェーに向かって北に突き出た部分であって，西側の北海と東側のカテガッ

ト海峡，すなわち穏やかなバルト海へ続く海路とを分断している.北海は荒々

しく，しばしば猛威を奮い，南東方向にその荒波を受ける低地地方は常に脅威

にさらされていた.紀元前2世紀の終わり頃，この海が荒れ狂ってユトランド

北部が襲われ，潮が引いたときには今日のリム湾に当たる水路ができて，半島

北部が切り離されてしまった.

キンブリ人はオールフス北方の，今日ヒマラン0泊nmerland)と呼ばれる土地

に尉主していた(出mbr.・は規則的に himmぽ・となる).チュ一トン人の分布は

明らかにもっと広かったが，津波に被害を受けたのは西寄りに定住していた一

派であった.リム湾晶の北にティーステズθbis凶)という町があるが，その百か

とし、う部分は恐らく Teutonの名残であって，彼らが古くこの地に居住していた

ことの傍証となっている6

自分達の土地が荒廃してしまったからには，彼らの取るべき道は，【この地に

留まって】食料相易で餓死するか，新たな土地を求めて旅立つかの二つに一つ

6 蹴 dはE.蜘叫G.S凶 t(<Gmc.*由位、lace"<!E*抗争6・<*sta-“御nd")に相当する.
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で、あった.そして彼らは南東を目指した.ボヘミアの辺境地帯に着いたところ

で，ケルトの部族であるボイイ人(ボーイイー)7と衝突し，そして追い払われ

た.彼らは進路を南に変え，ウィーン南西の，今日のシュタイア一マルクとケ

ルンテンに相当する，古代人がノリクムと呼んだ地域を通り抜けた.その途中

でローマ軍と出会い，紀元前 113年これを撃破した.ここで彼らは南進をやめ，

進路を西へ変更した.シュヴァルツヴアルト付近でケルトの部族であり，その

直後に今日のスイスに当たる地域に移動することになるヘルウェティア人(へ

ルウェーティイー)8に出会う.ヘルウェティア人の一派であるアンブロネス人

(アンブローネース)が移民団に加わり，ガリアを通り抜け，後のプロヴァン

スに達し，そこでローマ軍に遭遇して，紀元前 109年オランジュでこれを打ち

破った.そして彼らはヒスパニアへと向かい，先住族と衝突した.彼らはそこ

に固執することなく，ガリアに引き返して，そこで二手に分かれた.チュ一ト

ン人はプロヴ、アンスに留まり，片やキンブリ人は古典的な侵入路であるブレン

ナー峠からイタリアに至るべく東に向かった.二度にわたって煮え湯を飲まさ

れたローマ軍は体勢を整え，侵入者を迎え撃つべく，マリウス将軍を派遣した.

彼は紀元前 102年，エクサン・プロヴァンス東方のサント・ヴィクトワール山

の麓でチュ一トン人と相見え，これを粉砕した.勝利者側の記録に従えば，殺

裁が行われ，チュートン人の女たちは殺される前に自ら自分の子供に手を懸け

たらしい.翌年，マリウスはキンブリ人探索に出立し，今日のピエモンテのヴ

ェルチェッリ近郊でこれを撲滅した.

大規模な自然災害がもたらす結果を良く例示するこの劇的なエピソードはこ

うして終幕を迎えた.明らかに敵よりも資力に劣るこのゲルマン人の集団が，

結局は戦の達人の前に屈することになるにせよ，それ以前に二度にわたってロ

ーマ軍を打ち破ることができた勝因は何なのだろう.決死の力なのだろうか.

2. 15 西の世界を「印欧人Jが制覇する過程には，遠いとは言え起源を同じく

する大小部族・民族間の，これと同じような争いが多々あったに違いない.付

け加えれば，ロシア人とアフガン人とは言語的に親近ではあるが，今日[..・当

時】彼らが繰り広げている紛争は，先のアメリカ人とベトナム人との I言語的

7今日のチェコ共和国の西部を成すボヘミアの名称はタキトゥスにも見られ， rBδiiの郷地J
を原義とするラテンイヒしたゲルマン語Boihaemum(cf. G. Heim， E. home)に由来する.
‘スイスのラテン名 Helvetiaは彼らに由来する.
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園1 キンヲリ人とチュ一トン人の移動
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親近性のない民族聞の】戦争と大差ない.

2. 16 部族や民族の大挙しての移動の対極に，ノルマン人の場合においてすで、

に触れたような移動がある.すなわち，軍事技術に劣る民族の居住地に領地を

獲得せんとする堅い決意に燃えた若い戦士の，好機を見計らった出撃で、ある.

印欧語の古代社会に想定されているような家父長制の枠組みの中では一氏の

長は長兄であり，長兄の権威から逃れたいと思うなら，その他の兄弟は一氏の

領地を出て，狩人としての自分の才能に命を賭けるしかなかった悶 3 このよ

うな若し、征服者の旅立ちは，古代イタリアでは宗教的な聖別(consecration)を受

けたラテン語で耐鈎αwn9と呼ばれた時期，すなわち.sacrwnをどう訳した

ものか迷うが，何れにせよその春には，道中で出会ったものは何で、も神々のい

けにえにすることが許され，あるいはそれがむしろ奨励さえされていたこの

ような場合に神々というのは単なる口実であることが了解されていた.いけに

えにされた動物は人の腹を満たし，男が殺されれば女が残り，女は数奇な運命

に翻弄されることになる.

こうして新たな氏が誕生し，その長兄以外の男子はまた同様の行いを繰り返

した.このようにして次第次第にある地方が征服され，ノルマンディーの場合

と逆に，最終的に征服者の言語が優位に立つこともあり得る.先に入植してい

た同じ種族から「正式なJ配偶者を迎えようとするならば，特にその可能性が

高まる.サビニ人(サピーニー)の誘拐10はその一例である.このような【略

朝香の1風習は，まだ、エトルリア人(エトルスキー)のような強力な民族に支

配されていなかった頃，イタリアの印欧人の内部で重要な役割を果たしたと思

われる.

第一の波によってエトルリアの南側にラテン人が定住した.第二の波は山中

を通って先に移住していた征服者を避け，ウンブリアを，さらにはサビニ人の

地域を占拠し，サムニウム人とともにカンパニア地方と半島南部にまで達した.

2. 17 これらすべてを総合すると，インドからアイルランド及びアイスランド

に至る地帯の印欧語化はかなり段階的に行われたに相違なく，初期の征服者の

原註3第XI章[特に11.7]を参照のこと.
9文字通りには「聖なる春Jであり，飢鐙や災害のあった次の年の春に設定された.
叩伝説のローマ入植団には女性が不足しており，民族・言語的に近く，また近隣に入植し
ていたサピニ人のもとから狭滑な手段を用いて多くの若い女性を略奪した事件.
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波は先住民の中に埋没してしまったか，あるいはその逆に，新たな到来者に同

化しやすい性質を併せ持つ，強大な核を成したと考えられる.ケルト・イベリ

ア人と呼ばれるヒスパニアのケルト人の場合を取り上げてみよう.ピレネ一山

脈とエウスカラ(パスク)人の占めるアクィタニアに阻まれて，彼らはガリア

と大ブリテン島の同族と分断されていた.それでも彼らは相当手強く，ローマ

に対し執抽に抵抗した.彼らを制圧するには，紀元前 133年のヌマンティアの

占領と虐殺とが必要となったほどである.

2. 18 印欧語が優勢となった地域では，住民の混血が進むことであろう.もっ

とも，征服者自身にしてもそれ以前からすでに様々な混血を経ているはずであ

る.新たに一つの住民を形成することになった2つの集団が最初の世代からす

ぐに統一されるとは思えない.何世紀かの間，その地域では主君あるいは世襲

貴族と，奴隷・農奴あるいは平民とし、う区別が存続することだろう. しかし，

多かれ少なかれある程度の期間を経れば，この区別はあいまいになるものであ

り，ついには消え去ってしまうか，あるいは蔑視される少数派のみが残るよう

になる.後者の場合でも，彼らに対する差別は残るかもしれないが，彼らが他

の住民と区別されることはなくなる.これはベアルヌ地方やバスク地方の賎民，

あるいは日本の餌取に見られることである.この区別が厳格に保持されている

例にはインドのカーストがあり，社会階層の最低辺に不可触貧民(アンタッチ

ャブル)が置かれている.

2.19 征服民族と先住民族とが完全に一体化した場合，これが言語に関する新

しい規範の出現によって顕在化することがある.日常的にことばを用いている

と，ある言語形態が別なものに置き替わっても，そのことにあまり気付かない

のが常である.劣等階級の言語習慣はかなり以前から一般的なことばに影響を

与えているものなのだが，かつてはくだけた，あるいは俗っぽし、ことばの特徴

で、あった諸現象が，新たに文学や厳かな場合を含めて，生活のあらゆる場面で

用いられる言語形態として承認されるに至る.ヒスパニアでは，ムーア人を追

放したのち，アメリカを征服したことによって 16世紀の間に国家の統ーが確固

となったが，音韻的規範がゆれはじめたのはこの時期のことである.1500年頃

のNeb司jaの文法にまだ残っていた古い規範は，新たな規範に取って代わられる

ことになった.バスク語を母語とする人々は，それ以前の何世紀にもわたって，

ヒスパニアのロマンス語をバスク語なまりで用いてきたが，これによって生じ
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た混乱と発音の変化が取り入れられて新たな規範が生まれたのである雌4 16 

世紀のはじめには，例えばvi母or古し、」を上品に言う場合には，子音を今のフ

ランス語と同じように【=vをヤ]，jを[3]と】発音するのがよいとされていた

ところが 100年後には外国人に対し今日と同じ発音が勧められている.すなわ

ち，語頭【の v】を[b]と， jota [= j】をパリの人には無声の rに聞こえる「喉

の」音ト凶】とする発音である.

2.20 現代アイルランド語の書記法は8世紀の注解(gloses)llにまで遡る中世の

テキストの書記法をかなり忠実に再現している12 この注解が表記しているの

は当時アイルランドの修道士が用いていた言語，すなわち2音節のうちの一つ

を失った西ケルト語の極めてくずれた形である13 その2世紀前にオガム(オ

アム)文字で書かれた碑文が大ブリテン島に残るが，ここに記されているのも

同じ言語である.ただしそこには印欧語の他の語派との比較から得られる音節

や，それよりずっと以前に記されたガリア語の碑文に見られる音節がすべて保

持されている.その 200年間にこの言語が急速に変わってしまったわけではな

い.実は，オガム文字による碑文は，ずっと以前より日常的な用法とはすでに

かけ離れた規範に従って作成されていたのである.先住民であり，伝説によれ

ば「海の底から」やって来たことになっているフォモーレ人14の言語によって，

印欧人征服者の言語は変容を受け，日常的な言語はすでにこの変容を反映して

いたと考えられる.

原註4閉じく Martinet(1955a)の第XII章を参照のこと.
日ラテン語による聖書の注釈書の余白に記されたアイルランド語での書き込み.
12第I章訳註8にも記したように 1948年に新たな正書法が採択された.
13第一音節に置かれた5齢、アクセントのために，語末の音節が一般に失なわれ，さらに時
に語頭から数えて偶数番目の音節が順次失われた(a戸∞pe，syn∞'pe). 
'4 Ir. Fom(h)oire.アイルランドの伝説に登場する巨人の魔族.r海の底(の民)Jが原義と
考えられる :fo-‘'under"+ muir“期"
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第E章

印欧人拡大の一般的条件

3. 1 先史時代及ひ涯史時代の初期において印欧語の様々な語派がどのような関

係にあったのかを見極めようとするならば，何よりも次の点を肝に命じておか

ねばならない.つまり，当時と現在のヨーロッパの住人には何のつながりもな

いという点である.今日では，個人個人が何らかの国家に帰属しているし，正

確な国境がある.国境内部の言語や民族の分布は多種多様なのだが，国境が存

在するために我々は構成がいわば均一であるかのような印象を持ってしまう.

採集と農業

3.2 紀元前第二千年紀のヨーロッパの状況は今日とはまったく異なっていたと

考えられる.そこかしこに空白地帯があった.すなわちある特定の民族がかな

り広い地帯に広がっていて，その内部には彼らの住んでいない場所，あるいは

他の民族の居住する場所が点在していたのである.当時はまだ多くの場合に遊

牧生活が営まれていたため，接触がある地点で希薄になることもあったし，ま

た後に接触が再開されることもあった.当時の人口密度は非常に低い.その密

度は，大地の耕作がはじまる時代，すなわち新石器時代よりも前のそれと同程

度である.

「新石器J(n白li也ique)とし、うのは実にあいまいな用語である.文字通りには

この語は「新たな石器:j，すなわち「磨製石器」を指すのだが，実際にはこの語

は石器の性質を示す場合よりも，大地の耕作を示す場合の方がずっと多く，ま

た金属が出現した後になっても新石器時代はまだ終わらない.
品、;

新石器時代の前には，狩猟あるいは採集によって生活を営んでいた社会竜想

定される.採集とは大地の恵みを食することではあるが，食用とされるのがも

っぱら自然の産物である場合を指す.かつてフランス語ではこれを〈伺.cines悼と

呼んでいた.南アフリカのブ、ツ、ンュマンは今でも採集によって暮らしている.

彼らの食物の大部分は植物より得られ，摘み取ったり掘り起こしたりして，葉
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や茎，あるいは根を食べる.これと並行して彼らは狩も行い，その獲物を食用

にして栄養を補っている.

「新石器」という用語が用いられる場合，このように形容される人々はもは

や【文字通りの】その段階にはいないのが普通である.彼らは採集と狩猟を完

全にやめたわけではない一一特に狩猟をやめることは絶対にないーーが，食料

のかなりの部分，さらには大部分は農耕によって得られるようになってゆく.

3.3 農耕が開始されれば，それに伴って人口密度が高くなる.採集と狩猟によ

って一族を養うためには広大な土地が必要である.人間の食用に適した植物は

自然の中ではかなりまばらに生えるものだからである.例えば森の中できのこ

狩りをする場合を考えてみればおわかりだろう.だが，開墾した土地に小麦を

蒔いたなら，穂の実る茎の密集度は格段に向上する.人の生活の糧を成す収穫

そのものは，動物であれ植物であれ，自然の恵みに左右される.これが人聞の

発達に制限を加えるのである.

3.4 新石器時代的な生活様式が広まってゆく紀元前第三あるいは第四千年紀頃

に，この生活様式がドナウ川流域のヨーロッパにしっかりと根を張った[4.17f.， 

4.25).他の地域にもこの生活様式は広まってゆくが，そのベースは緩慢であり，

人口密度は相変わらずとても低かったと考えられる.もっぱら採集と狩で生活

する場合，その人口密度は一平方キロメートル当たり 0.5人程度と貝讃られる.

一方，実際フランスには現在同じ面積の中に 100人程度が暮らしており，西ヨ

ーロッパの他の場所では人口密度はさらに高い.したがって，問題の時代にお

いて生活空間における空白地帯と半遊牧生活がかなり一般的であったと考えね

ばならない.

3.5 r新石器時代」は農耕をも含意するのだから，我々もこの時代をまだ脱し

ていないことになってしまう.さらに，採集は今でも続いている.誰でも林で

木の実を摘んだことぐらいはあるだろう.わざわざ獲物を持ち込む必要がある
な ηわい

場合もあるにせよ，狩も同様に存続している.古くから農業が平民の生業とみ

なされている反面，興味深いことに，狩は今では庶民とは無縁の，高貴な行い

となってしまった.

3.6 農業によって定住化が行われるかのようにも思われるが，定住化はひとり

でになされるわけではない.大抵の場合，農業とは言っても家の程近くの家庭

菜園のようなものである.また，その『家」だ、って恒久的な建物なわけでもな
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い.テント，すなわちモンゴル人の「ユルタ(パオ)Jのようなものかもしれな

い.一旦収積が済めば，移動が行われる.その理由は簡単である.周知のよう

に，以前に開墾した土地よりも，処女地の方が作物はずっとよく育つのである.

今日では，肥料があるために，平らでありさえすればどんな土地でも耕作を

行うことができる.ランド地方は土地がやせていたため，かつてはほとんど人

が住んでおらず，松の植林が行われていた.ところが今では至る所で土壌改良

が進み，とうもろこしが大量に収穫されるようになっている.化学肥料の存在

によって，問題となる諸条件がこのように完全に変わってしまったのである.

しかし，かの時代，すなわち新石器時代がはじまった頃，人々が収穫を行う

場所に留まるのはーシーズンのみで，翌年には移動が行われた他の場所，処

女地での収穫がずっと増えることを知っていたからである.このことは，今日，

パリの周辺でも確認することができる. 100年耕作が行われていない場所のー

画を耕せば，一年目には驚くほどの収穫が見込まれることであろう.

3. 7 大地を耕すようになったからといって，人々は次々に新たな土地へと移動

を繰り返したのであるから，まだ遊牧生活が終わったことにはならない.後に，

人口が増えて，人々がカを合わせるようになってから，肥やしを用いれば同じ

土地に留まっていられることがわかったのである.肥やしにははじめは人畜の

糞尿が用いられたが，その後，他所からの移入物資や，ついには化学物質が使

われるようになる.植物は種類によって深さの異なる土層を利用すること，す

なわち，ある種の植物は浅い土層から，また他のある種は深い土層から養分を

摂取すること等がわかってきて，三園式輪作が導入された.つまり，一年目に

はとても浅いところに根を張る小麦を，二年目にはもっと深い土層から養分を

得るビートを作り，三年目には土地を休ませた(休耕)のである.しかし，今

問題にしてし、る時代にはこのような工夫はまだ行われていない.

3.8 同様に念願に置いておかねばならないことだが，印欧語を話す諸民族が拡

大する際，前進は前線状に【不断の横ー隷になって】行われたわけではない.

これらの民族が分裂してしまうこともある.人口密度の低い区域を通る場合に

は，先住民の住んでいる区域や，初模，あるいは湿地を避けるために，起源を

閉じくする民族も散り散りになってしまう.遊牧生活あるいは半遊牧生活が営

まれていれば，これらの起源を同じくする人々は容易に櫛虫を失ってしまうこ

とだろう.
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ケルト人の拡大

3.9 スケールの大きな例として，ケノレト人の拡大の場合を取り上げてみよう.

確認される最初の時点において，彼らはドイツのチューリングンとその南部，

またボヘミアや今日のオーストリアに当たるところに位置していた [4.341.そ

の後，徐々に彼らは後にガリアと呼ばれる地域に到達したのだが，ローマ人が

到来した時点では，ガリア全土がケルト化しているとも，さらにはケルト人の

支配下にあるとも言える状態ではなかった.この地でローマ人が地中海沿岸地

域を占領してProvinciarom加すなわちプロヴァンスを作ったとき，この地域

をケルト人が占領してからせいぜい2世紀しtJ握っておらず，支配もそれに見

合って表面的なものであった.そのため，イベリア人はラングド、ック平野から

まだ完全に追い払われたわけではなかった.ガスコーニュではメドック，ボル

ドー，アルカションといった周辺部のみが【ケルト人の】支配下にあり，恐ら

くトウルーズが橋頭霊の役割を果たしていた.それ以外の場所にはエウスカラ

語(つまりバスク語)を話すアクィタニア人が居住していた.しかし，アクィ

タニアとピレネー山脈を越えて，さらに南方にケルト人はヒスパニアとの接触

を維持する拠点を確立し，彼らの一部はここに定住したらしい.ケルト・イベ

リア人というのは彼らのことである.この呼称、が生まれたのは必ずしも彼らが

ケルト人とイベリア人の混血だったからではなく，むしろ単に，ローマ人がヒ

スパニアに赴いた際，イベリア人の居住地域を通過した後に彼らと出会ったか

らだろう.

3. 10 今日のプロヴァンスに当たる場所には，紀元前2世紀にローマ人が到来

したとき， rケルト・リグリア人」が住んでいたとされている.だが，当時ここ

にいたのはリグリア人のはずである.その言語が印欧語ではないことはます雅

実であり，ギリシア人がマッサリア【ラテン名マッシリア;現マルセイユ】を

建設した紀元前600年にここに厨主していたのは彼らである.北方からケルト

人が到来するのはその2世紀後のことであり，ギリシア人の居住地が点在する

沿岸地帯にケルト人が住んだ形跡はない.考古学に従えば，内陸部においてケ

ルト人は先住民族に対し残忍な支配封齢、たとされる.ラングドック平野の中

では，ナルボンヌ(Narbonne)という地名がケルト由来である.すなわち，ここ

にはVmdobonarウィーンj (ドナウJ11の「白い港」の意)にも見られるケルト

語の・bonar港Jが含まれている.ベジエ近郊のアンセリュヌ遺跡からは，ケル
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トのウオルカエ人が到来する以前に，イベリア人が多く居住していたことが窺

われる.

3. 11 ケルト人がヒスパニアに向かう際に通ったのは地中海沿岸ではなく，ピ

レネ一山脈である.通行が容易なソンポーノレ峠を越えたと考えられる.これを

証明しているのが峠の道の南の出口にある Berd加の遺跡である.これはアクロ

ポリス状の小高い要塞都市であり，当然ながら Verdun[1. 7)のことである.

カスティリア語の影響でbとvが混乱している.

この地名の語源はよくわかっている.ver-は"'wer-に，さらには *upぽ・に遡

る.後述のように，ここに見られるpの脱落はケルト語のもっとも特徴的な現

象である【5.79).これはよく知られた印欧語の副詞であり， Lat. supぽのよう

に語頭に *s・を伴うこともあるし1，G.ubぼやE.ov，ぽのようにその *s・を伴わな

いこともある2 Gk.huperはそのどちらに起因するのかよくわからない.【古典

ギリシア語の文語的基礎である】アッティカ方言では語頭の u・は，キu・に由来

する場合でも "'su-に由来する場合でも，すべて気音を得て [hu-となってIし

まうからである *w巴:f-は superm蹴 heIスーパーマーケット」や hyperm都民

「郊外型ショッピングセンターJのような現代フランス語の合成語に見られる

supぽ・やhypぽ・と同じく， I上に」を意味する.この要素はまたV邸 ing伽 rixIウ

エノレキンゲトリークスJ3の初頭にも現れている.この名の原義は「戦士の最高

司令官」であり，恐らく本来の人名ではなく肩書きだ、ったと思われる.

他方，長し、uを持つ-d加はもともと「囲し、」を表すらしく， G.Zaun I垣根J，

Du. tuin I庭J，E.town I町Jと正確に対応する4 また， aぜo助なる別の語に

も同じような意味の幅が認められる.Lat. horttぉ「庭J，Gk. khortos I囲し、J，E.yぽd

「中庭J5，あるいはまた派生語のE.garden6， G. Garten7， F.j紅白s，及び恐らく

lいわゆる s-mobileなる要素で，原義を変えない.本書では仮に「出没のsJと訳す(5.82).
2 IE *叩er-iーよりゲルマン第一次子音推移(グリムの法員IJ)と有声化を経てαnc.*useri-が
導かれる(5.61 ff.). sはドイツ語ではb，英語ではvで現れる.
3カエサルの好敵手であったガリアの将軍 -nxについては4.12を参照.
4原著者はGmc.*tun位を肥*dhmo-r固まれた場所?J (> Celt. *dun-o-， e. g. OIr. dun)の反映
とみなしているが， Pokomyや Watkinsはケルト語からの早期の借用語とみなす.
5例えば Watkinsは祖語*g"or-dho-sからGmc戸伊rdazを導く案も並記するが，原著者のよ
うにIE*g"or-to-sから出発しても，グリムの法則と有芦化を順次受けて*伊蜘z>*伊白z>
'伊r伽zが得られる.英語ではrの前のaの前舌化に伴い， gがyに硬口蓋化する.
6直接にはONFgar曲からの借用語だが，後者もGmc.寧ga巾 zから改変されたn語幹名詞
*garclonの借用語である.英語では本来のyardと借用語のgardenが二重語を成す.
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ゲルマン語からの{昔用語と思われるOCSgr叫首侭gorod)r町lを参照されたい.

したがってv剖 unとは本来的には正の上に築かれた聞われた場所を指したの

だが，後には恐らく因われた場所一般を表すようになったと恩われる.地名を

見れば，このような要塞都市がガリアとヒスパニアのケルト入居住地を結ぶル

ート上に点在していたことは確かであろう.

3. 12 もっと北に目を移すと，ヨーロッパ大陸内でも，英仏海峡を越えた島唄部

でも，ケルト人の支配がより古いのは確かである.ただし，彼らの支配は，以

下に見るように，数度にわたる波によって生まれたのであり，【例えば】後にア

イルランドに居を定めることになるゲーノレ人は紀元後初期の噴にはまだ大プリ

テン島でブ4トン人の西側にいた これらの入植蛾については動的な捉え方

をする必要がある.彼らが入植した直後には先住民の言語は保たれた先住民

は侵略者の言語を学び覚え，それに連れて侵略者の側も先住民の習慣と要求に

!駒芯して行ったと考えられる.今日のケルト語はあらゆるレベルでこのような

特徴を示している.特に統語論のレベルで顕著であって，例えばど倒...q凶の

タイプの構文10が盛んに用いられるが，この構文は最古の文献には存在してい

なかった.このような特徴はしばしば西ロマンス諸方言にも見られる.例えば

c'est ... quiの構文はフランス語でもよく用いられるし，カスティリア語にはア

イルランド語の場合と同じく佐官‘'tobe"に二類の区別がある11後者の特徴の

痕跡はフランス語にも見出される.卸Eの活用に用いられる語根はLat.es・と fu-

だが，【半過去】伯itはそのどちらも含んいない.これは [L低 S助E“ωs凶 d"の

未完了過去】蜘batに由来しているのである12

7上記のGmc.*伊rdon>OHG伊巾を直接の祖先とする.第二次子音推移(5.76)を参照.
8 GmC.*伊rdonが恐らく$伊吋mの形で借用され，事伊rdinを経てF.jardinに至る.aの前で
g はj[d3] > [3]に硬口蓋化する.It扇町dinoやSp.jardinはさらにフランス語より.
9スラプ語はGmc.*伊rdazを*伊rda-の形で受け入れた.スラプ語内で第一音節の閉音節排
除の方法が異なる.M紅'e8(I996:122)等を参照.
10 Cf. Ir. is ... a・いわゆる強調構文のE.itis...由aも同じ起源に由来すると思われる.
11α: Sp.serと釘包r，Ir. isとta. どちらもそれぞれE・es-(*H1es-) rある」と・蝿・(*steHr;

9.38) r立つJに遡り，連辞 r...であるJと実動詞「存在するJとして用いられる.
12 Lat.岱・と h・はそれぞれ IE*静及び *lfetト r~になる」のゼロ階梯旬、"に湖る.Lat.堀陪
(<勾白今に由来する Sp.e血 rやR白 itも連辞として用いられるに至った.
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固2 紀元前3世紀における中・酉留ヨーロッパのケルト人

【ケルト人関連l唖習で.その他の融制盟で肥す)
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社会階層

3. 13 大抵の場合，印欧人の拡大は貴族階級が地元住民を支配する形で行われ

た.国家社会主義的な企てを正当化するためにドイツ人が繰り返し用いた用語

を使うならば，印欧語の使用者は初期において H町田.volk，すなわち支配民族

だったのである.

支配層とその他の住人との関係は様々であった.複数の階層がヒエラルキー

を形成していた場合もある.例えばスパルタで、は，数少ない戦士の階層である

狭義のスパルタ市民が支配層を成していた.その下には，公民権を持たず，周

辺地域に居住するベリオイコイ(周辺人)の階層があり，彼らは主人たちが武

術の鍛錬に用いる様々な道具の製造に携わった.第三の階層であるへイロタイ

(へロット)は純粋に身分としての奴隷であって，こき使うのも殺すのも自由

で、あった.

ベリオイコイの正体は，印欧人到来の第一波に由来し，紀元前2000年頃にギ

リシアに達したアカイア人であると考えられよう.ミュケーナイ(ミケーネ)

文明の担い手も彼らのはずである.へイロタイは恐らくアカイア人の到来以前

より当地に居住していた民族である.スパルタ市民は第二波の印欧人として紀

元前 1200年頃ギリシアに到達したドーリア人なのだが，彼らが[閉じ印欧人の

中でも】アカイア人と同じ種族の出身であったとは考えにくい.ギリシア語の

ドーリス方言は，その発達の過程でいわゆる上層言語からの影響を受けたアカ

イア語だとみなされよう.支配層の言語は，最終的に平民の言語に負けて消滅

したのである.

3. 14 当然ながら，このような状況において，侵略者と原住民あるいは混血者

との人口比率についての疑問が生じる.しかしながらこれはかなり難しい問題

である.スパルタの場合には事情がかなりよくわかっており，支配階級は全体

の一割にも満たなかったことが知られている.しかしこれは無論その時代によ

って千差万別である.

かつて金髪の出現頗度をもとにした見積が行われたことがあった.よく知ら

れているように，ローマ人はガリア人のことを金髪であると記している.一方，

現代のフランス人に目を向けると，この地に新たな民族の血が加わったとすれ

ば，それは同じく大部分金髪だったと思われるゲルマン人の到来によるはずな

のに，どうし、う訳か今のフランス人の大部分は褐色の髪になってしまっている.
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金髪というのは，バルト海近隣地域から生じた，毛髪構造の一種の病気なの

ではないかとも考えられる.これは大胆な仮説であるが，これを部分的に証明

することは今日でも可能ではないかと思う.実際，北欧のバルト海沿岸の浜辺

で夏を過ごすと，自分の髪の先が金髪がかつてくるように感じることがある.

ちなみに青い目はこれと無関係である.よく知られているように，碧眼の分

布は金髪よりもずっと広い.例えばブリテン島の諸民族は髪は濃い褐色だが目

は青い.

金髪とバルト海の影響に話しを戻せば，ご承知の通り，獲得形質が遺伝する

とは証明されていない.しかし，突然変異が維持され得ると仮定することによ

って，生息環境が個人の肉体的タイプに影響を与えることが説明され得るのも

また明らかである.結局のところ，世界の中で髪が金色なのは，かつてヨーロ

ッパ北部に居住していたと思われる諸民族である.フランスでは北部及び東部

に金髪が多いが，この傾向はロシアを含めてヨーロッパ全域について一般的で

ある.歴史には印欧語を話村正服者が金髪である旨の記述がしばしば見られる.

だが，だからといって彼らの故郷がバルト海沿岸地域であるなどとは言えない.

生息環境に着目するなら，多分北方であることは確かにしても，これよりも遥

かに広い分布が期待される.

3. 15 金髪の起源がどうであれ，この点を考慮の対象に加えることには無理が

ある.確かに一部の古典著作家は散発的に，また印象主義的に金髪の民族を評

価しているとは言え，想定に肯定的な材料がこれぐらいしか見当たらないよう

な，もはや存在していない民族を扱うことになってしまうからである.古代の

印欧語を話す諸民族が一般に金髪を好んだことを認識していればよい.しばし

ば勇者はこのような肉体的特徴を持つとされていた原註1

原註l この点に関しては例えばHaudry(1985a: 1・12)の見解を参照されたい.
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第W章

言語学のデータと考古学のデータ

4.1 すでに述べたように，印欧諸語を比較することによって，それらが分化す

る前の時代に対し，寸車の語の形態と，それらの語が当時持っていたと思われ

る意味を再建することができる.例えば， r父Jについてはホpa宙という形態と，
おさ

単なる「父親」に留まらない「一族の長」という意味が再建される.この作業

が首尾よく行われれば，その言語が話されていた社会の性質，その生活条件，

及びその生息湯競の諸特徴が明らかになるはずである.

一例を挙げてみよう.ローマの高位の神官は ponl帥 xと呼ばれたが，panifex 

が「パンを作る人Jすなわち「パン屋」を表すように，この語はラテン語で「橋

を作る人Jを原義とする1 他方，比較によってう佃トという語基は本来「道」

を指していたことがわかる2 このことから，ラテン人の祖先は，恐らく沼地を

横切るために，道が橋のような形をした地域に住んでいたことが窺われ，した

がって彼らはイタリア北部のテラマーレ3の居{主者だったのではないかと考え

られるのである.

4.2 このようにして，比較のデータを利用して原始社会を空間的・時間的に再

建するという着想がすぐに得られたのである臨1

汁..at.pont-i-については次註参照 -fex< *・，fec-s< * .. ぬc-s(語中の閉音節でLat.a>e)の第一
要素はk・iる「する，作る」の語根，すなわちIE*dhe-r置くJ令e.g.Skr.da必侃Gk.τ均μL
F. faire， E. do， G.旬n，R.且，e(J1a)Th)のゼロ階梯刈与である.Lat.-c-については9.81参照.
2 IE *pent-r進む」より恥nt・「進むべき場所jが得られる.ギリシア人の移動手段はもっ
ぱら船であったから， Gk.幼VtQCは『海路Jさらに「海』を表した.c王R.nyn， f道J(<*開討
<*pont-i・);E. find， G. finden (< GmC.唱和nr出くわすJ<*pent-)，臨.詳しくは8.26を参照.
3ポーJII下流湿地帯に位置する青銀器時代の遺跡.
胞 1以下に登場する言語データについては適宜下記の語源辞典を参照されたい:BIωh& 

W白也国g(1932)， Boi館内(1950")，Buck (1949)，白romin錨 (1961)，Dauzat， et 31. (1964)， Emout & 
Meillet (l93~， Falk & Torp (191 0-191I)， Feist (1939l)， Hellquist (1920-1匁2)，K1ein (196め，K1uge 
(1910)， ~側首町 (1953-58). [本章に板説されるいわゆる linguistic伊l飴 nぬlogyについては
Schrader (197ηや風間(1987;1991; 1993)等も併せて参照されたい.1
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海と湖

4.3 例えば，池から海に至る，大小様々な水のある場所の名称を取り上げてみ

よう.フランス語では，果てしなく広がる mぽ「海」が，もっと小さな lacr湖」
とはっきり区別され，さらに小さいものはetangr池Jと呼ばれる.Lat. m蹴(>

F. mer)はフランス語の場合とほぼ同様に lacus4と対立している.他の印欧語に

文証される諸形態によってキmor(様々な派生語の形で現れることが多い)とい

う基底形が想定される.

これは多くの言語に見られるが，外海を含む本来の意味での海を指すとは限

らない.例えばゲルマン語で、は，この語は大抵の場合に湖か池を表す.今は干

拓されてしまったオランダの「ハールレム海J[Du. Haad回1s1erm町】などは，

小さすぎて湖と呼ぶのさえもはばかられるほどであった.古語あるいは方言的

なE.meresを含む人名にWmd田 n闘があるが，これはもともとイングランド北

西部の湖水地方にあるとても小さな湖のことである.G. Meer r海Jの用法6を

見ても，これが本当に海の現実と関わりを持つ民族古来の語葉で、ないことが明

らかである.

ドイツ語には同じく「海Jを表す語に Seeがあるにれは「海Jの意味では

女性名詞， r湖Jの意味では男性名前であって，それぞれF.lamerとlelacの場

合と並行しているが，恐らくこれは偶然の一致ではない胞2).F. mぽと l低の

関係と同じく英語ではseaがlakeと区別される.

ゲルマン語固有のこの語7に揮されて北欧では*morが失われてしまったが，

ここではE.sea(/)場合よりもこ慌の意味が多少縮小したように見える Dan.so

は湖や穏やかな海を指すようになっており，これと対立する加vは荒れ狂う，

すなわち潮位が激しく上下する海を示す.この語は恐らく haver持ち上げるJ，

E.h回 ve，G. heben8と関係がある.のstersoenとVesterhavetはこれらにそれぞれ

4 Gk. A.a細@ら OIr.1<∞h， OE 1砲u， OCS loky等より地ku・(pokorny，Wa出同， *Ioku-例allory&
A也ms)が提案されるが，対応に疑問が残る.非印欧語から借用された可能性が高い.
5 この要素はまたmennaid(< mere + maiのにも見られる.Cf. G. MeeIjun世加.
6地中海，黒海，カスピ海，紅海， 日本海，死海等，陸に固まれた海のみを指す.
胆 2フランク王国におけるロマンス語とゲルマン語の二言語併用が及ぼしたその他の影響
については5.77以下を参照のこと.
7 Gmc.市鈎i叫zあるいは*鈎lW;犯が再建され得るが他語派には対応が見出せない.
8 <Gmc.ホxa何-an<IE *kafド'togr百sp"・Cf.E. have， G. haben (< Gmc. *χa向n);Lat. capiδ，Gk. 
同mω(<*kapせる')，e包.
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「東j と「西Jを意味する第一要素を付加した語で、あって，前者は[穏やかなI

バルト海を，後者は【荒々しし、】北海を表している.

ゴート語で「海Jはmariからの派生語 [marei[mari:]】で呼ばれる.この mari

という要素と血ws[[sews]】(E.sea， G. See)との合成語である marisaiwsは「湖J

を指す.また単独の saiwsも「湖Jのみを意味する.

4.4 ケルト語に目を移すと，古形のGaul.Aremoriciに*morが見られる.これ

はアレモリカ9の住人を指し， r海辺の民Jを原義とする.Ga叫.Arelate (> F. Arles 

「アルルJ)も同じ要素を含んでおり r(クロー)平野のそば(の町)Jを意味す

る.つまり， are・r"，のそばにJはGk.p泊 (cf.F. pruョuとle)に相当し， -lateはGk.

platus r広い，平らな」に等しく，どちらの要素においてもケルト語における語

頭のpの規則的な脱落が見られる.また，より文証の新しい言語であるブルト

ン語とウエールズ高において morは「海Jを意味する.他方，アイルランド語

にはmuirr海Jの他に大洋あるいは外洋を表すもう一つの語がある10 r湖」 は

Ir.， Sc.-Gael. loch， Br. 1∞'hとlenn，W.ll:戸である11

4.5 スラブ語での事情はラテン語の場合と同様であって，海を表す*moト R

more)と湖を表すもう一つの語(R.ozerol2)がある.バルト語には*mor・の派生

語もあるが，普通は新たな形が用いられている13 インド・イラン語において

も事情はほぼ同様で，キmorの痕跡は派生語に残るのみである14 ギリシア語に

は「海」を表す語に白a加 saあるいは血alattaしかなく，これが印欧語起源であ

るとすれば「底Jが本来の意味であろう.閉じ基底形ISがE.必le，G. Tal r谷J

及びOCSdolu r底，穴戸に見られる.ちなみに英語でも海を血edeep r深部」

と表現することがある.Gk.出品lassaとlimner湖，池」は明確に区別されてお

9 ほぼ現在のブルターニュとノルマンディーに相当する.
10すなわち語源不詳の伽宜ige/fi的 gal.また， Ir. muir Imirlは末尾に加えられたiの影響で
rが硬口蓋化し，。がuに狭音化した結果.Cf. Lewis-Pedersen (1937:ω4). 
11 Ir.， Sc.-Gael. 1∞h， Br.l∞'h (c'h [x])はLat.lac凶と同語源.Br. lenn， W. 11抑制[1-])やIr.linn
tJimil (< OIr. lind)は*plend-に湖るように見え， ffi*pel争“ωfill"との関連が疑われる.
12 OCS jezero， OPr.ぉsaran，Li白.eZerasのようにバルト誇派とスラブ語派のみに見られる.
13例えばLi出.m制os~ mares (pl.)とjiIraを参照.
14 Skr. mira“財'，m的‘'wildemess"，mary垣市oun伽ry"，m創yiId亙“border，shore"が該当する.た
だしこれらと ffi*mori-との関係は必ずしも明らかでない.
15すなわちE句lhel-.倣1.aacmはゼロ階梯*dhJ-より.成節ソナントはギリシア語でaを伴
って現れるのが常則である.E.也le，G. Tal， OCS dolるにはo階梯*dhol・が予想される.

36 



り，後者は大洋の波よりもむしろ沼地の泥を想起させる語根を含んでいる16

4.6 これらに加えて，キmorという基底形から，湿地を示す併用形あるいは派

生形等が作られていることも考慮する必要がある.F. marais r湿地Jも， E.marsh 

と閉じくGmc.mar-iskに遡る17 母音を延長した形に由来する E.m∞rも本来は

湿地を表した18

4. 7 以上すべてより，上で基底形キmorと呼んだもっとも広く見られる形態は，

湿地帯であろうと，見渡す限りの大海原であろうと，その差を一切考慮せずに，

もともと水のある場所一般を指したと結論できょう.この点からすると，生活

圏の近くに海はなかったと思われる.海が近くにあれば，大海原に関わりのあ

る生活が営まれ，湖や池と海とがきちんと区別されるはずである.大きな潮の

流れと荒々しく打ち寄せる波を持ち，またそのために航海に非常に適している

海というものに接してはじめて，【ことばの上でも】区別の必要が生じたのであ

る.それは，ラテン語やスラブ語のようにキmorあるいはその派生語を，湖に

当たる語と対立させる形で行われることもあったし，ゲルマン語のように *mor

を湖や池の意味に限局させて，海を表す新たな語と対立させることもあった.

海は外海を表す別のことばで言い換えがきくものである.あるいはまた，ギリ

シア語のように *morを廃し，新たな二つの語を採用する場合もあった.

ブナ

4.8 ブナを表す語【キbhag-O-】をめぐって，多くの考察が行われてきたラテ

ン語でこれに当たるのは勉容15である.この語は古仏語lこfouの形で残っており，

そこから指小形のF.fouet r鞭Jや動調fouetterr (本来はブナの校で)鞭打つ」

が作られている.対応の G.Bucheは同じくブナを表す.その派生語に伽sBuch

「本JとBuchs帥 er文字J(原義は「ブナの棒J)があり，両者とも伝達すべき

情報を刻み込むのにブナの木や樹皮を用いたことに起因している.すべてのゲ

16 A;ヰ』有vr入り江J，iaψ伽「湿地」やLat.lnnusr泥」等とともにa*lei・m-(<ホlei-“slimy")
に遡る.出没のsを加えたE.slime， slip， G. Schleim r粘液J，OCSslina r唾液J等を参照.
17 Cf. OFm胴 sc，m蹴 sc，OE mer(i)sc.古仏形は明らかにゲルマン語からの借用語である.
18今では主に泥炭質の荒れ地を表すが，かつてはG.Moorと同じく湿地を表した.原著者
はその祖形Gmc.ホmora.帽をa *morに関係付ける.類似の考えが一般的だが，延長の理由
は判然としない.また， IE *ma-(cf. Lat. mano“1 f10v門+-ro-と分析する案もある.
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ルマン語はプナに対してこの語を用いるが，時にはE.beechや Dan.bogのよう

に若干の変容が行われている場合もある19ゲルマン語のこの語はスラブ語に，

ラテン語のそれはケルト語にそれぞれ借用されている20 ギリシアではブナが

生育せず，対応語のpheglωは「カシJを表した.

ドイツの研究者の中には，印欧人の故地を西に引き寄せようとして，ケーニ

ヒェスベルク(今日のカリーニングラード)とクリミア半島を結ぶ線の北東側

にはブナが育たない点を強調する者もいた.この説に対し，木の命名というも

のは，植物学的特徴によってではなく，むしろその木や実の用途に基づいて行

われることが多いとする反論が起こった.L低fiigus，G. Buch， Gk. phegosの基底

形はGk.phagein21 r食べるJと比定することが可能であり竺穀物摂取がはじま

る以前に主食の一部を成したと恩われる，プナやカシ，クヌギ等のドングリの

実る木をこの語が表したとも考えられる.このような視点を採れはこの語の

起源や分布はブナの存在とは無関係となる.ニワトコを表すスラブ語の形とこ

の語との比定は必ずしも明白ではないがn，北欧でその実が食用にされること

からして，この比定も可能だと思われる【11.58).

魚

4.9 様々な言語における魚の名称をもとに故地に関する結論を導き出してみる

と，この種の考察が非常に仮説的であることがよくわかる.【印欧語の】領域の

中心部である，バルト語からギリシア語及びアルメニア語にかけて初源的基底

形からの派生語が見られ，言語学的にはその基底形が巧妙に同定されるが，こ

れがかなり短く，不安定な音素を含んでいるために，その本来の形が崩れやす

い.判断材料とされるのはGk.紬白色s，OPr.泊lk/， Li血.面市(複合語の場合に

19 E.be吋 l<OEIxおeはn語幹名調に改変されたGmc.*bok-on にjを加えた*b耐onに起因
する.Dan.bogは複数形凶Igerからの逆成らしい.
却例えばR6yKはゲルマン語からの， Ir.脳(旧綴f儲緋a)/p.広/はLat.fii伊 Sからの借用語.
Ir. bile JbiiJIaI、ee"を加え，緩音化(5.倒的を経た複合形fiiibhilel品:viiPaIも並存する.
21不定形は一般には刺市'Eivである.10.130参照.
2 この考えに従え晴樹授は *b~勾ーのゼロ階梯 *b~- の反映と解釈されることになるが，一
般的には句，hag_r分けるJ(e. g. Skr.凶ajati)から説明されることが多い.
23R匂加盟， uk.匂吉岡 BR伽 i叫 Bg.5回， SCr.bazaはE旬、g-内海ー)から予想される
*凶z-(*bo2)・)と大きく隔たる.イラン語借用説を含めてt{，叩'HhIX(1993: 1， 119)を参照.
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は加k・)， Arm. jowkn【[也白kan]】である24

ここにスラブ語のデータが加われば，北の言語と南の言語とのつながりが窺

われるかと期待されるところなのだが，残念なことにすべてのスラブ語には明

らかに後代の語しかない.RrybaはG.Raupei芋虫」やAalraupeiカワメンタ

イ」と比定され25，タブーによって呼び替えが行われたと考えられる.

東方にはSkr.matsya， Iran. [Av.] masyaのような形があり，これは魚の表面

のぬるぬるした感じを思い起こさせる26

西方ではLat.piscis， Goth. fisks， Ir. iasc (語頭のpはケルト語で規則的に脱落)

に見られる同じ基底形から作られた呼称、が用いられている27 この形態は，印

欧語の領域全般にわたって見られる本apあるいは*ap，あるいは*ぬという，

流れる水を表す語に接尾辞九isk・を付加して派生した形容詞とみなすこともで

きょう.この語は例えばラテン語にはamnisi水流J(<*ap-凶-sあるいは *ab-ni-s)

という派生語の形で現れている.この仮定に従えば，魚は「水の流れの生き物」

と表現されていることになり，この場合にもタブーによる呼び替えが行われた

のだろうと考えられる.

あるいは，このようなあまりはっきりしない呼称を用いているからには， [魚

に対し】あまり関心がなかったと考えるべきかもしれない.だとすると次のよ

うな説が支持されることになろう.すなわち，極めて早期の印欧人は魚など眼

中になく，祖形の再建が可能な魚が一種もないのはそのためだとする説である.

魚の肉は足が速く，まともな食料として扱われるようになったのは薫製や塩漬

けのような保存法が発見されてからであることを思えば，このように毛嫌いさ

れた気持ちもよくわかる.一群の人たちがきのこをまったく食べようとしない

のにも似て，かつて魚は胡散臭く感じられていたと考えられる.

4.10 個々の魚の種類名は後代に起源を持ち，それらの分布は印欧語族の語派

24これらの語の比定は古来より行われており*併u-例korny)や惜の-(Waωns)等の祖
形が提案されている.原著者はその語頭に複合閉鎖音を想定する (9.101-105). 

25 Slav.可baの語源には定説がないが， OHG而内I)aと結び付ける Mikkolaの説が有望に見
える K1ugeやVaillantによるその他の説を含めて可句協，IJ{(II， 129f.)を参照.
26 Skr.mad・「喜ぶ，酔うj(原義「濡れるJ仰onier-Williams77η<IE事mad-“mois門に由来
すると考えられる.Cf. Lat. madeo r濡れる，酔うj，Gk.凹ぬωf溶けるj，E.m関.t(Gmc.*mati-
「食物Ij<本mad-i-)等.Ma川ofer(1956-78: 11， 566f.)参照.

幻宇宙杉には*pisk・が想定される.ラテン語形はキpisk-i-(cf. F. poi回 n)に，ゴート語形はαnc.
句sk-aベ叩isk-o-(cf. E. fish， G. Fisch)に湖る.またアイルランド護持は新正書法でiaぉ /iask/.
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の分布とまったく一致しない沼.

例えば「ニシンJσ'.hareng)の呼び名にはG.Heringから Sp.a即時おまでの西

ヨーロッパでは一致が見られるが， Dan. sild， R sel'd'のように北欧諸語とスラ

プ語では別の名前が用いられている.

「マス」については， F. truiteと同じ形がE.加 utからIt加 ltaにかけての領域

に広がっているものの， G. Forelleが北欧とロシアにまで至る29 北欧にはこれ

と異なる地域的な形(Dan.or叫)があり，またロシア語では「色とりどりのJと

いう形容詞から派生した形も併用されており，これがルーマニアとハンガリー

を含めて東部及び中部ヨーロッパ全般に見られる30

「コイ」の呼び名はほぼヨーロッパ全土に共通しており，恐らくドイツの地

から広まったようだが，どう見てもゲノレマン本来の語らしくな1t，31. 
4.11 以上により，水のある場所の名称を検討した折に得た印象がますます強

くなる.つまり，あらゆる証拠から見て，印欧人はもともと海に関わりを持っ

ていなかったと考えられる.無論，魚は知られていたが，人々の興味は簿く，

疎んじられ，食料という点では長い間眼中に入れられていなかった.彼らが拡

大するにしたがって，日々の糧を調達する上で海産物が大きな役割を演じてい

る場所に到達したのであろう.デンマーク語で言う kø~倒nød盛時「員塚J，す

なわち貝の中身を食べた後にその貝殻を大量に捨てた場所を想起されたい.

他方，征服者の気位の高さを示す槙跡も残っている.福音書の中では魚が重

要な役割を演じるのに，教会の見解では魚を食べても断食を破ることにはなら

ないのである.そしてこれが生活手段としての漁業が発達する決定的な要因で

あったに相違ない.

しかし，領域の東部でも西部でも，そしてSlav.rybaに見られるように中央部

でさえも様々な呼び替えが行われたのに，中央部に恐らく古来の魚の名称(Gk.

出曲凪臨.)が保持されたという事実をどう解釈したものかは不明である.

却下記以外に「鮭」と「鰻Jの広い対応が知られる.風間(1987:134ff.)等を参照.
29 e. g. Sw. forell， D釦.forel; R. cto戸也.

却R.neC1pyWl<ll <目i!CTP凶(<キp凶tr-)r:斑のJ.α:Cz.同叫Pol.戸時， Bg. sbCTI，poa， SCr. 
戸結ma，臨.ぬBn.凶蛸.v，H皿 pi副加gはいすサLかのスラブ語からの借用語である.
31一般にGmc.*ka明。E.ωlp，G. Karpfen) が LL伺胆m~邸.)を経て各国語に広まったと説
かれる.ここから導かれる*伊1>-0-(*伊め-0-)は有宵閉鎖音が語根に並存しないとし、う印欧
祖語の語根構造上の制限に抵触する.つまりこのめレマン語形は印劇E語に由来しない.
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王

4.12 上のように中央部に古い形が保存され，周辺部が改新を受けるというよ

うな場合もあるが，より頻繁に生じるのは，その逆に中央部における改新であ

って，その結果として地理的周辺部，すなわち東と西に，古い名称が残りやす

い1"王」を意味する語の場合はその一例であり，領域の両端にのみ古形32が保

存されている.

東にはSkr.r司ーがあり， [F.】珂油やm油arajah1"大王J，その奥方m語とし、っ

たそこに由来する現代の派生語がよく知られている33

西ではこの古形がラテン語とケルト語に残る:Lat. rex (> F. roi)， GauL -nx.後

者はDwnnorix1"ドゥムノリークスJ(原義「世界の王J)，Verc泊getorix1"ウェルキ

ンゲトリークスJ(1"戦士の最高司令官J)といった人名に見える34 このケルト語

形がゲルマン語に借用され， Goth. reiks (地sと読む')1"君主」や派生語の G.Reich 

「君主の領地;国家;帝国Jあるいはおich1"豊かなJ(> F. riche)等を生み出し

た.また，オーストリアを表すF.Au佐icheは古い*Auster-riki 1"東の帝国J35に由

来する.

これら両端に挟まれた地域では，一族あるいは部族，民族の長は，その地域

の現実に見合った様々な名称で呼ばれた.

ゲルマン語本来の王を表す古形 [*kuningaz1(> E. kinらG.K倒 g36)がフィンラ

ンド苦に借用されてkuningおの形で保存されている.この古形はF.gensl"人々 J，

g悶 e1"種類J，engendrer 1"生み出すJ等と同じ基底ず7から作られており， 1"一

族の長」を原義とする.これにも似て， Goth.tiuぬnsl"王Jはtiuda1"民衆J38か

ら派生する.ついでながら，副調の tiudisk，δは「民衆風にJを意味し，このよ

うに話すことは，ラテン語，より正確にはロマンス語を話す聖職者と一線を画

認すなわち *reg-< *reg-r統べるJ.長母音は代償延長による(10.27ff.) 
33 Skr. r電ia4(本来の主格は I宮~)， Skr. mah踊yaJ)， Hind曲 II(< Skr. raj町に由来する.
34 Lat. rex < * 語g-s.IE 句> Celt.i : e. g. Ir. ri /1が刷H尚i:/ゴ
3お5 ドイツ語で、の呼称οs御旬問i油chはその原義を忠実に保つ.
36連続する nの一方がハプロロジーによって失われている.神山(1995:197)参照.

37 IE *gen-r生む」 ゼロ階梯*gIJ-はグリムの法則(5.61 ff.)と帰入母音uにより，規則的に
Gmc.ホkun・となる.Gmc. *加ning置の語義は“sonof出eroyal kin"刊la也ins)，“scionof the 
(noblのrace"(Hoad)等から発達したと考えられる.
38 *teu箇・市民"に遡るが，これはさらに*刷・加swell"に分詞を作る+を付加して構成さ
れている.また， Goth. tiudansと並行する形はOEtゐdenにも見える.
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すことであった.そしてここから G.de臨 chrドイツ語でJが生まれている39

スラプ語で「王」を表す語の起源となったのはKarolω。伽gn凶:)，すなわち

シヤルルマーニュ(カーノレ大帝)である.ここからRkorol'が生じる40

固有形Gk.basile由sの起源は杏として不明である.

すき

4. 13 上に記した諸形態をもとにして，印欧人がかつてまとまりを成していた

時代に，地理的にどこに居住していたのかに関して断言できることはほとんど

ない.だが，ある穏の改新を調査することによって，一部の民族移動が相対的

にいっ行われたかについては結論を下せる場合もある.

農具を引いて開墾が行われたことはF.ar誼erすき(翠)Jや釘宮10加『農耕のJ

に見られる基底形:41Iこよって明らかである.この語根はヨーロッパの印欧諸言

語及びアルメニア語には見いだされるのに，インドとイランの諸言語には欠け

ている.そのため，インドとイランの諸言語を話す人々は，すきが発明される

よりも前に分離していたのではないかと考えられる.さもなければ，これらの

民族は，長い間遊牧生活を営んだために，動物に農具を引かせて行う耕作に関

わる語棄を失ってしまったとみなすべきなのかもしれない.

技術が新しくなれば，語嚢も新しくなって当然だが，原虫鮪句な無輪のすきに

代わって，車輪付きのすき (charruゆが登場したときにも，この種の語棄の交替

が生じたと考えられる.原虫剖句なすきとは，木の枝を脇iこイ載が一本出ている

ところの下から切り取って，そのイ慌の先を切り落としたものであり，その出

っ張りの部分で地面を掘り起こした.古いゲルマン語には「耕す」の意味で基

底の場制・があった42が，そのための道具の意味ではE.plough (Plow)， G. Ptluε 

のような新語がすでに用いられていた.ゲルマン語で語頭にpが現れていると

いうことは，借用語か強意的な形と考えられる43

却 E.Du釦:h，G.de叫ichr明らかなJやチュ一トン人(2.14)の名もここに由来する.
柑 OHGKarIからの借用語81飢 *karlj・>*kOrlb より導かれる (cf. M眠~ 1996: 122，臨ふ
41加古ト(<事H:zerH3-): Lat aro， Gk. 'a向 L油.ariu; OC8 otjQ; Lat a蜘1111， Gk. '1伽 附 ( <

泊予加・)，Li血.盆制as，OC8 ralo (< *回-dlo回)，Arm. arawr， 1iωh.Bare，臨.Cf.11. 59. 
42 e.g.G司自.吋anr耕すj，OHGart r開墾した土地j，015.副 rrすきj，e釦.

拍印欧祖語では語頭に*bは現れず，グリムの法則を経たその反映Gmc.うも語頭に現れ
ないはずである (5.64，9.94).したがってfすき」を表すαnc.叩，Io澗z(e. g. Late OE ploh， ON 

plo匹 08plog， OHG phluog)は印樹且語に直接由来する語棄ではないことになる.
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考古学のデータ

4. 14 比較のデータを補強あるいは補完すべく，考古学のデータ融3を利用し

ようとする着想もあった.しかし，非常な長期間にわたって，これら二つの学

問分野の業績を統合することは大きな難問であった.やむを得ないことだが，

考古学者が関心を注いだのは，むしろ土器や，そこに現れる様々な技術，そし

てその技術の時間的な発達と様々なタイプの空間的拡大である.困ったことに，

このような【技術の】拡大は大抵の場合に南から北へと行われたのに，歴史的

データあるいは比較言語学の結論が示すところでは， [印欧]諸民族の移動はそ

の逆に北から南へと向かったのである.ここから言えることは，南北の諸民族

聞に通商関係があったと考えられる点と，当然だが，二つの異なる地域に同じ

タイプの土器があるからといって，問題の住民の言語が親近的であるとは結論

できない，という点だけである.

4. 15 墳墓のタイプに関しては確かに事情が異なる.はっきりした特徴を持つ

墓が，異なる地域に年代的にずれて現れることがわかれば，そのことから民族

が移動したと結論できる場合もあるだろう.だが，その場合にも，流行が段々

に広まったという可能性もある.これらの人々の話していたのが何語だったの

かはわからない.墓の中で死者に供えられた物品は民族聞の交易で得られたの

かもしれない.頭蓋骨の長さと幅の比率のような，遺骸についての一定の肉体

的特徴が長い間注目されてきた.頭蓋骨が【前後に】長い，すなわち長頭型人

種と，頭蓋骨が短く幅の広い，短頭型人種との区別も可能である.この点に関

する今日の住民のデータと，発掘された遺骸のデータとを比較櫛寸することで，

およその移動の方向を明らかにする試みもあった.しかし，そもそも証明不能

な仮説に拠らない限り，長頭であるか，短頭であるかで何語の話し手であった

かを断じることなどできるわけがない.

4.16 考古学と印欧人の時・空間的位置決定との関係についての問題が今日ど

のように考えられているのかを見る前に，西及び中部ヨーロッパにおける文化

の伝播に関する考古学的データをさっと概観しておいたほうがいいだろう.た

だし氷河期以前については触れないことにする.

融 3ここでの言B設は特に Polome(I982)掲載のデータに多くを負っている.その他の関連
資料についてはRachet(I970)とLeroi-Gowhanet al. (1966)を参照.推定される年代には研
究者により幅があり，新しい研究ほど古い時代を想定する.
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新石器文化

4.17 ここで扱う様々な文化伝播の中で，最初に生じたのは新石器文化の拡大

である.名称から察するに，この文化の特徴は燈石の新たな利用法であるかの

ように感じられるが，実際その最大の特徴は採集から農耕への移行にある.し

かし，まだ金属は現れておらず，道具は石で作られていた.このような拡大は，

模倣によって異文化が徐々に伝播し，各地に浸透することによって生じたのだ

ろうか.あるいは，表面の土層が疲弊すると移動した農耕民族のように，人聞

が移動することによって生じたのだろうか.確実なことはほとんど何も言えず，

恐らくその両方のケースを想定する必要がある.

ヨーロッパの新石器文化は紀元前第七千年紀にバルカン半島とドナウ平原に

現れた.恐らく近東からもたらされたと考えられる.そしてドナウ川流域地帯

の周辺に広まったらしい.この地帯の新石器文イげについては，現代世界を形

作ったヨーロッパ文化がここから受けた根本的な恩恵についての評価を試みる

際に再度触れることにする【4.23ff.1.新石器文化はこの地から紀元前第五千年

紀にイタリアへ，プロヴァンスを経てさらにイベリア半島へと広がった.他方，

北に向かう波はドイツ，北欧へと至り，その後西へ進路を変えて，オランダ，

フランス北部，大プリテン島へと到達した.

4.18 伝播の経路が北回りにせよ南回りにせよ，西ヨーロッパに新石器文化が

定着したのは紀元前第四千年紀のことである.だが，この文化がここにしっか

りと根付く数世紀前から，その発祥の地たるドナウ川流域はユーラシアのステ

ップからの圧力にさらされていた.恐らくこの圧力によって民族移動が促がさ

れ，その結果ヨーロッパ西部での新石器文化定着が早まり，また強化されたと

考えられる.新石器文化の浸透は，ガリア人の場合であれ，ローマ人であれ，

あるいはフランク人であれ，繰り返し到来した印欧人御医者の波よりも遥かに

恒常的な影響を及ぼし，これによってその後の経済発達の基盤が築かれたので

ある.

制豪州‘|人考古学者Childeの命名により，かつてドナウ(ダニュープ)文化と呼ばれたが，
その分布はドナウ流域に留まらないため現今では線帯文土器あるいは LBK(Linien-
ban!&明 mik)文化あるいはIisi即咽時O剛 cul闘と呼ばれる.4.23以下参照.
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巨石文化

4. 19 東から西へと広がって行った新石器文化は，南から海岸線を北上してく

る巨石文化の圧力と出会う.この文化は非常に明らかな痕跡を地上に残してい

る.巨石とは読んで字の知く大きな石のことであり，メンヒノレ但r.menhir‘'high

sωnめと呼ばれ，孤立している場合も，ブ‘ルターニュのカルナックにあるもの

のように列を成して一塊になっている場合[=アリニュマンIもある.これら

が建造された目的はよくわかっておらず，宗教儀式が行われたと想像される.

他方，メンヒルの他に「石卓」すなわちドルメンと呼ばれるものもある.これ

はもともと地中に埋まっていて，内部が洞穴状になっており，現代の地下墓所

にも似て遺体の埋葬場所になっていた.ちなみに，そこに埋葬された複数の遺

体はそれぞれ別々の時点で死んだ人々であって，権力者の死に伴う殉死者では

ないらしい.

巨石文化が東方に起源を持つのは間違いないが，どのようにして西方に広が

ったのかはつまびらかでない.ヨーロッパにおいては紀元前第四千年紀にヒス

パニアにはじまったらしく，その後ブルターニュとフランス西部，ブリテン諸

島へと至り，最終的に紀元前第三千年紀になって北海沿いにデンマークにまで

到達した.これは人間の移動によってもたらされたのであろうか.あるいはキ

リスト教の伝播と同様の過程を辿り，言語の違いを超えてこの風習が徐々に広

まったのであろうか.確実なことは何も言えない.上で海の名称、を扱った際に

述べたことと，他の多くのことを勘案すると，この時点でこれらの地域にいた

のは印欧語を話す諸民族ではなかったと考えられよう.

このような巨石文化の伝来と後代の復活とはきちんと区別する必要があるら

しい.イングランドのストーンへンジは後者に属し，例えばカノレナックの巨石

列などよりも遥かに洗練された構成となっている.

クルガン

4.20 ドナウ川流域に居住していたヨーロッパ最古の新石器文化の担い手に話

しを進める前に，また結果的に彼らの文化の独創性を際立たせるためにも，こ

こで場面をユーラシアのステップに移すことにする.現代の考古学の成果によ

って，ここにクルガン【1.22)と呼ばれる文化があったことが解明されている.

充分な根拠に基づいて言し、得ることに，この文化の担い手は紀元前第六千年紀
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にウラノレ山脈とカスピ海の間で印欧祖語のー形態を話していたと考えられる.

4.21 クルガンとは，英語で言えばpit-伊 .vesに当たるが，中に石で作った壁と

天井があり，それに土をかぶせた，半地下の墳墓のことである.

ここに埋葬されたのは王侯であり，一緒に葬られた財宝，及ひ酒己下の者や妻

の数からすると，王侯は豊かであって5齢、権力を持っていたと考えられる.こ

れと似た習慣がつい最近までインドに残っていた(死んだ夫を葬るときに，残
だぴ

された妻も一緒に茶毘に付された45).クルガンの中に収められた財宝はその土

地で作られたものではなく，交易というよりもむしろ略奪によって入手された

らしし¥

あらゆる点から見て，この社会では階層の区別が厳格に行われていたと断じ

ることができ，記録がきちんと残る同種の文化の場合を参考にすれば，インド

のバラモン，ローマの神官 ιat.tlamen]の階層がそうで、あったように，ここ

でも王侯に加えて僧侶が支直己層に属していたと考えられよう.その下には戦士

階級があり，さらにその下に食料調達の任務を負った牧人の階級があった[1.23， 

11. 26ff.].しかしながら，新石器文化とその鞘数たる農業の洗礼を受けた，よ

り後代の社会構造と同じだ，などと性急な判断を下すのは禁物である.

考古学的データから推察される社会構造がこのように複雑だとすれば，狩猟

と採集だけで支えられる経済はありえない.牧人が家畜の群を率いてステップ

中を歩き回っていたと考えられるのはこのためである.いずれかの時点で馬が

飼い慣らされ，これによって略奪活動が容易となった.馬が狭義の戦闘にも利
チャリオット

用されるようになるのは，二輪戦車が発明されて，安定した体勢で戦えるよう

になってからのことと考えられる.騎乗時にもこのような安定した戦いができ
あぷみ

るようになったのは，さらに時を経て鐙が装着されてからのことである.

4. 22 クルガンと同様の，殉死者を一緒に葬る墳墓は，ヨーロッパ各地に印欧

人の侵攻の跡を残している.これはボへミアや中部ドイツにも見られ，例えば

ウニェティツェ46のものは紀元前 1700年に遡ると推定される.この種の墳墓は

また，征服者たる印欧人がいずれかの移動の波で通過したと思われるコーカサ

ス(カフカス)北部やトランスコーカサス(ザカフカス)，アナトリアにも残る.

45 Skr. sati r貞淑な妻Jと呼ばれる習慣.1829年に英植民地政府によって禁止された.
岨プラハ北北西の村Unetice.一般にはむしろドイツ名 Aunieti包の名で知られる.
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このような埋葬法がいつまで続いたかを特定することは無理である.なぜな

ら，考古学関係の資料が手元にないのでその色々な段階を明示できないが，側

近の殉死は多くの時代を通じて続いたからである. トゥルネーにあるメログイ

ング朝時代のシノげリック I世の基にも側近が一緒に埋葬されている.古典時

代においても，剣闘士の戦いを見物する場面に限られてはいたが，人聞を犠牲

にすることはよく知られていた現代の戦争では大規模に殺裁が行われ，祖国

や民主主義やその他の抽象概念の名のもとに何百万という人聞が犠牲にされて

いることを思うと，こういった行いは永遠に繰り返されて行くものだと改めて

気付かされる.人の命が犠牲になっても，我々が憤りを感じるのは，もはやど

んな正当化もできないと感じるときだけなのである.

ドナウ平原人初

4.23 バルカン半島とドナウ川流域地帯の発掘調査が行われたのはかなり最近

のことであり，その結果，印欧人がどのようにしてユーラシアのステップから

南西方向へ拡大したのかがわかってきた.ヨーロッパの新石器文化の発祥地た

るこの地域の文化は早くも紀元前第七千年紀から発達をはじめたが，紀元前第

五千年紀以来，クルガンの遊牧民の侵攻にさらされることとなり，そのためエ

ーゲ海沿岸やクレタ島へと後退を余儀なくされ，紀元前第三千年紀の終わりに

至って，ついに印欧人たるアカイア人の圧力に屈することとなった.

とは言え，この文化は侵略者の中に根深く痕跡を残している.考古学が明ら

かにしたことに，この文化は征服者の推定される社会構造とは正反対であった.

ドナウの新石器文化は典型的な母権社会を持っていたらしい.そこでもっとも

崇められたのは豊韓を司る地母神であり，農業技術や消費物資の生産が武術の

実践よりも重んじられていたと考えられる.

最古層に属す集落には，外部からの侵略に対して防衛態勢を整えた形跡が見

られない.その後，好戦的な近隣族からの圧力が繰り返し感じられるようにな

るに至って，粗末な城壁が作られるようになったが，これも堅牢に武装した騎

馬軍団の攻撃の前にはまったく歯が立たなかった.

4.24 この文化の出現が上記のように非常に古い時代であったことを思えば，

47 ドナウ文化を担う仮想的民族名として用いられている.本章訳註44を参照.
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人類の発達史上に占めるこの文化の先進性には驚かざるを得ない.これまで長

い間信奉されてきた説に従えば，例えば文字の分野において今日の西洋文化へ

とつながる萌芽が紀元前第三千年紀に見られるのは，メソポタミアとナイル渓

谷だけとされていたところが実際には，文化的48起源のしるしに端を発する

文字の発達をドナウ平原人のもとに辿ることができ，そこから紀元前第四千年

紀に音節文字とおぼしき文字が生まれているのである49 後にクレタ島に生じ

ることになる文字50の起源はこの文字にあるのではないかとも疑い得る.

4.25 大まかに，百年単位ではなく千年単位で行われる概説では，ヨーロッパ

亜大陸の発達においてこのドナウ文化が果たした決定的な役割は重視されてい

ない.この文化は，その誕生から滅亡まで2000年以上の長きにわたって存続し，

またここから人類の進歩が得た恩恵の大部分はその後まで生き続けたはずであ

って，この事実は力説されて然るべきである.

「ギリシアの奇跡J(miracle grec)とし、う言い回しもよく用いられた.ギリシ

アではド、ナウ平原の豊鏡と遊牧民の攻撃性との融合から生まれた拡大のエネル

ギーと創造力とがみごとなアマルガムを形成している.これを単に「奇跡Jと

表現するのは少々幼稚であろう(辛諌なことばを使ってもいいのだが，研究の

進展にはつながらないだろうから，控えておく). 

このような融合性(我々はこれを古代ギリシアから受け継いでし、る)は，ギ

リシア固有の宗教の中に完壁な形で現れている.つまり，征服者たる印欧人の

男性的神々が，豊鏡や知の女神と同居しているのである.
も、かザち

一方には天と雷の神であるゼウスを長とする男性の神々と，彼らの伴侶た

る女神たち，つまりウェヌス【=アプロディーテー】やへーラーがいる.ウェ

ヌスは北欧で言えばフレイヤに当たり， r戦士のやすらぎ」とみなされる.へー

ラーはローマのユーノーに相当し，ゼウスの伴侶で勇者の擁護者である(へー

ラー【Gk.HeI"a)も勇者 [Gk.heI"os)も*herーとし、う語根を含んでいるが，これ

48初版のαcul佃.ell邸ではなく，第二版の伺ul制問lIe>>を採った.
49古ヨーロッパ文字とも呼ばれる.トランシルパニアのタルタリア，ブルガリアのグラデ
シュニツァ，セルピアのヴインチャ等で出土した粘土嵩反，小像等に刻まれ，紀元前第六
千年紀にまで朔る.Cf. Renfr官w(1979)， Gimbutas (1989)， Rudgley (1999)， etc. 
卸ミノア文字とも総病:される.そのうち線文字Bは1953年にギリシア語を記した音節文
字であることが明らかにされた(5.49)が，その他は恐らくギリシア人到来以前の言語を記
し，未解読である.古ヨーロッパ文字は特に線文字Aに似ているとされる.
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は偶然ではない胞4)• 

他方にはガイア，デーメーテール，ベルセポネー，アルテミス5l，アテーナ

ーとし、った，大地や豊能，あるいは発明を司る古代ギリシア独特の女神がいる.

4.26 本来，このような共生はエーゲ海世界の文化の担い手にのみ見られるこ

とであった.その他の印欧人も移動の途中でドナウ平原にしばらく居留したよ

うに思われるが，彼らはこのアマルガムにまったく関わりを持たなかった(恐

らくインド・イラン人のケース)か，後に借用によってこの共生を受け入れた

(ラテン人のケース). 

ステップ民族の襲来(第一波)

4.27 紀元前第五千年紀の終わり頃，ステップ民族がはじめてドナウ川流域地

帯に到達した.彼らの出身地はドン川とドニェプル川の下流地帯であったらし

い.これは侵略と言うよりも，一時的な侵入であって，騎馬軍団がこの地帯の

一部の地点を支配したのだった.この襲撃の跡が残されているのは， ドナウ川

河口地帯から今日のハンガリ一平原に当たる地域までのその流域と，南で、はマ

ケドニアまでである[図31.

現地の住民は時としてかなり手強い反撃を侵略者に加えたと考えられる.最

初に侵攻を受けた地域であるド、ニェストノレ}II流域，すなわち今日の西ウクライ

ナとモルド、ヴァはその一例らしい.この地域の住人はそれ以前にも東の隣族か

ら攻撃を受けたことがあるのかもしれない.ティサ川流域では，現地住民は隷

属せられ，彼らの文化は滅んでしまった.その他の地域の地元住民は侵略者と

妥協点(m叫ωvivendi)に達したらしく，南や西へと後退した.

この移動の後の上記地域における言語状況を確定するのは当然ながら不可能

である.推測できることは，この侵入によって新たな民族が大挙して殺到した

わけでもないという点と，占領者が優位になった地域においても古くからの住

民と混じり合うことが予想されるため，占領者の言語は淘汰された可能性が高

いという点だけである.つまり，その 5000年後にノルマンデ、ィーで起こったこ

臨 4 この語根はE.year， G. J:油r(本来は「新年J)のそれと同じらしい.冬が滅んだ後に新
しい年を復活させるのがheroである.この点にっし、てはHau的(l983a:17-41; 1983b: 1・28;
1985b: 1-51)を参照.[通例heroは*ser-< *s巴r-‘'topro蜘 t"から導かれる.11.39参照.) 
51 第二版で付け加えられた.
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とと同じである【2.9].

ステップ民族の襲来(第二波)

4.28 ステップ民族がまたやって来たのはそれから約1000年を経てからである.

その結果，印欧語を話す民族がヨーロッパの大部分を征服した I図4].第一波

の場合と同じく，今回も現地住民が一掃されることはなかったと考えられる.

大抵の場合にアマルガムが形成されたことは疑いなく，言語の面でも，すべて

の地域で印欧語が優勢になったとは言えない.この新たな波の出発点が，第一

波のそれよりもずっと東の，コーカサス北方であったのは確実であろう.今回

の侵攻は西と南西の方向ばかりでなく北西方向にも行われ，今日のウクライナ，

ポーランド， ドイツ(エルベ川まで)に当たる地域等が占領された.侵攻はま

たイタリア半島北部と中央部へも及んだ原註 5 他方，南に向かった波はマケド

ニアを越えることはなく，小アジアへと渡った.ここは後に様々な民族移動の

舞台となり，ついには完全に印欧語化されることになる.イタリア半島にラテ

ン語やイタリック諸語の祖先をもたらしたのがこの第二波で、あったとは言い切

れない.

ステップ民族の襲来(第三渡)

4.29 さらにその後，紀元前第三千年紀のはじめ， ド、ニェストル川からウラル

山脈に至る地帯を出たステップからの侵略者の第三波が到来し，再度ヨーロッ

パ中部が覆われた【図5].推測するに，最後の二波によってドナウ平原にもた

らされた印欧語が特にギリシア語とアーリア語の起源となり，他方いわゆる西

部印欧語であるイタリック語，ケルト語，ゲルマン語はヨーロッパ北部の侵略

者の言語に由来するのではないかと思う.

この北部地域には，この時期，球形アンフォラ(双耳査amphoreglobuI誼官)

と呼ばれる文化があったが，この文化はその後僅かに時を経て，縄文土器

(c釘加向uecordee)に取って代わられた.これは粘土に縄を押しつけて模様を

付けた土器のことであり，ルーマニアから北部平原を越えてオランダや北欧に

原註5カモニカ渓谷の岩盤彫刻にはこのときに作成されたものも含まれるらしい.Cf. Turc釦
(1983: 1・15).
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まで、広がっていたことが判明している.縄文土器文化では銅製の，あるいは金

属の道具をまねて磨製石器で作った戦闘用の斧が用いられた.

4.30縄文土器の西への伝播と時を同じくして，鐘形杯土器(ベル・ビーカー

gobel出 ωmpaniformes)の名で知られる別のタイプの土器も勢力を拡大してい

た.後者はヒスパニアに端を発するらしい.もちろん交易によって広まった可

能性もあろう.しかし，考古学者の見解では，巨石文化と並行して，それより

若干内陸部に広がった弓を持つ民族がこの土器を北東方向へもたらしたとみな

されることが多い.西の文化を持つ民族がこのような活動をしていたと考えれ

ば，北海沿岸とライン川よりも西の地域に印欧語が普及するのが遅れたことに

も合点が行く.後のガリアに当たる地域にケルト人が侵攻してくるのは，第二

波が生じてから2000年以上も艦晶してからのことである.

4.31 紀元前第三千年紀の終わり頃， [東西には】中部ドイツからウクライナに

かけて， [南北には]ノ〈ルト海からバルカン半島にかけての地帯に，印欧語の諸

変種がよく根付いていたと考えられよう.ここで印欧語は先住民の言語と競合

関係にあったことだろうが，住民の中でもっともカを持ち，もっとも活力に富

んでいたのは印欧語の話者であった.当然ながら，農業が未発達，あるいは遊

牧民的な方法で，すなわち定住せずに家庭菜園的なやり方で営まれている場合，

一般に人口密度が非常に低いことを忘れてはならない.したがって，ある地域

によそ者がやって来た場合で、も【先住民との】共存共栄は必ずしも不可能では

ない.カに劣る側が該当地域の中で痩せた，獲物の少ない場所で満足するなら

特にそうである.

アナトリア語を例外として，印欧諸語は上記の領域から広まった確率が高い.

恐らく最初にアーリア語が小アジアへと渡り，その後ギリシア語が南下した

ラテン語と，遅れてその他のイタリック語が北方からドナウ)11へ，次いでイタ

リア半島へと至った.続いて，ケルト人が西進し，ゲルマン人ははじめ北へ向

かったが，後にケノレト人を追って南下した.

れい

歴史の禦明期

4.32 紀元前第二千年紀から第一千年紀への変わり目に，死体を焼いて，その

灰を入れた容器を墓地に葬る儀式が現れた.このような墓地は火葬墓 (champs

d'umes) と呼ばれる.火葬墓は北部平原のラウジッツにも，北イタリアのエミ

51 



リア地方を中心とするヴィラノヴァ文化の地にも見られる.その西には数世紀

前にテラマーレ文化があり，北にはウェネト人の文化である，いわゆるエステ

(アテステー)文化があった.これらの文化は何れも印欧語を話す諸民族のも

のである.テラマーレの住人は最初に南下した人々であり，彼らがラテン人の

祖先と考えられよう.ヴ‘ィラノヴァ人はエトルリア人を避けてアベニン山脈沿

いを進み，その後ウンプリア人，サビニ人，オスク人，サムニウム人となる.

これらは何れも言語的にはっきりとした特徴のある一つのグループに属してい

る.ウェネト人は長期間にわたってイリュリア人に同化されたが，言語の面で

はラテン人とつながりがある [6.14ff.].文化的にはヴィラノヴ、ア人と後のトス

カーナ地方，つまり南にいたエトルリア人との差は少ないが，言語的には両者

はまったく異なっており，あらゆる根拠から見てエトルリア語は印欧語ではな

し¥

4.33 いわゆる「長剣族J(des longues epes i2が北方からヨーロッパを横切って

バルカン半島にまで、至ったのも，同様に紀元前第二千年紀の終わり頃とされて

いる.彼らはさらに地中海を越えてパレスチナに至り，ベリシテ(フィリステ

イア)人になったと想像される臨6

4.34 紀元前第一千年紀に入ると鉄器時代となる.しかし，鉄とともにかつて

の青銅もまだ用いられていた.この千年紀の前半に【鉄器時代の]第一期が画

されており，オーストリア中部にある地名に因んでハル、ンュタット期と呼ばれ

る言語的に言って，ここに登場するのはケルト人であり，ヴィラノヴァ人と

同様に彼らもはじめは火葬を行っていたのだが，結局土葬の習慣に戻ってしま

った.その後，鉄の精錬の必要性が高まり，紀元前500年を過ぎて彼らの中心

は西に移動することになる.これがラ・テーヌ文化と呼ばれているもので，こ

の命名はスイス高原のヌシャテル湖近郊にある地名に由来している【3.9].

アナトリア人

4.35 小アジアの印欧人はアナトリア人と呼ばれ，その中で特にヒッタイト人

匁いわゆる「海の民J(血eS回 Pω'ples)の別称と思われる..Cf. 5.26. 
原註6あるいはGωrgiev(1981: 10ηのように，この南下をずっと以前のこととみなし，彼ら
が非常に古い時代にギリシアを占領したベラスギ人であると考えるべきなのかもしれない.
ペラスギ人は古く侵攻した印欧人であるとする説もある.5.26・を参照.

52 



が有力である.コーカサスの北側にも南側にも民族移動の障害は皆無で，アナ

トリア人は恐らくここを経由して小アジアに至ったと思われる.模形文字が借

用されていることにも見られるように，彼らがここでメソポタミア文化と非常

に密な関係を樹立したことは確実である.インド・イラン人も，少なくともそ

の一部は小アジアに足跡を残しており，かなり遅れて，アナトリア人と同じル

ートを取ったようにも考えられるかもしれない.だが，言語学的に見てギリシ

ア人の祖先とインド・イラン人の祖先は長期間にわたって接触状態にあったと

考えられる.他方，歴史時代にイラン諸種族は黒海北方とアジアのさらに遠方

のステップ地帯に見られ，非常に古くは明らかにシベリアとの境界地帯でフイ

ン・ウゴ、ル人と接触していた.この点からすると，インド・イラン人は様々な

ノレート，つまり黒海の西側と東側，及びカスピ海の両岸を通って移動し，最終

的に主要な流れが合流してイランとインダス渓谷に達したと想像される.

~ 出立地

?2?04?oh 

図3 第一波のクルガン人到来(紀元前4200年)

図3-5はGirnbu国(1982:53・55)より転載.
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図4 第二波のクルガン人到来(紀元前3300年)

大西洋岸及び北海周辺への巨石文化の拡大と同時期

L二止」300Mトー地中海

国5 第三波のクルガン人到来(紀元前28∞年)

第二波と比べると甫への侵攻は少なく，他の方向への進出が目立つ.第三波は弓を持つ民
族によって鐘形杯二七緑地主ヒスパニアからボhミアまでの地域に広まったのと同時期である.
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(下線は印欧人関連)
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第V章

印欧諸語と語派

5. 1 これまで，あまり名の知られていない言語や民族についての言及は避け，

例は本書の読者の方々になじみのある，特に古典文化や西欧文化から引くよう

にしてきた.ギリシア人やローマ人のことは世界中でよく知られているし，ケ

ルト人や，ゲルマン人，スラブ人といったことばを耳にすれば，頭に浮かぶこ

ともあるだろう.

ただし，このような名称を持つ民族に対して民族主義的な偏見を持つ向きも

あるかもしれない.このような偏見を持つようになるのは大抵就学期である.

19世紀以来，学校教育における歴史では民族の統ーを強めることが特に主眼と

されており，この目的に添って，研究者の収集したデータの中から取捨選択が

なされている.このため，現実に対して一面的で不正確な見方が植え付けられ

てしまった.

例えばフランスでは「民族Jについての教育においてガリアとガリア人を賛

美する選択が行われた最初の民族的英雄はローマのカエサルと刃を交えたウ

ェルキンゲトリークス【3.11.4.121だとしたのである.もっとも，中等教育

(長い間これを受けられるのは基本的に「ブ、ルジョワ」だけであった)におい

ては，歴史的現実に対するより広い視野が維持されており，民族文化がラテン

的な起源を持つ点も，より自由に取り入れられていた

国名がゲ、ルマン人の一派であるフランク人に由来するにも関わらず，ゲルマ

ンの侵略者の果たした役割がある種のごまかしを受けてきた.これは否定しよ

うのない事実である.つまり， トルピアック(ツュルヒ。ッヒ)の戦し、Iでの敵

であるアラマン人(アラマンニー)も，フランク人も，同じくゲルマン人であ

るという事実を覆い隠そうとする操作が行われているのであって， rフランク人

1 496年，メロヴィング朝第三代クロヴィス(5.8)が西ゲルマン混成部族アラマン人を撃破
した戦い.Tolbiac (0. Zulpich)はボン西方約20km.
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の赤い血」を「ゲ、ルマン人の青い血」と敵対させることは，無意識にではあろ

うが，この思想操作に屈することである.

5.2 先を続ける前に，言語あるいは民族について言及する際の前提をここで明

確にしておくべきだろう.たとえ広い教養を身に付けた方々ではあっても，一

般の方々がこれらに関して誤った知識，あるいは微妙にずれた知識をお持ちの

場合もあるし，専門家以外にはその存在が知られていない言語や民族も含まれ

ているからである.

5.3 印欧諸語を紹介するには，どのような順序を用いるのが適当だろうか.

自立性を有するすべての言語をアルファベット順に列挙するというのも一つ

の方法だろうし，ラテン語とロマンス諸語の関係のように，閉じ古代語に由来

する諸言語，あるいは何らかの時点で厳密に近親的方言であったことが確実な

諸言語をーまとめにしてしまうという方法もある.伝統的に採られているのは

後者の方法であり，ここでもこれに従わない理由はなかろう.では，こうして

定めた諸々のグループをどのような順序で記すべきだろうか.地理的な区分に

重きを置いて，各々のグ、ループの住人を歴史にはじめて登場する地点に留めて

おき，東から西へ，あるいはその逆に並べるという方法もあれば，あるいは空

間よりも時間に，地理よりも歴史を重んじて配列するとしづ方法もある.後者

を選ぶにしても，研究史を重んじて，比較言語学にもっとも古くから利用され

てきた言語からはじめることもできるし，言語自体の歴史を重んじて，より古

し、時代に共通の幹から分かれ，より早期に自立性を獲得した言語からはじめる

こともできる.

これらの様々な配列の方針のうちどれを選んだらよいか，迷うのも当然であ

る.本書では結局のところ研究史を重んじた配列をすることにしたが，その理

由は単に，この配列にすれば，概してよく知られた言語からあまりよく知られ

ていない言語へとしづ順序で進むことになるし，後に発見されたり解読された

りした言語の位置づけや分類の基準となる諸特徴が前半部で出てくるようにな

るからである.

5.4 最初の課題は，以下で用いる諸グループの構成を知ることである.あらゆ

る研究者に受け入れられている比定や分類が存在する一方で，中には論争の対

象となっているものもある.

例えば，ゲルマン語という一つの独立したグ〉レープを設定することに関して
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は何の問題もない.このグ、ループ内で、北欧あるいはノルド下位グ、ループと， ド

イツ語，オランダ語，英語，フリジア語を含む，いわゆる西の下位グループと

が区別されることにも異論はない.後者の中ではテウトニアの言語たるドイツ

語とオランダ語が，英語及びフリジア語とさらに下位分類される.

だが，すでに消滅してしまった言語であるゴート語(文証多数)とブ、ルグン

ド語(文証少数)については，これらのために独立した東の[下位】グ、ループ

を設定すべきか，あるいは一部の音論的特徴を基に北欧下位グループに含めた

ものか，あるいはまた語葉の特徴を基に西の下位グループに入れたものか，判

断は難しし、2

「パノレト・スラブ語Jグループのケースにはゲ、ルマン語グループとは逆の意

味で問題がある.このグループのうちスラブ諸語は完全なまとまりを成すが，

これとし、わゆるノ〈ルト諸語との類似性が本質的に起源的同→主に起因するのh

あるいは比較的新しい接触に起因するのか，意見の一致を見ていなしJ

ケントゥムとサタム

5.5 様々な言語の共通点と相違点を明示しようとするならば，諸々のグ、ループ

や下位グ、ループを扱う必要上，印欧諸語をいわゆるケントゥム(cen仙m)語群と

サタム(satem)語群に分ける伝統的な二分割法からはじめるのが得策であろう.

前者のcen加mとはE悶 1trlOOjに当たるラテン語の形である.古典時代に

はフランス語風の [sEbmJ" (cf saint homme r聖人j)でも，【イタリア語風の】

[tSentum]でもなく，語頭は[k]と発音された.

後者の s蹴 mは厳密には satamであり，これは同じ語のイラン【のアヴェス

タ]語の形である.この語には鼻罰金のない母音が現れており，また初脚句と

考えられる語頭の[k]が歯擦音4に転じているのが見て取れる.

フランス語では[本来的に語頭が酔]である]∞ntと[Lat.sineに由来するた

めもともと語頭が [s]である】 sans"wi白out"を発音の上で区別しなし、から，こ

の現象はフランス人にとても理解しやすい.だが，ラテン語の民](綴りはc)が

;周知のように東ゲル7 ン語の下位グ〉レープを設定するのが一般的である (5.69)
s井上(1986:1-34)にこの問題の研究史が手際よくまとめられている.
4以下で文脈上適当と判断した場合にはsifl1anterスー音Jを「歯擦音Jと訳した
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硬口蓋化して，イタリア語で[岱.]，スペイン語で歯間音の酔1]，フランス語で[st

に転じるのは，口の中の前方(硬口劃で調音される母音iとeの前だけだ，

という点には注意が必要である.いわゆるサタム語群においては，後続母音の

如何に関わらず，原則的にすべての[k]が硬口蓋化を受けるのである.

ロマンス語の場合に見られるのとまったく閉じように，この硬口蓋化の結果

は言語によって異なる.ロシア語ではイラン語と同様にsだが，リトアニア語

では問であるし，サンスクリットでは硬口蓋の歯擦音，すなわち G.ichのch

に当たる音になる6

また， [k]だけではなく，調音点、の閉じ閉鎖音はすべて同様に硬口蓋化を受け

る.例えばLatgnふS品'，gnδu-ir知る」のgはR.zna-f r知る」のzに対応して

いる7 イタリア語でも同様の【無声音と有声音が世子的な発遣をする】現象が

観察され， cenωrl00Jに見られるように【無声の酔]は】[崎となり， gel眠「凍

らす」のように【[副は】対応の有声音である [df]となる.

フランス語とスペイン語では，このような無声音と有声音との並行した発達

は行われていない.F.畑ltのように無声【の[k]】はスー音の[s]となるのに，

gelぽ「凍らすjのように【有声の[副は】シュー音の悶となる.スペイン語で

はci印 tor100Jのように【困は]歯間音の聞となり， helar r凍らす」のよう

に【[g]は】 hすなわち【発音上】ゼロとなっている.

5.6 かつてゲ/レマン語グループの想定に際して何らかの劇台的・民族的まとま

りが存在したのではないかと考えられたことがあったが，恐らくこれは誤りで

ある.同様に，サタムの発遣を経験した諸言語が政治的・民族的にまとまって

いたと考える必要はないだろう.接触をすでに失った諸種族の聞でも，並行的

な発達が行なわれることがある.ただし，下記のようにサタム諸語は地理的に

ひとまとまりになっている【5.11ff.l.
5. 7 フランス語は印欧語の中でサタム語に属すわけではない.なぜなら，ケン

トゥムとサタムの対立は先史時代のプロセスによって生じたのであり，これと

S Lat c [k]はI，eの前で硬口蓋化し， F. [1包:]> [5]となる.この推移が終了した後に， aが後
続するc[k]が新たな硬口蓋化を生じてF.[切〉凹となり， chで記される.5.10参照.
6 やや簡略的な記述.地凶ofer(1978: 1のに従えば， Skr.号(=のの発音は[c]よりもむしろ
[ç;]である.また ç(=のも~[tI]も簡略的に凹と記される場合もある.
7IE申gna-に遡る(5.11).その他にも E.ωn，ken， G. kennen，陥Innen，F.∞，nnaitre， It∞m即応

等もこの語根を含むJ完了Latgnouiに加えられた・u('ゅについては9.58，10.120参照.
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ロマンス諸語が生まれたプロセスとは時間的・空間的にまったく別個のものだ

からである.サタム語が生じたプロセスはごく大ざっぱに言って紀元前第三千

年紀のことと考えられるし，ロマンス語が生じたプロセスは2世紀のことであ

る.

また， E. hundred r 100 Jに見られるように，古いkはゲルマン語の初期の文

献においてhで現れる [5.61]が，上と同じ論法によってゲ、ルマン語もケント

ウム翻草の一員に数えられる.F.∞>meとその対応語E.hom8も比較されたい.

ついでながら，このkがhとなる変化がはじまったのは紀元前6世紀以降のこ

とである.麻(Gk.kannabis， Lat caru曲 is)がヨーロッパに広まったのはこの時期

であって，ゲルマン語はかなり早期にこの語を借用し， E.hempや G.Hanf等の

現代の形態が示すようにkをhに転じている.

5.8 ゲルマン語におけるkからhへの変化はラテン語やロマンス語に見られる

園有名調の形態の中にも痕跡をとどめている.紀元前3世紀からその存在が知

られていたキンブリ一人のラテン名 Cimbnには語頭の[k]が保たれている9 時

代を下ると，ヘッセン人のラテン名 Chattiでは[k]の帯気音ト附】がchで表

記されている.さらに時代を下ってメロヴィング朝時代には，この音はすでに

[吋(cf.G. ach， Sp.jo包)と発音されていたはずだが， Clovis に見られるように，ロ

マンス語の話し手はこれをまだ[k]で写していたこの音【同】は 8世紀のド

イツ語テキスト以来hで記され，上記の人名はHluodowig(G. Lu小川g)となり，

これがラテン語化されてLudouicus さらにF.Louisに至る10 これに C-を加え

ればClo吋s(=Clouis)となる.今日で、もバスク語の Koldo(=Lo凶s)にはロマンス

語の古い形*Klodo・の語頭の[吋が保たれており，この言語では語頭の子音連続

が許されないためlがメタテーゼを受けている.

5.9 サタムの発達と密接な関係を有する現象があった.古い印欧語に想定され

る唇軟口蓋音の系列【の発達}である.これは唇を丸めて発音された[k]や[g]

8両者ともIE*ker-“hom"のゼロ階梯に接尾辞を付した*Iq--n-に由来する.事Iq--n-u-よりLat.

comuを経てR∞me，It∞mo等が， *Iq--n-o-よりGmc.*xumaーを経てE.hom， G. Hom等が
規則的に導かれる.またE.回 nut参照.
9 k>hの変化を受けた形態はデ、ンマークの地名 Himmerlandに現れる.2.14参照.
10 Ludovicus> Louisにdとcの脱落が見える.西ロマンス語は母音問等のp，b;t，d;c，gを有
声摩擦音[s;δ;y]に転じた(cf.緩音化5.84ff.).フランス語は[悶>[寸を保存するが，[d，y]を
失う:Lat. sapere， m坤，晶urus>Sp.， Por.姐 ber[s]，m岨 r[d]，se伊ro[y];F. sav叫 muer，蜘，出.
ただし:重音化等に4る例外も散見される.Cf. Posner (1982: 7Off.)，神山(1995:168f.)等.
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等の子音であり，その唇音的要素は閉鎖が開放された後にも聞こえる.ラテン

人がその無声音をquと二文字で記したのはこのためである.

5. 10 ラテン語をはじめとするケントゥム語においては，疑問詞午ris‘'what，who" 

の語頭に見られるように唇軟口蓋音が保たれる.他方， [k]を硬口蓋化する諸言

語【=サタム語Iにおいては， qup内が[k]に単純化した.これは対応語Skr.同s

“who， what， which"やR.k(to)“who"にも確認されることである.

これと同様の現象はロマンス語にも見られる.例えばLat.cii凶箇加nll r:都市J

のひは硬口蓋化によってIt.cittaの[iS]， Sp. ciudadの[t]， F. citeの[唱となり，

他方Lat.中包に由来する It.chi砕i]，Sp.中i(en)，F. q凶は，いずれも[kwi]では

なく酔i]と発音されるに至っている.後に，フランス語でaが[吋に近づき，そ

の前で[k]が硬口蓋化した(例えばLat.盛田l>ch釘 12r貴重なJ)が，それによ

ってquも上の場合と同様に[w]を失った.こうして例えばquandは仰]と発音

されるようになったが，他方It.quandoとSp.ω血 doは[w]を保存している.

ゲルマン語も古くは唇音の要素を保っていた.イギリス英語のwhich[川町に

は，古い[k1のうち，この唇音要素しか残っていない.他方，アメリカの発音

[hwiiS]には[k1の[k]に対応する[h]が保たれている13

5.11 現代世界におけるケントゥム語とサタム語の分布はかなり整然としてお

り，ケントゥム語は西に，サタム語は東に位置している.

r100Jを例に取ると，ケルト語では例えばIr.cet [k' e:d]・14やBr.kant，ゲル

マン語では語頭が[k]>hとなり hWld，・，ラテン語では倒蜘m[kenωm]であって，

これらの言語群は明らかに領域の西側に位置している.ギリシア語も[k]を保

つ((he陶伽)が，今日その周辺に位置するのはアルパニア語，セルピア語，マ

ケドニア語，ブルガリア語(後者三つはスラブ語)等，サタム語ばかりである.

11 civil偽の単数対格.ロマンス語は(俗)ラテン語の対格を一般格とする.F. ci低(>E. city) 
では母音聞のtが保たれるが， It. cittaと同様に重音化を受けた形に起因するらしい.
12 carwn はcarus(男性)の単数対格.フランス語ではaの前のcは硬口蓋化によって[切と
なり，後に現代語のような凹となった.本章訳註5参照.
13英音では[w]と無声の[M]概略的には[hw])とがほぼ合一し，一般に[w]が用いられる
に至った.IE権kW_を含むwhat，材1en，where， whetheζ材蛸1er等も同様に語頭で唇罰金を保つ.
ただしwhoとhowは円唇母音の前で唇剖金を失った.Cf.G.W町'，wie.9.53参照.
14新正書法でcead.IE*rp，句はゴイデル諸語で挿入母音eを，その他では原則としてaを
得る.アイルランド語では末尾のtが先行のn(< m)に有芦化(鼻音化あるいは副ipsis)さ
れ，その後nが脱落して先行するeが代償延長された.Lewiト恥伽宮町1(1937:5)等を参照.
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東側には極めて早期に同等の閉鎖音を硬口蓋化した言語トサタム語】がま

とまっている.つまりきi品回を持つリトアニア語【等のバルト語)，はoを持つ

ロシア語【等のスラブ語】， saねmを持つ[アヴェスタ語等の】イラン語， ca凶n

を持つサンスクリット【等のインド語】である.

上述の「知る」とし、う動調【5.5)を用いて有声音の場合を例示しておく.

Lat.伊o(sco)，Gk. (gi)gnd(sko)では[g]が保たれ，またゲ、ルマン語ではこれが規

則的に[k]となってE.knowの綴りにその痕跡が残るが，R zna(f)， Li血.zinol" (彼

は)知っているJ，Iran. [Av.) Zna(tar-) 1"精通者J，Skr.jn脳r_oIo(同)では様々に硬

口蓋化が生じている.

5. 12 20世紀のはじめ，中国領トルキスタンにおいてトカラ語15と呼ばれる言

語が発見され，その素性が確認されたことにより，上記のようなかなり整然と

した地理的分布は不完全であることが明らかとなった.遠く東に位置するにも

関わらず，これはケントゥム語であり， 1"100Jはkarr匂16，疑問調Lat.quisに当

たるのはkUsel7''who''である(上付きのuは[k]が唇軟口蓋音であることを示す"). 

わずかに遅れて 1917年にヒッタイト語が解読され，ケントワム語がもう一つ

小アジアにあったことがわかった【5.91ff.).Hi抗.kartiSl8 1"心明蔵)Jに現.nる

のはLat.cor [く*cordl.Gk. kardia， Ir. cridel9に見られ，またE.heartで規則的に

凹が対応する[k]であって， Lith. sirdis， R serdce， Arrn. sirtに見られるシュー

音やスー音ではない.ヒッタイト語は唇軟口蓋音を保存する:例)疑問調b拍

“who， what， which". 

5. 13 予想に反して領域の東側にもケントワム語があるわけだが，ヒッタイト

語等のアナトリア語は，硬口蓋化の傾向が広まる【=サタム語が生まれる】以

前に共通の幹から分離したと考えればよい. トカラ語の場合には，これと閉じ

ように古く分離したとみなす根拠は絶無であり，西から東へ移動したのではな

15 5.90参照.トカラ語とし、う名称はすでに定着しているものの恐らく適当ではない.この
点についてはKrause(1971: 5ff.)，風間 (1989:1294f.)等を参照されたい.
16 トカラ祖語形が記されている (cf.Toch.A陥nt，B kan缶;Adams 1999: 139).原著者はTωh.

aをaと転写する.音価についてはKra蹴&百lOmas(1960:均を参照.
17 トカラ語B方言の形.Cf. 1i∞h.A加s.

18あるいはkardis.-i・で拡大していないker/kardーも並存する.5.93に記されるようにヒ
ッタイト語ではその書記法の限界により，有声音と無声音とがうまく区別できない.
19母音聞でdが緩音化(5.84)し，摩擦音を経て無音化した.新正書法ではcroi1kri:I.かつ
てはcroidheと綴られdの緩音化が明示されたが，発音との隔たりがあった.
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いかと思われる.

興味深いことに，領域の両端，すなわち西のアイルランド語とブルトン語，

東のトカラ語のみに見出される印欧語の語がある.それは*kW!joと再建される

婦人を表す語で，接尾辞が加われば乙女の意となる:Ir. caile， cailin [ka'l'i:n'J'"(> E. 

colleen rアイルランド娘J).ブノレトン語では古い *kWl_が規則的に plーとなり，

これに別の接尾辞を加えて plac'h[[plax]] r乙女J20が作られる. トカラ語では

附yi21 r婦人j であって，これは一見似ても似つかないがIr.cai1eと正確に対応

する.

インド・イラン語派

5.14 最初にこの印欧語派を扱うことにする.インドの言語であるサンスクリ

ットが西洋人に発見されたことが発端となって比較言語学が誕生したからで、あ

る.過去にインド・イラン語を話していた民族，及び現在話している民族はし

ばしばアーリア人泣と呼ばれる.この呼び名を「印欧人」全体の意味で用いる

のは誤りである.この語は，民族社会主義者が 30年代から 40年代にかけて非

ユダヤ人をユダヤ人と敵対させるために用いたのであるから，なおのこと用い

るべきではない.また，ハンガリ一人と日本人はドイツ人と同盟関係にあった

ため「名誉アーリア人」と呼ばれた.

5. 15 この語派がその他すべての語派と異なるもっとも大きな特徴は，他の語

派では区別される二つの母音 (Gk.，Lat.， Celt. eと0，その他の言語ではeとa)

が長短に関わらずaに合ーしてしまうことである.ただし，インド人とイラン

人がかつて一つの社会を共有していたことを示す根拠は他にも数多くある.

しかし，ある事実によれば，彼らはかなり早期の段階でインドとイランの二

枝に分裂したらしい.つまり，紀元前第二千年紀に小アジアにあったミタンニ

却語源不詳のLat戸elex，Gk. 1ul以.aJcic，7rIl以llK内f妾jからの借用も疑われる (e.g. Buck 90). 
21 トカラ祖語形らしいが.Adams (1999: 224)によれば*問iyeσbch.A kuli， B k1iye).また，
M国lory&A必ms(1997: 648)は旬、HrHlen-(< *gWeneH2 = *gWena‘'wom釦つがn-n>トnの異
化を経たとみなす.
nインド・イラン人の古来の自称(cf.Skr.盈ya-，OPers. ariya-， Av. a均a-).恐らく E本ar-“お日t

句抽ぽに由来し. r同胞J を原義とする.年ふ~副主ム岨t:t::2アご~ム~・
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王国の王侯の名前がインド人特有のものと解釈されるのであるお.この点から

すれば，両者の分裂は早くも紀元前2000年頃から生じたとみなされ得る.一部

の研究者は，その分裂がさらに古いと考えている.インド人とし、う民族名は彼

らが到達した土地の名称に由来するが，ここに至る過程で彼らがイランを通過

したことは確実である.だが，イラン人は取り残される結果となっており，両

者が歩みを共にしていたとはやや考えにくい.

イラン人

5.16 

特た?だが，彼らが古く居住あるいは支配していたのは，西アジアの大部分で

あり，その領域は今日のシベリアに当たる地のすぐ近くにまで至っていた.こ

こで彼らは，別の語族に属すフィン・ウゴル人と接触し，後者はイラン語から

借用語を受け入れている.このあたりに行われたイラン語のうち隆盛を誇った

のはソグド語であった.だが，イラン語はこれに留まらない.古典著作にスキ

ュタイ人の名で出てくる民族もイラン人に数えられ，彼らの後に今日の南ロシ

アに当たる地に移住したサルマティア人(サルマタイ)も恐らく言語的にイラ

ン人と考えられる.スラブ人の祖先がイラン語から借用語を受け入れたのも，

明らかにこの地である.

5.17 もっとも古く文証されるイラン語は古代ベルシア語とアヴェスタの言語

である.

古代ベルシア語は紀元前7世紀から紀元前5世紀の聞にアッカド由来の文字.24

で刻まれた碑文に残る.これはイラン語の西の方言で、あって，本来ベルシアと

いうのはイランのベル、ンア湾岸地域のことである.これはギリシアに脅威を与

えた軍を擁する支配者の言語であった2s

nミタンニ国王T曲戒処S旧 rna，A崩御mヲSau滋atarはそれぞれSkr.tve切-ratha・「はげしく(進
む)戦車を持つJ~dus・rad仙島市朗EされにくいJ. SU"凶3sa-rよく(敵を)破るJ~ su-dharaoa-
fよく支えるJ.拘d陥ma(n)・「天則に住まうJ.釦-sth盃住Ir-rよき御者を持つJと比定され

る.Cf.風間(1993:168f.). 
加いわゆる襖形文字.紀元前第四千年紀にシュメールで誕生した象形表意文字が独自のデ
ザイン変容を経て，徐々 に表音文字化し，アッカド，アッシリア，ヒッタイト等の表記に
も用いられた.
おアケメネス朝ベルシア，特にダレイオス(ダリウス) 1世治世下(522-486BC)の領土拡
張時代が含意される.特にピーストゥーン(ピヒストゥーン，ベヒスタン)大碑文が有名.
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マズ‘ダザ6の聖典であるアヴェスタは様々な時代に書かれた宗教文書の集成

であり，その言語学的解釈は微妙である.その一部[=ガーサー】はインドの

最古のテキスト【=リグ・ヴェーダ】と同様に古風な言語で書かれている.こ

の言語は古代ベルシア語よりも東の方言である.

今日のイラン語には，イランの公用語であるベルシア語以外に，イラン，イ

ラク， トルコに行われるクルド語，アフガニスタンにおいてベルシア語と競合

関係にあり，パキスタンにも及ぶパシュト一語等がある.コーカサスに孤立し

てオセット語が行われるが，これは多分古代のスキュタイ人の言語の末商であ

る.

インド人

5.18 【アーリア人たる】本来の意味でのインド人は，その名を冠した半島内で

徐々に拡大したと考えられる.それに連れて非印欧語のドラヴィダ系の言語を

話す【先住の】諸民族は後退を余儀なくされた.タミル語を代表とするこれら

の言語が今日まで保存されているのはこの亜大陸の南東部であるが，これに加

えて北部に孤立した言語島が点在しており，それはイラン領にまで及ぶ.

5.19 インド曹の最古の形態は，バラモン教の聖典であるヴェーダの中でもも

っとも古風な部分であるリグ・ヴ、ェーダ、に残る.このテキストの言語はいわば

「雅言J(1' elaboree)を意味する「サンスクリットJの名で知られている.これ

はドラヴィダ語の地域を含めて，インド全体の文化語として確固たる地位を獲

得している.サンスクリットが書き記されるようになったのは後代のことだが，

口伝によって，紀元前1000年以前のものと見積もられる，より古い言語形態が

現在まで保存されている.この文語と並んでプラークリットと呼ばれるより改

新を経た日常語もかなり早期のうちから存在した.

5.20 今日ではベンガーリ一語，グジャラーティー語，パンジャーピ一語とい

った多くのインド藷が存在するが，インド国の公用語[の一つ】はヒンデ、ィ一

語であり，これと英語が併用される.ヒンディ一語はヒンドースターニ一語の

26一般的にはソ、ロアスター教(耕且zara加国>Gk.Zropo加τ附 >E.Zoroおもer).主神アフ
ラ・マズダーにちなんだ呼称が記されている.聖火を護持する儀礼より拝火教とも.かつ
てイランの国教で‘あったが.7世紀にシーア派イスラム教に取って代わられ，信徒はイン
ドに移住した.現在ではボンベイを中心にパールシー教の名で干制廃している.
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文語形態の一つで、あって27，サンスクリットと同くデーヴ、アナーガリーと呼ば

れる文字で記される.多くの語葉がサンスクリットからヒンディ一語に借用さ

れており，この事情はラテン語とギリシア語がヨーロッパ諸語に多くの語葉を

供給したのとやや似ている.デーヴ、アナーガリーは同じタイプの他の文字28と

併用された.これは本来的なアノレファベットというよりも音節文字で、あって，

その各々の文字は子音の後に[a]が続く音価を持っている. [子音に続く】母音

が長い[a]であるときや，他の母音であるときには，【鞠虫では子音+[a]を表す

文字の】後あるいは上に符号が加えられる29 文字の方向は西洋のアルファベ

ットと同じく左から右である.デーヴァナーガリ一文字は非常に特徴的な形を

している.一つの語を形成する文字全体の上にほぼ途切れのない水平の線が書

かれるのである.ヒンドースターニ一語のもう一つの文語形態にウルドゥ一語

がある.数多くのベルシア語からの借用語が特徴的であり，アラビア文字で書

かれるこの言語は，インドとパキスタンのイスラム鞘走に用いられている.

5.21 インド語の中で異彩を放つのはジプシー語であり，この言語の話し手は

少なく見積もっても 1500年前にインドを出たと考えられる30 しかし，インド

にも明らかなジプ、ンーが残っており，他の地域に居住する同族と同じく遊牧活

動を営んでいる.

5.22 サンスクリット及びある程度現代インド諸語を特徴付けているのはその

子音体系であり，これはイラン語の場合とは大きく異なる.その豊富さと均整

の取れた様は初期の比較言語学者に感銘を与え，結果的に彼らはこれを彼らの

再建の基礎に置いたのであった.これらの言語にはそり舌音31すなわち舌尖を

後ろにそり返して口蓋に密着させることによって調音される子音の系列が存在

し，これは早期の段階からインド語に特有の事象と解釈された.だが，例えば

唇音であればp，ph，b， bhのように，閉鎖音の四系列は長い間，また一連の研究渚

27幾分古い分類法であり，現在ではこのような説明は行われない.
28原著者によると，他のブラーフミ一系の文字を指すとのことである.
29ただしurl及びその長音は子音字の下に，短音のiは子音字の前に置かれる.
却一般的見解に従えば彼らがインドを発ったのは1∞0年あるいは 1100年前である.自称
はRomaあるいはRomanyであって，E.Gip思F.gi回等は彼らがエジプトに由来するとの，
F. bohemienはボヘミアに由来するとのそれぞれ誤解から生じた.F. tsigane， It. z崎町， G. 
Zigeuner， R. LlblraHe等はギリシア人による蔑称。t1G!ιτoiyyavoc< 'atoiyyavoc < Gk. 'Il併yyav，句、nωuch伺 ble")の借用語.

31伝統的にωぉbral，c鉱山由叫等とも呼ばれ，ローマ字転写の際には子音の下に点を打つ.
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には今日でも「母なる言語J(Iangue m佐官【=G. Muttぽsprache】)すなわち印欧

祖語からの正確な遺産であるとみなされている.サンスクリットを基にした完

全な表は下記のごとくである [9.8f.， 9. 83ff.]. 

p k' k kW 

ph r 0' ピ1 ピlW

b d g g gW 

bh dh [1" t ghw 

5.23 この表が示唆するのがどんな子音体系なのかは後 [9.3ff.】に述べる.イ

ラン語ではそり舌音が欠落しており，サンスクリットの四系列が二系列(p，t，...， b， 

d，...)に減っている.またイラン語ではサタムの発達によって閃から生じた[新

しい】 sと，ケントゥム語とサタム語に共通の[古い】 sとが混同されたが，イ

ンド語では両者の区別が保たれた

アルメニア語

5.24 小アジアとコーカサス山脈の接点であるアルメニアにおいて今日まで存

続しているアルメニア語は，その話者が迫害を受けたために，分散する憂き目

を見た32 今日，アルメニア人のコミュニティーは【旧】ソ連にも，フランス

にも，レバノンにも，合衆国その他にも，至るところにあると言っていい.

アルメニア人はその南東の隣人から多くの借用語を受け入れたために， しば

らくの間アルメニア語はイラン語の一種であると信じられていた33 【例えば】

アルメニア人の名に特徴的な-ianとし、う末尾部分は，実はイラン語起源である.

実のところ，この言語は非常に風変わりな印欧語であり，ゲルマン語の場合に

も似た子音推移を経ている.すなわち，まず無声音が帯気音となり (Gk.凶s6s

32オスマンが弱体化した 19世紀末からアルメニア独立の機運が高まったが，これをF血と
すべく様々 な抑圧古河子われた.1915年からの強制移住は特に悲惨で，犠牲者は一説に数十
万人に達する.難を逃れたアルメニア人はトルコ領脱出を余儀なくされた.
33アルメニア語をイラン語派に帰属させたのはLorenzDiefenbachらしい.その後 1870年
代のHeinrichHubschm飢 n以来，アルメニア語は印欧語の独立した語派とされている.
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「【チーズ用の】乾燥釜」に対してAnn.t'釘~r私は乾かすJ34) ，有声音が

無声音となりCLatdiesに対してAnn.ti~s r昼間J)，齢、「有声帯気音」が単

純な有声音となった (Gk.thuga働(也<*dh)に対するAnn.dowstr r娘36J).ただ

し，このようなアルメニア語とゲルマン語の並行関係は細部には見られず，両

者は特別に近い関係にあるわけではない.

規則的発達の結果，ア/レメニア語の形態は，同じ語族の他の言語の形態と大

きく異なる場合が多々あり，一見したところ比定するのが難しい.例えばAnn.

釘kowr2Jは初源的*dwδ(Latduo， Gk. duo)と正確に対応する.つまり句woの

-w・は_gW_を経て-g・となり，これが【上記の子音推移の結果】無声化して-k-と

なる.この場合のdはrに転じ，子音結合-rk・が発音困難のため添頭母音e-が

加えられたのである37

アルパニア語

5.25 この言語の言E録は16世紀以前にはほとんどない.この言語にはスラプ語

やら， トルコ語，ギリシア語，ロマンス諸方言からの借用語が膨大にあり，本

来の由緒正しい語実は何と全体の一割ほどしかない.アルパニア語は比較言語

学の諸問題を解決するのに役立つよりも，むしろ問題を生じる言語の一つであ

る.アルパニアの地甜句位置を根拠にして，この言語をイリュリア語と結び付

けようとする試みが数多く行われてきた.実際，ギリシア人は今日のアルパニ

アのあたりをイリュリアと呼んでいた.その後，ローマ人はもっと北の，今日

のクロアチアとスロベニアあたりをイリュリア【=イリュリクム】とした.残

念なことに，当時これらの様々な地域に行われていた言語について，あまり役

に立たない地名を除いてはほとんど何も知られていない rイリュリア語」とい

剖 <IE下旬s-''to dry" ; Cf. E仇 G.Durst， Lat蜘ド加吾川刷、，Gk.τ加「乾
かすJ，e釦.Ann.t'a由 mimには子音結合の簡略化と代償延長を経た正制樹弟の別形師'amim
も併存する.後者はGk.'ttpoo仰『乾く」と閉じ構成であり，対比には最適である.以下，
アルメニア語とは古典アルメニア語を指す.これは恐らく 407年， Ma町)OC'とも呼ばれた
聖M阻むpによって文字が考案されて以来，主として聖書翻訳に用いられた言語である.
諸 IE*deiw-‘加池田"のゼロ階梯句iu-より.Lat diesの長母音は難問で，様々 な説が出さ
れている:cf.e.g.Pa加er(1954:25Of.)， Szemerenyi (199<f: 141)・
話 Cf.ll.12.アルメニア語形を導くのは難問.Schr凶肱(1981:75)の誤案も説得力を欠く.
37詳細ιついてはMeillet(1977: 6Off.)を参照されたい.
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① レトロマン語
② フリウリ語

ゴシック体:印欧語

明朝体:非印欧語

0500  1000 krn 

図10 ヨーロッパにおける今日の印欧諸語
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うレッテルがあまっていたために，アドリア海周辺にあって，印欧語の他の語

派に帰属させられていなし、複数の言語に，このレッテルを貼る試みがなされた.

こうしてウェネティア(現ヴェネツィア)のウェネト語，アープリア(現プー

リア)とカラブリア(現カラーブリア)に碑文を残すメッサピア語に対してこ

の種の試みが行われたのである.だが，調査の結果，ウェネト語はイタリア半

島の他の言語，特にラテン語と近いことがわかった.メッサヒ。ア語にもアルパ

ニア語との近親関係に関する明白な証拠はなく，これに「イリュリア語」の洗

礼を与えても利点、があるとは思えない.

5.26 パレスチナのベリシテ(フィリスティア)人の言語をイリュリア語に関

係付けることもできるかもしれない.パレスチナはギリシア語でPalais血Eであ

り，これはエーベイロス(現イヒ。ロス)地方のパライステ-(palai婿 )38とし、ぅ

地名によく似ている.また， トラキア(現トラーキ)地方のストリュモン(現

ストルマ)川は古くはPalaistinosと呼ばれていた.4.33で触れた，いわゆる「長

剣族」は紀元前第二千年紀にヨーロッパの北方から襲来し，さらにその勢いに

乗って，陸路あるいは海路により今日のガザの地にまで到達したと考えられる.

ただし，ベリシテ人についてはその名前と，へブライの伝説が語るところしか

知られていない.この点には念を押しておきたい.

5.27 アルパニア語がサタム語であるのは間違いない.ただし 1100Jを表す語

は[Kent]らしく，硬口蓋化した[k]が生じているが，これはロマンス語からの借

用語と考えられよう39 この言語で *kは[s]あるいは [9]で現れる:例)Gk. 

(w)oikos‘「家J，Lat. uIc凶「地区」に対しvise凶「場所J; Gk.ko出「しらみの卵，

挨Jに対し 9rni4I.*gと*ghは[s]と[9]に対応する有声音，すなわち [z]と[d]と

なる:例)Lat. (liひginn120Jに対し・zet42; Gk. gomphos I釘」に対しおmp43I歯J

」国孟Z
38オトラント海峡にタぢ現在のパリャサPalぉe(アルバニア領).陸路で南下してきた海
の民(長剣族)はこの当たりを海路で出立したらしい.Cf. Ziegler & Sontheimer (1979: IV， 41η. 

39正しくはqind[cind] (e. g.吋邑qind“onehundr吋ウ.OrelによればLatcentumからの借用語.
相。明ik-y-a('侃 1).Gk.σ)oikoc， Lat vicus <句oik-o-とともに句'eik-“clan"に遡る.Cf. Skr. 
veca-r家の人，近所J，vic-r家J，OCSVLSb r村J，E. vicini思侃Cf.11.21. s 

41つまり雌ni[Oani].原著者はe[a]をEで転写する.IE出lid-“(e銘 01)a loule"に遡る.
42 *dekrp rlOJのゼロ階梯に接尾辞を加えた双数形*-dkrp-tI>九(d)gq百(?)等より導かれる
のだろうがk>gの有声化は難問.Szemerenyi (1990: 238)に記された案も説得力に欠ける.
43正しくはdhemb[damb]，あるし、はここで‘の転写法に従えばdemb.Gk.γ6問 oc，R. 3)'uの
みならずSkr.j加 bhas，Lith. za品同等とも同じく Eヤmbh-"too出，nail"のo階梯*gombh-o-
に遡る.事gombh-y-o-m> Gmc. *kantbjanに由来する E.∞mb，G.Kammを参照.
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(cf. R 剖 lb); Gk. ei油 omair私は来る」に対しぼda44r私は来たJ. これらの音と

初源的、の結果とは合一しなかった.*sは硬口蓋音に隣接すると問に (*suei

に遡る Gk.huei r雨が降るJに対して sir雨J45)なり，それ以外の場合には h
うね

になったり (Lat叫 cusr畝Jに対しhel1(46r彼は引く J)，特別な環境で生じた

と思われるそのかつての有声の対応音Yになったりする (Latserpδ 「遣う」に

対し'YIUJlEr47 r蛇J).この点からすると，アルパニア語はむしろマケドニア諾48や

特にトラキア語のようなもっと東の言語と比定されるべきなのかもしれない.

これらの言語については，後者がサタム語であること以外，ほとんど何もわか

っていない.

バルト・スラフ語派

5.28 これはサタム語で、あって，特徴的なのは，サンスクリットを基にして設

定される閉鎖音の四系列が二系列だけ，すなわち/p/の系列と沿/の系列のみで

現れることである.これはイラン語と共通した特徴であるが，【パ/レト・スラブ

語はイラン語のように】母音の[e]と[a]，及び古い時代には恐らく[吋と [a]を

も混同していない点が大きく異なる.

バルト語

5.29 バルト語とスラブ語は分けて扱うべきであろう.前者が文証されるのは

非常に遅く，アルパニア語と閉じく 16世紀のことである.しかし，アルパニア
，、

制正書法に従えばerdha，l'(vi(n}j“∞me"の直説法アオリスト).Gk.を附凹1と同じく a*eqf・

''tomount''に，さらに同*er-市 move，set in motion"に遡ると考えられる.Gk.もW百仰「動か
すJ， Lat. orior f持ち上府るJ，現在分調orient-(>e・g.F. orient)等を併せて参照のこと.
45正書法に従えばshi(<ホs吋-0-).単音節語で出通常母音が延長される.01ιust(<ホs吋唱t-)

と同じく語根a*seuミト“め凶(eliquid"に遡る.同じ語根から Skr.su・f(ジュースを)搾るJ，
OHGsou fジュースJ，R.Cblpo誼「湿ったJやE.sip，鉛up，suck，ωak等が形成されている.
岨正書法に従えばhelq[hEAC].方言に保存される古形で，現在の標準ではheq[hEC]あるい
はhek[hEk]. Gk. EAKω 「引くJとともにa*selk・‘10pull"に遡る.Lat. sulc凶はo階梯(.:
閉音節のo> u; cf. Gk. bAxoc). 
47正書法に従えばE抑per[Ja中ar]あるいは回&がn[Jarpan]. Lat. serpδ，Gk.を伊ω，Skr.鈎pati

「遣う」と同じく a*serp-‘'tocrawl"に起因する. f虫色Jの語義は同語源、のLat.seポns，Skr. 
録中，asとも共通する.
48アレクサンドロス大王のマケドニアの言語を指し，旧ユーゴスラビアの構成部分たる現
在のマケドニア共和国に行われるスラプ、語のーっとしてのマケドニア語とは異なる.
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語のように[諸民族が行き交う】通過場所に位置したわけではなかったため，

バルト語はより保守的で，その印欧語的な性格は遥かに顕著である.

古プロシア語

5.30 [パノレト語の中で1年代的に言ってもっとも古いのが，今日では消滅して

しまった古プロシア語である. ドイツ語を話す福音偏重者によって作成された

教現綱要49によって知られ，その文字はドイツ語の場合のように読まれる.例

えば「舌，言語」としづ意味のinsuwisは[inzuvis]と， r魚」とし、う意味のsuckans

(複数対格)は[zukans]と読まれる.

リトアニア語

5.31 今日まで絶えることなく話し続けられてきたリトアニア語は非常に古風

な特徴を持っている.古プロシア語と同じく，この言語にはLat-ωやGk.・os

に対応する語尾[・asくIE*・Eトs】がそのまま保存されているのである.また，ア

クセントのある長母音あるいは二重母音50には二種類の音調が区別される.こ

れらの音調は各々異なる時代に行われた延長に対応している.鋭アクセント [E.

acute(汁で記される音調は，高い音からはじま【り，その後下降す】るものあ

る:例)泊lOtiS1r知るJ.ギリシア語に用いられるような曲アクセント[E.circumflex 

(jlはその母音の終わりに向けて上昇する音調を示す:例)eiti52 r行く J.

si尚凶 rlOOJの形態を用いれば，この言語の多くの特徴が説明できる.まず，

語頭の *kがサタムの扱いを受けていることがわかる.次に，二重母音扱いの音

連続開i品.の上にのせられた曲アクセントによって音調の存在が記されている.

さらに，主格の語尾-sが保たれているのが見える.ただし，この場合の・asは

49グダニスク湾周辺は 13世拠メ来漸次ドイツ化され，現地の古プロシア語は 17断諒に
消滅した.その最重要資料がドイツ人牧師AbelWiIlと通訳Pal叫Megottによるb回 hism瓜
特にその第三部(Enchiridion，1561)である.他にもDぉ Elbingerdeutsch-pre幽 ischeぬ均bul釘
(c.14∞)及びD鎚 P児凶ischeVokab叫ardesSimonGrunau(c.1517-2のの二つの語葉集がある.
却一般の二重母音ではなく，比較文法で言う diphthongoid(二重母音的結合，疑似二重母音)，
すなわち母音とソナント (iurl mn)の結合を指す.
51 <芭事gno・.5.11参照.

52 (*ei"総i>) OCS iti (R・間取)と同じく IE*ei-‘加が'に接辞・ti(< *却i)治宝加えられている.
同じく正常階梯よりLateo (< *ei.る)“Igo"，Gk.佐川Skr.eti (<匂i-ti)“小e)gωぜ'等が，ゼロ階
梯よりLat.i・飽rr旅J， (*i-dh -> Slav. *ido + m >与凶Q>) OCS idQ (R H.llY)“1 go" 等方~生する.
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本来的な語尾*-om の置き換えである.この言語は一般的にとても古風なのだ

が，ロマンス語と同じように中性と男性とを合一させるという改新を経験し，

そのため中性の語尾・omの代わりに【男性の1-os (>・叫が用いられるようにな

ったのである.

5.32 印欧祖語の音調の特徴を見極めようと，リトアニア語とギリシア語にあ

る二つの音調の検討が長い間行われてきた.かなり公算の高いことに，後のバ

ルト・スラブ語，ギリシア語，ゲルマン語へとつながる複数の語派が出子的な

発達を行い，その過程で特定の条件下で新たな長母音が生じ，その結果として

二つの音調が区別されるようになったと考えられる.隣接し，その2番目にア

クセントがある二つの短母音の縮約によって，ある長母音が生じる場合を考え

てみよう.例えば・oeトが+になったとする.予想されるように，音程がどこ

かで上がるとしたら，楽譜の上ではその+のはじめの部分よりも最後の部分

が高い音になるはずである.この場合にギリシア語でもリトアニア語でも曲ア

クセントが記されるのである.他方，母音の後に子音が続いて，その子音が時

を経る聞に母音を伸ばしてそれ自身は無音となってしまうような場合もあるS3

ちょうどこれはOFp:箇飽(これを借用したE.伊批に残る)のsはその前の母音

を延長させて脱落し，その結果p勧となったことにも見られる54 このような

場合にメロディーの頂点となるのは，当然ながらその長母音のはじめの部分，

すなわち以前から母音であった部分であろう.したがって，前の【曲アクセン

トの】場合に音程が上昇したように，この【鋭アクセントの】場合には音程は

下降することになる.このような発達がバルト・スラブ語のみならずギリシア

語やゲルマン語にも想定されると考えられる.また，以下の点に注意されたい.

フランス語の例えば同総に用いられるいわゆるアクサン・シルコンフレックス

["]は，その形も意味あいもリトアニア語やギリシア語の曲アクセント口

とは異なる.本書ではギリシア語を転写するときにフランス語風のシルコンフ

レックスを用いることがあるが，これはあくまでも便宜の上のことである.

53いわゆる代償延長.ここではいわゆる喉音(ラリンガル)H，すなわちSa崎町の言う
聞 配ien包釦nantiquωが含意されている(cf.5.9乙9.初住).Hの脱落によってその先行母音
は長母音となりバルト・スラブ語でac峨音調を獲得する.
封今のフランス語に長短の区別はなく， aが[a]と，かつての長音aが[0]と発音されるこ
とにこの現象の痕跡が残る.開Sのように綴りでは保討もても，実際は[唱が脱落し，結果
的にaがaのように刷と発音される場合もある.今では[a]-[o]の差異は失われつつある.
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ラトピア語と音調の先取り同化55

5.33 リトアニア語と比べると，ラトビア語は一般にバルト語のさらに発達を

経た段階を示す.ラトピア語では音調がリトアニア語の場合の逆になっている

ように見える.つまり，リトアニア語で音程の頂点が母音の終わりにある場合

に，ラトピア語ではそれが母音のはじめにある，あるいはその逆なのである.

これには始終驚かされる.一見したところ，このような入れ代わりがどうして

起こるのか，見当がつかないからである.実際にはこの事情はかなり単純であ

る.メロディーの頂点が語や形態の識別に参与する場合，この頂点を目立たそ

うとすれば，その前後の音程が下げられることを考えてみればよい.話者が次

に行われる調音を先取り(叩.ticiper)することは，それがたとえ音の高さであっ

てもめずらしいことではない.問題の二つの音調について，このようなメロデ、

ィーの先取りが少しずつ行われたと仮定してみよう.まず泊lOtiのような「下

降J(頭高hauta l' initiale)の音調がeitiのような「上昇J(頭低basa l'initiale)の音

調と対立する体系から出発する.以下に記す図は前者の音調(泊剖タイプ)の

発達を記したもので，曲線の実線部分が母音に一致し，知覚される部分に相当

する.第一の時点はlと記した曲線に相当する.第二の時点で、は，注lotiの問題

の母音のはじめが曲線の頂点で、はなくなり，その後に来る低音部へと続く下降

部に一致することになる.これは図の曲線2に示されている.もう一方の音調

(eItiのタイプ)については，問題の母音のはじめが曲線の最低部でなくなり，

上昇部と一致することになる.この第二の時点、で，注lOtiの「下降J調はeitiの

「上昇」調と対立することになる.第三の時点では，治lotiの母音のはじめが曲

線の低音部と一致してしまう.この状態が図の曲線3に示されている.他方eiti

が持つもう一方の音調では，母音のはじめが曲線の頂点と一致してしまう.こ

うして第一の時点と同じく， ['上昇J調と「下降」調との対立が再度生じること

となるが，かつて頂点をはじめに持っていた語は頂点を終わりに持つようにな

り，終わりに持っていた語ははじめに持つようになる.

5.34 言語の発達を引き起こしたり，その速度を早めたりするのは，一般的に

言って，異なる言語を話す諸民族聞の接触である.そのため，バルト語が古風

な性質を保っていることからして，この言語を話す民族は変動が少なく，その

55 <畑氏i戸tiOID).より一般的な用語で言えば逆行同化(踊imilationregressive)の一種である.
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先取りの方向

移り変わる時点

母音の持続

園11 下降調から上昇調への発達

居住地は，民族移動の大きな流れの通過点ではなかったと推論できる.したが

って，バルト人の古くからの定住地が，かつて森林に覆われていて，牧畜民が

遊牧生活を営むには不向きな地域，すなわち南東方向にはプリピャチ川上流の

湿地帯と北西方向にはバルト海に挟まれた地域であり，ここが彼らの今日の居

住地と一致していることにも納得が行くことであろう.

スラフ語

5.35 スラプ語は今日では数多くの言語を擁し，かなり広い領域を占めている

が，これが印欧語のー形態から派生したのは比較的最近のことであって，後者

は紀元直後の剛4昨今日のウクライナに当たる地域の北西部で話されていたと

考えられる.つまり，その地域は推定されるバルト人居住地にかなり近いが，

ここは遊牧民との接触がより行なわれやすい場所であった.例えば rl∞Jを表

す語のような一連の借用語56から，スラプ人がイラン人，その中でも恐らくス

キュタイ人と接触していたことが窺える.上【5.16)で述べたように，スキュ

56 IE *Iaptom r 1∞Jより市N旬(*suN吋>OCS*s駒(句坊が期待されるが，文証形はαコS
錨旬， RCTOである.そのため借用が疑われ，原著者はこの説を採る.ただし，借用説に反
対の立場を取る研究者も多々 いる.例えば原著者の師MeiIlet(1934:63)を参照されたい.
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タイ人は紀元前数世紀に黒海北部に定住していたのである.しかし，紀元後の

初期の数世紀にスラブ人が文化的衝撃を受け，拡大のきっかけを得た最大の要

因は，北欧から到来し，ヴィスワ川下流から南東方向に拡大したゲルマン人，

すなわちゴート人との接触であったと思われる.R刷 ebrパンjやgor<叫 -grad

「町」はそれぞれGo血.hlaifs [.，' ai [eJ) (E. 1oaf'こ当たる)と g訂dsr家，囲ま

れた居住地J(E. yard)の借用語とも考えられる57 さらに，ロシア語の副調 η

が接頭辞として用いられるとき，そのアクセントの性質は非常に特殊であり，

これが形も意味もよく似たGo血.白(E.out)から影響を受けたのではなし、かとも

考え得る58 この[ゴート人との】接触によって技術が大きく進歩し，恐らく

このために人口爆発が生じたらしく，その後スラブ人が拡大した原因はここに

あると考えなければならない.アジアから到来したフン族の圧力を受けて，ゴ

ート人はイタリア，ガリア南部，ヒスパニアへと移動する.その少し後，やは

りアジアから到来したアヴアール人が侵攻する過程で，スラブ人も西，及び南

へと移動したらしい.恐らく武力ではなく繁殖力の点で最終的に優位を占める

に至ったスラブ人はバルカン半島に広がり，ビュザンテイオンと衝突すること

になる.彼らはまたドナウ川流域を通って西へと向かい，チロルに到達し，今

日のドイツの大部分に入植した.エルベ川を越えて，ハノーファーの緯度あた

りには 17世紀までスラブ人の小部族ポラブ、人が残っていた.この部族名には

pcト r""沿し、」と・1ab-rエルベJIIJが含まれており，後要素はLat.Albisからス

ラブ語で流音の先取りが行われて*Labisを経て得られる形であり， Cz.Labeに

当たる.

5.36 このスラブ人の圧力に歯止めをかけ，スラブ人の占拠する地域のゲルマ

ン化を開始するきっかけを作ったのはフランク王国である.その後四加gnach 

Ostenと呼ばれることになるこの東への圧力は，第二次世界大戦の聞に最高潮

となり，一時はスターリングラード手前にまで唄l遣することになる.9世紀の

終わり頃，西シベリアからやってきたハンガリ一人がドナウ平原に腰を落ちつ

幻 OCSchlebb， R. XJle6等は明らかにゲノレマン語からの借用語である.R. ropo且等(<事go品)
には印肘E語起源と見る説とゲルマン割昔用説の二説がある.第E章訳註5を参照.
58例えば接頭辞R.Bblーは完了体を構成するとき常にアクセントを持つ.この事情は他の接
頭辞と比べて特殊である.長短の区別された時代に借用されたとすれば，開音節化によっ
て末尾の子音が脱落して*蹴〉句，語頭で添加音vを得て*w，長短の対立を失って*vyが
予想され，借用の想定に無理はない.
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ける.彼らはここでドイツ人と衝突することになる. ドイツ人がウィーンまで

東に歩を進め，古代のオストマルク，後のオーストリア(G.Osterreich)を形成し

ていたのである.後にロマンス語を話す羊飼いがカルパティア山脈を下ってモ

ルド、ヴァとワラキアに住み着いた.これによって，南スラブ人(西から東にス

ロベニア人，クロアチア人，セルピア人，マケドニア人，さらに東に古代モエ

シアのスラブ化したブルガリア人)，と東スラブ人(ロシア人，ウクライナ人)， 

及び西スラブ人(ポーランド人，ソルプ人，チェコ人，スロパキア人)という

ように，スラブ世界は完全に分断されてしまった.

5.37 9世紀になって，テッサロニーキ(サロニカ)出身のキュリロス(キリ

ール)とその兄メトディオス(メトディー)がスラブ人にキリスト教を布教す

る任務を帯びた.彼らは聖書翻訳のためにはじめグラゴール文字と呼ばれる小

文字を作り，次いでギリシア文字の大文字に手を加えてもう一つの文字を作っ

た59 このいわゆるキリール文字は最終的にマケドニア人，セルピア人，ブル

ガリア人，及び東スラブ人に用いられるようになる.そこで用いられた言語は

古代スラブ語(vie山 -slave)60と呼ばれ，スラブ語を話す様々の民族に使われ得た.

彼らのことばにはまだ差異が少なかったのである.領域の西側の部分，すなわ

ちポーランドからクロアチアまでの部分は西側lからキリスト教を受け入れたた

め，ラテン文字を用いるようになった.

5.38 バルト語と比べた場合のスラブ語の特徴の一つに少し遅れてフランス

語にも生じた次のような現象がある.つまり音節の中で母音に続く要素をすべ

て，段階的に脱落させたのである.F. fait [[fe]】“fact"のような語を用いれば，

この過程をうまく例示することができる.このスペリングは，/fI， /a/， /iI， /tIとい

う四つの音素を持ち， /a/を音節核とする，かつて行われた発音を写している.

12世紀と 15世紀の聞に/a/の発音に影響を与えて/νが消え去った./tIも消えた

が，次の語が母音ではじまる場合はその限りでなく，そのためにこの末尾子音

が後代に復活する余地が残った.現に<<C'estun fai1:>>“百世sis a fact"のぬitは[fet]

オ
59 現在の定説に従えばキュリロスとメトディ~スが作ったのはいわゆるグラゴール文字で
あり，キリール文字は彼らの亡き後に弟子が恐らくブルガリアの地において作成したもの
らしい.前者はギリシア文字のミヌスクラ体に，後者は同じくウンキアリス(アンシャル)
体を基礎にしている.

曲 G.Altkirchenslavisch r古代教会スラブ‘語J(cf.E. Old Church Slav(on)ic)も同じ言語を指す.
Leskienの用いたA1tbulgarischr古代ブルガリア語Jは現今ではまれである.
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と発音されることがある61

5.39 9世紀よりも以前にスラブ語はこれと同じような過程を経た.つまり，

末尾子音の脱落，二重母音の単母音化， [音節末の】 nや mの脱落と先行母音

の鼻母音化(*pontis["道J>寧PQtI....> R puf)，【音節末の1・al-/-ar-の-la-/-m-・への，

あるいは-ala-/-ara-(ロシア語[等の東スラブ語】の場合)への変換がそれぞれ

生じ，これによって音節が母音に終わるようになった.エルベ川を表すAlbis

がCz.Lめeとなることについては上【5.35)にも触れた.古いGo血.*gar，ぬsは

*gr叫首や*garadiiの形を取り， OCS grョd首，旧書記法でのR gorod泊となる(ど

ちらも["[城壁に固まれた】町」の意).スラブ語では音節の末尾の部分を脱落

させるという過程がさらに進み，母音の調音的性質の一部が先行子音に先取り

され，長母音が短縮化されるに至った.腕のような音節では[叫が「湿音化」

(mouiller)62し，ほぼ[lri]のような発音となった.biiでは[u]の唇の丸めが先行

子音に及び， [bjとなって，母音自身は円唇性を失った後舌母音となった.こ

の母音はロシア語のローマ字転写で、はyと記される.

5.40 母音の後の要素を脱落させる過程が終了すると，もっとも頻繁に用いら

れる母音の発音がまびかれやすくなる.これによって瑚草が妨げられることは

ない.子音に続くべき母音が聞こえない場合，聞き手は子音の後のこの母音を

無意識のうちに補って聞くからである.フランス語ではfait【喝ct'γ‘d田 s"，“done"

(男d性形)】が[fe]に，白ite【“done"(女性形)】が[かω]になった時点で，後者

の末尾の[斗は省略され得た.faiteを[fet]と発音しでも， faitとの区別はきちん

と保たれたし，また今日でもパリの住人の多くは危iteのEを発音しているつも

りになっている.こうして「無音のeJが生じたのである.

5.41 スラブ語にはいわば「無音のeJが二つある.これらはイェルGers)と呼

ばれ，その一方[1:.)は短いiを，もう一方[1.)は短いuを表した.これらは

両者ともその後消滅してしまったが，前者はその先行子音を「湿音化」した.

後者は先行子音に[叶の響きを付け加える.これはE.ba:甘leにおける「油性のJ

(gras)63 1の場合等に明瞭に聞き取れる要素である.フランス語では過度の子音

連続を避けるためにある種の「無音の eJ が発音され，例えば br~bis["雌羊」ある

61また類例として帽nfait>>‘in fact'もしばしば[雄t]と発音される.
臼副次調音としての硬口蓋化の別称スラブ語学では一般に「軟化Jと略称される
63軟口蓋化あるいは唇軟口蓋化のフランス的別称.
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いはj~med~m佃de'町私は自問するjの下線部は[吋と発音されるカ，65，これと閉

じようにスラブ語でも発音しやすくなるようなイェルは残った.このような場

合，ロシア語ではもともとのIはeで，もともとの邑はoで現れる.例えば，

古い句位争“「お父ちゃんJはロシア語で[afets]，正書法に従えば o協となる67

また，OCS kri1vi (cf. Lat. cruor68)に当たるロシア語の形はkrov'i血Jである.だが，

母音の質は次の子音の音色に影響を受けることもあった.鷲を意味する語を例

に取ってみよう.出発点の形としては切由69が想定され得る.母音の音色は先

行子音に移り，その母音自体は中間的音色となって最大限に弱化する.その結

果は*ruIal"aである.ここから末尾の母音が脱落してキar'al"となる.その前の母

音 [a】は続く子音の音色に影響を受け， eではなく oで現れることになり，こ

うしてar'ol"，正書法に従えばorelが得られる.これと似たような現象は英語に

も見られ，例えば silkとし、う語は， 1が[吋の響きを持っているため [suk]のよ

うに聞こえることもある.rnilkに当たる語は古英語でrnioluc70と記されること

もあったが，0とuは1の響きを示すためだ、けのもので、あった.

その他のサタム諸語

5.42 トラキア語やフリギア語といったバルカンや小アジアの一連の言語につ

いては，ギリシア語によるその名称と固有名詞を除いて，ほとんど何も知られ

ていない.印欧語の再建を行う際にこれらの言語を資料として用いるのは困難

である.今日のルーマニアに当たる地においてかつて話されていたダキア人や

ゲタ人の言語についても同じことが言える.

副読者の便のため正書法に従って記し，無音でなし、eには下線を付した.
日一般にはGrammontによる「三子音の法則」が知られる.さもなければ三つ以上の子音
が連続してしまうような場合にeが同と発音され，それ以外の場合には無音となる.
“スラプ語に柏町・の反映はない*姻(Cトは幼児語*a伽(Watkins)，*ato-(pokomy)に起因
する.風間 (1984)参照.
67 *iに続く・kがc[包]となる現象はBaudouinde co町tenayによってはじめて指摘され，し
ばしば第三硬口蓋化と呼ばれる.その出現条件の特定は困難を極める.Cf. e. g. Lunt (1981). 
曲 a*kreu;:ト「生肉」が再建される.Cf. Gk.印加cr肉J，Skr. kravis r生肉J，E. raw， G. roh， etc. 
回 a*or-“l創geb凶"(Wa創出)あるし、は句r-，*or-σ'okomy)が再建される.様々 な接尾辞が
加わって， Gk. '61'¥何(<*or-n抽-)は烏一般を， 00由.ara， E. eme， G. Aar， Li血.ere1is等はOCS
OI'b1'bと同じく「鷲」を表す.
70古英語形は通常milc，m∞l(o)c.
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ギリシア語

5.43 言い伝えによれば，ギリシアは北から相次ぐ波となって到来した民族に

よって占領されたとされる.アカイア人が紀元前2000年頃到来し，その約800

年後にドーリア人が出現したことについては上【3.13]で1触れた.この言語に

はゲルマン語やアルメニア語に想定されるのと同じタイプの子音推移が行われ

た痕跡が見られるが，この痕跡を残したのはそれ以前の波で到来した印欧人征

服者だとする説がある.例えばKo血血osfコリントJの末尾部分には，本来的

な無帯気音を持つ一般的な-nt，かではなく，帯気音を持つ・nthcトが現れており，

この現象の原因がこのような子音推移に求められ得るのである.

5.44 ギリシア語はhekaton71 flQOJのkや(gi)gnoskδ 「私は知るJ[5. 5ff.lが

示すようにケントゥム語である. *kw のタイプの古い唇軟口蓋音は，ケントゥ

ム語において普通そうであるように，かつて保たれていた.hekatonという形態

には，ギリシア語とインド・イラン語が近い関係にあることを示す特徴が現れ

ている.古い成節の鼻音が alこ変化している点である.この fl00Jを表す語は

本来的に flOJを表す語から接尾辞・tかを加えることによって派生したもので、

ある flOJを表す語は*d巴切と再建される.したがってflQOJははじめ*dekrpめm

であり，無アクセント母音が脱落して*耐ptom，さらに*krptomとなったη-

mというのは成節(音節を成す)の[叫のことで， d'胡己s∞queme disent..・「ー

が私に言うには」を早口で言ったときの発音[dapres同ld包.f3に聞かれるものに近

い.その他の言語では鼻音が保たれ，その前に母音が挿入される.Lat.∞nωm 

ではeが， Br.kantではaが， Goth.hundではuが， 11田:h.kanteではa74が，Li白.

5油国ではiがそれぞれ加えられている75 最後のリトアニア語の形態では本来

71初頭のhe-の部分はつまびらかでない.一説に*hem-ka伽 (<*sem・I<1l1lom“onehundreめか
らmの部分が脱落したのではないかと考えられている.
η この場合の-10-は序数を形成していると考えられるから， rlOOJの原義はいわば rlO番
目の(10)Jであろう.
73 IPAでは日は無声化の意味だが，原著者は比較言語学の慣例に従って音節主音を表示
するために用いている.ここで[r]は当然ながら歯茎顔動音のことではなく口蓋垂摩擦音[B']
のこと.αammontの三子音の法員IJに従った発音だと [dapB':岱IGmd同.無声の[P]が隣接す
るため[B']はしばしば無声化する.
河 5.12及び同所の訳註参照.
75挿入母音(ana防白)と呼ばれる現象.発芽母音(0.Sprossvoka1)や寄生母音σ'.voyel1e 
parasi包)あるいはSkr.svar冨bhaktiとも呼ばれる.現代諸語の例は神山(1995:205ff.)を参照.
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的なmが保存されており，その他の言語のように後続する tに同化してnに転

じていない.ギリシア語とサンスクリットでは鼻音も鼻音性も失われ，それぞ

れhe・均的n及び鑓凶mとなっている.

5.45 古代ギリシア語は，印欧祖語に確実に想定される三系列を閉鎖音の形で

保存している.すなわち下記のごとくである.

p
b
h
p
 

t
d
-
r
 

k
g
t
 

5.46 古代世界が終わった後，そして現代ギリシア語でも帯気音は摩擦音に転

じている.phは[司に，すはE.也泊の血に類する[t]に，世はG.Ach-lautあるい

はSp.jo包に類する [x]にそれぞれ変化した.ちなみに古典ギリシア語からフラ

ンス語に入った借用語においては，もともとの[P1は凹と発音されるが(例:

phare)， tと世1及びcとch(それぞれkと凶の代用)は発音の上で区別されて

いなし、(例 :ω，meと倣se，arcadienとarch白logie).このような帯気音を摩擦音

とする発音はギリシアにおいてかなり早期に現れたと考えられる.実際ラコニ

アの碑文において例えば也前sr神」がsioと綴られている.しかし，アテーナ

イで規則的な摩擦音としての発音が現れるのは紀元3世紀になってからである.

現にGk.elep協s，elephan臨からの借用語はラテン語で常にphと書かれ， fが書

かれることはない.だが，ローランのolifantr (象牙の)角笛JやGo血.叫band凶

(不思議なことだが，このロマンス語からの借用語は，やはりなじみのない別

な動物「らくだ」の意味に転じている)によって，日常的には摩擦音で発音さ

れていたことがわかる.01・，叫・が現れているのは， Gk. elaiwa【>elaialからの

借用語Lat0白田「オリーグ」にも見られるように，借用語の el-がラテン語で

規則的な発達を遂げた結果である76 Goth.-b-は f【=両唇音の[や]】が母音間

百 .velo(inf. velle) > Lat volo r私怯飲するJ，・副uo>副 vor私は解く』等にも見られるよ
うに， 1の前にあるeがoに転じることがあり，この場合のlには翫薗後舌母音が後続し，
したがってlが唇軟口蓋化した閃であったとみなされる仇hner1954: 215)・だが，問題の
例語はこの音声環境にない.特にギリシア語から e1-ではじまる語をラテン語が借用した
場合，その後続する音の如何に関わらず 01・が現れることが多く，子音が後続すれば規則
的にさらにul.・となる.この変化の音声勃9意味付けは難問である.
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で規則的に【有声化して】生じたものであり，スペイン語にも現れる摩擦音の

b【=[悶1として発音された.

ホメーロスのデータ

5.47 つい最近に至るまで，ギリシア語は紀元前6世紀以降に用いられた言語

を記した碑文や文献によって知られていた.より古風な寸車の形態が口伝によ

って知られており，さらにその穴は作詩法から得られるデータで補うことがで

きる.ホメーロスの詩はまさにこのようなケースであり，語葉と文法の点では

紀元前8世紀にまで遡り得る形態が伝えられている.音の面に関して言えば，

そのテキストが示すのはより後代の状態である.しかし，作詩法を利用するこ

とで部分的に古い形態を再構成することができる.Gk.釦axを例にして説明し

てみよう.周知のごとく，ギリシア語ではラテン語と同様に，新子は長音節と

短音節を一定の並べ方で配置することで構成されている.長音節というのはLat.

donwn， Gk. doron r贈り物」の第一音節のように長母音を持っている場合か，あ

るいはL低 men旬m rあごj，Gk.釦血ω 「花」の両音節のように子音に終わって

いる場合である.新子の中で紬osの後に母音があれば(例えば釦伽0...)，s 

はその母音と一緒に発音され，その【第二】音節は・血かとなって短く扱われる.

さて，Gk.組組は「支酉在昔Jを意味するが，これは人名アステュアナクス(As旬釦ax勺

にも含まれており，信旬が「都市Jを意味するため，この人名は「都市の支配

者Jを原義とする.ホメーロスのテキストの中で，この語の前に却置に終わる

形観可があれば，後者の末尾のsは組組の初頭のa・とリエゾンし，・回という

音節はsを失って短く扱われるように期待される.ところが現実はそうではな

い.あたかも釦砿が子音にはじまっているかのように-tosは長音節として扱わ

れている.実際，他の根拠からこの語が古くはw釦慌であったことが知られる

のであるn

ギリシア文字

5.48 一般に古典ギリシア語はよく知られたアルファベットで記されており，

これがその後生まれたすべてのアルフアベットの源である.アルファベットと

押 E事wen-'初 desire，位ivefor"のゼロ階梯句哩ーに由来する.母音の前で匂>Gk.an.
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いう名称はそのはじめの二つの文字，アルファとベータに由来し，【一音一文字

の】アルファベットとしては不完全なフェニキアの音節文字に巧みな変更を加

えて作り上げられた.事実，フェニキア文字のもととなったのは恐らくメソポ

タミアの文字であるが，聡明にもフェニキア人自身が認めているように，その

文字は自分違のセム語を記すにはあまり向いていなかった.実際，その文字に

は表意文字の他に音節に相当する記号があり，それは例えばkaと加を表村己

号には何の共通点もないという類のものであった.一方セム語では，語の基本

的意味を表しているのは子音群であって，母音は変化したり派生したりする際

に変わる.例えば，アラビア語で「彼は書いたJは M鈎加であるのに対して，

f書カれた」はm ・加曲であって，接頭辞ma-が加わり，子音群ktbは同じだ

が，母音はまったく異なっている.これら二つの形態の五つの音節をまったく

異なる記号を用いて表記するよりも，母音を記さずにこれらをそれぞれ k-t-b，

m-k-t-bと書いて，これらが閉じ語であることを明示するほうが，フェニキア人

には好ましく恩われた.そうして彼らは22の記号から成り，母音の質を問わな

い音節文字を確立したのである.これによって，例えばkに当たる文字ば酔a]，

[ku]， [ki]及v後続母音のない[k]をも表すこととなった.各々の記号には，それ

が表す子音からはじまる名前が付いていた.文字表の最初の記号は[?alet]と呼

ばれ，この言語では通常の音素である声門閉鎖音仰を表した.6番目の記号は

wauという名で子音加/を表し， 10番目はyodで子音/y/を表した.ギリシア人

は自分達の言語にない[ηは発音できないため78，[?alet]を[alpha]として受け入

れ，当然のことだが，その記号はこの文字の名 alphaのはじめの音素である母

音/a1を表した.w，削はw曲部のIw/にも， ph叫鉱「見張りjの/u/にも用いられ

た(これは後にアテーナイにおいてフランス語の u【つまり[y]】となった). 

W加の初期の字体には後に区別が生じて，母音のときはY，音節を成さない [w]

のときは F79と書き分けられるようになった.Yの縦の棒の部分が失われてV

となり，これがラテン語ではsusr豚」の母音も， u出国 r~に向かってJ の初

78 より正確に言えは声門閉鎖音が弁別的な音素ではなかったという意味であろう.生理
的に言って，恐らくあらゆる言語に声門閉鎖音は存在するはずである.
神文字の名称はwau，あるいはガンマを縦に二つ重ねたようにも見えるのでdi伊 nma(二
つのガンマ)とも.古典ギリシア語の[w]はすべての位置で脱落してしまったため，普通
この文字は用いられない.
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頭の子音も表すようになった.【母音としての]uと【子音としての]vとを書

き分けるのは， 16世紀にスペインの地からはじまった習'慣で、ある.

ミュケーナイ語

5.49 ギリシア語に関するデータには最近の発見によって革命がもたらされた.

英国陸軍在任中に暗号解読を担当していたV四凶sという名の英国人が，ギリシ

ア学者 Chadwickと協力して，その技能を線文字Bと呼ばれる文字の解読に応

用したのである.クレタ島の，非常に古くギリシア語が話されていたところに，

異なる二種類の文字組織で刻まれた刻文があった.これらはそれぞれ恋意的に

AとBと名付けられ，明らかに音節文字である.ある文字組織が音節文字であ

ることは，その文字の総数によってわかる.表意文字の場合には，その総数は

何千とし、う数になる.アルフアベットではその総数は何判困かである.他方，

音節文字の場合には，個々の文字の総数はこれらの中聞となる.このように，

ある言語についての知識がなくとも，そこで用いられる文字組織が表意文字な

のか，アルファベットなのか，音節文字なのかを判断することが可能なのであ

る.Vc即位isは線文字Bで書かれた言語はギリシア語の一種であると仮定し，こ

の仮説の検証を行った80

5.50 音節文字の数を減らすために，ある種の音韻論的区別，例えば/pa/とIba/

の区別を無視するという手段が取られることがしばしばある. 日本語ではこの

ような場合に付加記号を用いている.例えばhaを表す文字【は，ハ】があるが，

これはかつては/pa/を表していた.これにトレマ[..]に似た付加記号を添えれ

ば ba【ぱ，パ】となる.また上に小さな丸を加えれば pa【ぱ，パ】となって

pan rパンjのような外来語に用いられる.音節文字Bの場合には無声音と有声

音とが区別されず，そのため多くの場合に様々な読み方の可能性が生じてしま

う.しかし，ついに努力が実って Ven凶sの解読の結果明らかとなったことに，

ミュケーナイ語とも呼ばれる紀元前14世紀のギリシア語は，古典ギリシア語と

は違って， kW の類の古い唇軟口蓋音を唇音 (pの類)や舌尖音 (tの類)にはま

80多少不正確な記述が見られる.ぬntnsは幼少より「ミノア文字」の解読を志した.従軍中
は空軍{/{イロットであって暗号解読には従事してし、ない.研究完成の直前まで彼はエトル
リア語説を採っており，ギリシア語らしいと気付いて驚悔している.ただし， Chadwick 
は従軍中に音節文字を持つ日本語を学び，この経験が解読に役立ったとされる.
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だ精減していなかった.この現象は，L弘同uir私は残した」に対してのGk.lei〆I

「私は残すJや， Lat. quisに対しての Gk.tis r何がj 【くIE*kwi-slに見られる.

古典ギリシア語ではキセWoの結果は古い-po・と合ーしてしまったが， ミュケー

ナイ語ではこのような合ーは生じていなかった82

5.51 周知のように，古代におけるギリシア人入植地は各地に広がっていた.

クレタ烏，小アジアの西岸のイオーニア，マグナ・グラエキア(大ギリシア)

と呼ばれたイタリア半島南部とシチリア島，プロヴアンスとラングド、ツクの沿

岸地域，特にマッサリア(現マルセイユ)，ニカイア(現ニース)，アンティポ

リス(原名Antipolisは r(ニースの)目の前の町Jの意，現アンティーブ)，ア

ガテー(原名 Agath言は「良し、(女性)Jの意，現アグド)等々である.ギリシ

ア文化は地中海世界に，さらにはその延長で西欧文明に，またビュザンテイオ

ンを介して東ヨーロッパにも，決定的な影響を及ぼしたのであるが，ここでは

その詳細は捨象しておく.今日，ギリシアで話されるのは，古代においてアテ

ーナイから定着しはじめた共通語「コイネー」から発達した言語である.古典

的な形に近いカサレヴサ「純正語j と，話されている現実に近いディモティキ

「民衆語」とし、う二つの規範があり，今日に至るまで両者の間でゆれがある83

イタリック語

5.52 長い間にわたり，印欧語のイタリック語派という捉え方がなされてきた.

しかしながら，一部の研究者の見解に従えば，イタリア中部において古く話さ

れていた主な印欧系諸言語が互いによく似ているのは，もともとから特別なグ

ノレープを成していたからではなく，この半島でこれらの言語が接触したことに

起因するともされている.今日では言語接触の重要性がよく認識されているた

め，この仮説が無下に退けられることはない.しかし，これらの言語の一般的

な音的特徴を，単純無声音と有声音及び無声帯気音とし、う三系列を持つ，ギリ

81 IE *Ieikw-‘'tol飽.ve".ラテン語の完了はゼロ階梯の語根が二次的な延長を伴う:場肱可>liqui. 
現在形では鼻音接中辞(n醐 1infix; 10. 128)が加えられる:*li-n幽kW，・o>linquo. 
路ギリシア語において， *kW はieの前ではtに， ao及び子音の前ではpに， uの前ではk
に転じる.
回 1976年の憲法改正によって公式的には「民衆語」が公用語となった.
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シア語と同様な体系から説明することも不可能なわけではない.この説に従え

ば，紀元前第三千年紀，中部ヨーロッパのどこかに印欧語を話す諸民族の連続

体(continuum)が存在し，この地で上記のような体系ができあがったと想定され

よう.推論はさらに次のように続く.この連続体の一部が南東に向かい，アカ

イア人となった.残りの人々は二つの波となって南西へ向かい，イタリック語

の二つの層を成した.その第一の波は，恐らく紀元前第二千年紀の中程にポ一

川流域の湿原に腰を落ちつけた人々，すなわちテラマーレの住人であったと思

われる.後に半島の中でエトルリア入居住地の南側に姿を現し，ラテン人とい

う名で知られることとなるのは彼らである.第二の波は紀元前第一千年紀のは

じめにいわゆるヴィラノヴァ文明をもたらした人々で，彼らは次第にアベニン

山脈沿し、を南下し，オスク・ウンブリア人と呼ばれる民族を構成することとな

る.図7を参照されたい.

5.53 ラテン語もオスク語とウンブリア語もケントゥム語であって，もともと

は*kW のごとき唇軟口蓋音が保たれていただが，例えば疑問詞のquisr何がJ

のようにラテン語がこれらの音を保存したのに対し，対応の pisに見られるよ

うにオスク語とウンブリア語はこれを唇音に変えているような場合がある.両

者の違いは目につきゃすいため，重要視される傾向にあった.しかし，この語

族に属す様々な言語の歴史が示すところでは， *kwから [P]への変化はありふれ

た現象であり， Rum. apa (cf. Lat. aq国.)r水jやSard.ba社oro(Lat.q田町or)r 4Jに

も， Gk.leipδ 「私は残すJ(くキleikW，δ)にも生じている.ギリシア語でこの変化が

生じたのはミュケーナイ時代の後と考えられる (5.50].ゲルマン語とケルト語

の場合については後述する.

5.54 オスク語とウンブリア語は消滅し，ラテン語に吸収されてしまったが，

その若干の名残は Iイタリア語の】カンパニア方言にとどめられている.

ラテン語

5.55 ラテン語が当初話されたのは，ローマとその南方及ひ甫東に広がるラテ

ィウムという地域であった.ラテン語はオスク・ウンブリア諸語，特にサビニ

語と直接に接触していて，これらの言語から多くの形態を受け入れた.サビニ

人の農民とローマ人の農民とが常に接触を保っていたことは明らかであり， r牛」

を意味する語はLat.bosであって，その語頭にはラテン語ではなくオスク・ウ
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lへ

ンブリア語に期待される子音が現れている.ラ

事uおとなるはずなのである84 uos ["あなたた'hJとの同音衝突もこの借用が行

われる潜在的原因だったかもしれない.例ばこれにとどまらない["狼」の意で

再建される *w!kWosに対応するのはLat. l~pus であるが，ここにはp が現れてお

り，ラテン語に期待される形とは異なる.ラテン語では*kWが保存され [quと

綴られ】るはずなのである.

5.56 ラテン語は多少孤立しているように見える.しかし，【ローマの】北方

40キロメートルほどのところにファレリイーという町があり，そこで話されて

いたファリスク語はラテン語にかなり近い.とは言え，母音間でラテン語が-b-

となるところで4が現れる等，この言語にはオスク・ウンブリア語を想起させ

るような特徴も見られるお.伝説が語るところでは，この町を建築したのは，

後に自分達の名を冠したシチリア島に腰を落ちつけることになるシチリア人で

あった.この点について残された文献の記述に従えば，シチリア語はかなりラ

テン語に似ていたとされる.

ラテン・アルファペット

5.57 ラテン語を記したアルフアベットは，南イタリアのドーリア人に用いら

れていた形でのギリシア・アルファベットから派生したものである.例えば，

Hはアテーナイの場合のように母音[[6:]】ではなく， ["気音Jと呼ばれる子音[[h]l

を表した.ギリシア文字の 3番目の文字 [r】は[g]の音だが，ラテン語では

[rから作られた】 Cが無声[の[k]】になっている.これはエトルリア語の影

響と考えられる.その結果， Cに手を加えたGという新たな文字を作り出す必

要が生じたのである.だが， [C [k]と】重複するKが廃されることにはならな

かった.Qには常にVが後続して用いられるが，この文字を保持することによ

り，例えば一音節のQVI["何が」と，同じ語の与格で二音節のCVI["何に」と

が区別できるという利点があった.伝統的な21文字に，ギリシア語からの借用

制 Gk.f30ii-c， Skr. gcト(nom.sg. gaus)， OCS gov-cd・o(Cf.R ro闘訓姐「牛肉J)，Gmc. *k，百四〉同z
(>E.∞Iw，G.Kuh)等とともに*gWeH3・(cf.11.41;一般にはなもu-)に遡る.正則的にはE 本gW
はLatv [w]に対応する.ラテン語に対するオスク・ウンプリア語の影響については例えば
Palmer (1954: 36ff.)を参照されたい.
お例えばLat伺 Z官切に相当するファリスク語回refor欠くであろうjを参照.IE *bhはイタ
リック語派でfで現れるのが普通だが，ラテン語は母音問の場合にbを示す
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語を表記する必要性からYとZが付け加えられた.古代においては凹(F.yoleの

y) と[i]，並びに [w]と[u]は文字の上でまったく区別されなかった.後にラテ

ン・アルファベットは他の言語の表記にも用いられるようになり，ラテン語か

ら発達したロマンス諸語ばかりでなく，ケルト語やゲ、ルマン語のような他のグ

ループ等にも採用されたが，その際には多少の手直しが必要で、あった.例えば

ゲ/レマン語ではVと書かれた母音[u]と区別するために，音節を成さない[w]を

Vを重ねて表記した.またcがスー音として発音される場合を表記するために，

小さなz[zed]をその下に加えることが考案された.スペイン語でこの出っ張り

がzedillaあるいはωdilla[原意は「小さなzJ】と呼ばれているのはこのためで

ある.母音の場合と子音の場合を区別するために， iとj，uとvという異なる

書体を各々別々に用いることが考案されたのは，近代がはじまってからに過ぎ、

ない.それ以前には，【母音の]uと【子音の】V とを区別するためにF.huile r泊j

とviler卑しし、J(女性形)のように無音のhが用いられた同様に， Lat. eb叫聞

に由来する F.hiとblerセイヨウニワトコ」にhが加えられているのはjebleと読

まれることがないようにするためであった.jとbleであればキiめleと綴られたの

である.

ロマンス語

5.58 周知のように，ラテン語はローマ帝国の各地で地域の住民に取り入れら

れ，場所によって異なる発達をしたしかし，教養層は古典の規範を守り続け

ていた.ガリア北部において地域語で文章が綴られるようになるのは9世紀か

らのことである.フランク王政によって，宗教的儀式において古典ラテン語を

復活させようとする試みが行われたが，一般民衆はすでに牧師のことばが理解

できず，結局，説教は俗語で行うという規律が生まれ，【ラテン語と彼らのこと

ぼとは】言語的にかけ離れていることが認識されたのであった.

5.59 現代の様々なロマンス語をここで紹介するのは無理である.それらの今

日の状況がどうあれ，それらの印欧語としての性質は保持され続けているとし、

う点をおさえておけばよかろう.ただ，下記の一点は指摘しておきたい.西か

ら東ヘポルトガル語，スペイン語，フランス語，イタリア語，ルーマニア語と

いう五つの国家の公用語が柄生するが，これらの言語もはじめから現在の地位

に，つまりローマ文化の数少ない正当なる代表者としての地位にあったわけで、
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はない，という点である.寸車の地域的方言を文語の地位に高めようとする試

みは数多くあった.フランス語とピカルヂィ一語とは長い間競合関係にあった

し，オック語は[フランス】北部の住人の劇台的支配によって虐げられつつも

今日まで生き永らえており，イベリア半島ではレコンキスタの各々の段階に応

じてガリシア・ポルトガル語，カスティリア語，カタロニア語が生じ，イタリ

アでは長い間文語の規範が揺れていたが，結局はダ、ンテの権威によってフイレ

ンツェ方言が優位となったこと等，実に様々な経緯があった.パノレカンのロマ

ンス語には少なくとも三つの形態，すなわちルーマニアのダコ・ルーマニア語，

セサロニキ(テッサロニケー)北方のメグレノ・ルーマニア語，マケドニアの

ア・ルーマニア語があって，これ以外にもイストラ半島にまで北上する痕跡が

ある.ダコ・ルーマニア語が，ローマ軍によってタやキアにもたらされ，カルパ

ティア山脈内に保存されたラテン語の成れの果てなのか，あるいは南と西から

ワラキアの遊牧民が入植したことから生まれたのかは議論が分かれている.ス

ラブ語に接しているフリウリ語，及びゲルマン語に接しているレト・ロマンス

語86は，その保存に関しでも，その起源に関しでも大問題を抱えている.地方

的方言は，特に政治的あるいは文化的立場を獲得できない限り，現代国家の権

力によってゆくゆくは消滅してしまうものなのかもしれない.

ゲルマン語

5.60 まずはじめに，言語学や歴史に関して用いられる際，ゲルマンというの

はドイツとはまったく異なる意味であるとし、う点を指摘しておきたい.英語，

オランダ語，北欧の諸言語はれっきとしたゲルマン語である.

子音推移

5.61 ゲ〉レマン諸語が一つのまとまりを成すことについては疑問の余地はない.

これらが文証されるのは比較的遅く，紀元後初期の数世紀からのことであるが，

そのとき以来，主として子音体系が受けた推移という事実によって，明確に特

駈レト・ロマンス語はロマンシュ， ドロミテ，フリウリの三言語の総称である.ここでは
特にロマンシュ語を指す.
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徴付けられている.この子音推移の結果生まれた相違を例示するには，英語の

語とギリシア語とラテン語でのその対応語を比べてみればよい.角色町の fは

Gk.p坊と Lat.]1I脚のpに，畑氏のhはGk.脂血のkとLat.倒dis87 (属格)

のcに，陶th88のt・と・.thは属格形Gk.(o)domω とLat.伽由"のdーと+に，加。w

の【かつて発音されていた)k・には古典語の語根聞-gno-【5.5)のgに，また，

w加tのwh-と・tはLat.quodのquーと・dにそれぞれ対応している.

5.62 ドイツ語は新たな推移を経験し，その結果Herz(h伺rt)，za1m (t∞血.)， was 

(what)に見られるように，特に歯擦音のzとsが英語のtに対応するようになっ

た【5.76).

5.63 ゲルマン子音推移と同様の現象は他の言語，特に既に概略したようにア

ルメニア語にも現れる【5.24).この推移については，その起源と発達という観

点から述べておくべきだろう.すべては，あたかも声門の運動の開始が遅れる

かのように生じる.つまり，声門を形成する声帯が接近し振動を開始するのが

予想よりも遅れるのである.[ta]を例に取ると，F.凶「山積み」の場合には凹の

開放の直後に母音(声，すなわち声帯切の振動によって特徴付けられる)が聞

こえるが，問題の現象が起きると母音が発されるのが一秒の何分のーか遅れ，

その聞に呼気が【声門を】通過するようになる.これはE.加の発音において

行われていることであり，この語の発音は[すα]['.・英音1と記されることであ

ろう.しかし，英語におけるこの間隔は非常に短い.それに反し，デンマーク

語では特徴的な「気音」が発され，崎町「取る」という語は[也α祉]と記される.

他方， [伽lの場合には【声帯の】振動が子音のはじめからすぐに開始される.

E伽rd【[伽x]r槍J)と旬rd[[taK] r遅く」】の差異の本質を成しているのは【初

頭の子音の】まさにこの振動の有無である.E.伽dにおいてはこの振動の開始

は若干遅れるとはいえ，その[d]は部分的にやはり有声である.Dan.ぬler谷」

においては，声帯の振動がはじまるのが母音と同時となり， /dIは[引と記され

U 主格はcor.*∞吋から末尾の子音が脱落している.
88英語では摩擦音の前に位置するnが失われ，先行母音の代償延長が生じる.
田主格はそれぞれbおUC;， dens.前者はo階梯を一般化した市川ont-sより，後者は正常階
梯*dent-sよりそれぞれtが脱落し，前者ではさらにsの前に置かれたnも脱落して，先行
母音が代償延長した.a *H1ed-(> *ed-)“鎚1"に由来するため祖形は毘明尚Mーと再建され
る.Gk.o・は市町の母音化による.
如原著にはlagloほ「声門」が記されているが， r声帯Jと訳した.神山(1995:28)参照.
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る弱まった凹のように聞こえる.それでも伽le[4a:la] r落ちるJと句le肺a:la]

「話す」との区別は保たれ，両者の弁別は主として気音の有無によってなされ

る.

5.倒 この様子は，あたかも現代デンマーク語において古いグルマン祖語の子

音推移がもう一度行われようとしているかのようである胆 1 このような子音

推移は当然ながらtとdばかりでなく， kとgについても， pとbについても生

じた.ただし最後の音は恐らく印肘E語には存在していなかった音で，他言

語からの借用語以外にはほとんど現れない【9.94].帯気音はギリシア語に見ら

れるように時を経る聞に弛緩して摩擦音となるものである.[th]はE.刷nの白

のような[9]あるいは刷へと，同様に*pはfp町，次いで両唇摩擦音の[ゆ]を経

て，最終的に凹へと，吐は肘1]，後に凶，すなわち G.achのchあるいはSp.j仰

の音へと，また事kWは同じようにrxj，すなわち Sp.Juanの初頭に聞かれるのと

似た音へと，それぞれ転じる.語頭において凶と rxjは弱まり，ついには聞

こえるのは， r気音Jと呼ばれる，聞いた声門での呼気の摩擦音[[h]]となる.

また *b，叫泡ザは声を失った本格院後に強まり[P]，[t]， [k]， [kjとなった.

5.65 子音推移が行われた時代に， r有声帯気音」と呼ばれ傘bh，事dh，*ff， *ffwと

記される子音が正確にどのような音であったのかはよくわかっていない.この

推移が終了した後には，これらの音はその調音のはじめから終わりまで声を伴

っていた【=完全な有声音であった】らしく，また少なくとも母音聞に位置す

るときには口腔内で完全な閉鎖は行われていなかったと，思われる.このような

【有声摩擦】音はしばしばギリシア文字[s，3， 1，1j91で表される.これらの音は

特にカを込めて発音した場合や，口腔内ので閉鎖を伴う鼻音の後では硬化

( durcissement)92して[b，d， g，引となる.

ヴェルナーの法則

5.66 古いアクセントが語の第一音節に固定したアクセントに置き換えられる

以前の段階で，*払*1，也事kWIこ起因する無声摩擦音[4>，9，ルχ明1及びスー音*sは，

これらが語頭にない場合でその直前にアクセントがない場合に，有声化してそ

原註1以下の部分を理解して戴くために，図 14(p. 134)を参照されたい.
91原著者の記す[o]= IPA [d]・閉鎖音の記号に横棒を重ねる簡易的表記も用いられる.
"摩擦音が閉鎖音に転じることを示す.また9.67ff.，神山(1995:187f.)を参照.
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れぞれ[s，o， y， yW， z]となった.したがって，これらのうち前の四者は *bh，*dh， *ι 

ぜW の結果と合一した.この結果呆，*同切ltomI川lω00削Jはまず伽m岬0勉担加n]となつた幻

語頭の[X-]は無声のままであつたが，語中の[ふ]はアクセントの直後ではなく

直前にあったため有声化して[ふ]となり， [-n-]に隣接していたため硬化して [-d-]

となった.アクセントが第一音節に移ると語尾の[同町]は脱落した.語頭の[X-]

は普や]となる 以上より hUlli削dが得られ，これ川はこのま蚊まの形で，あ抗る引し

合成語h叩 d命k吋揖の一部として実証される.この一連の変化の定式化を行ったの

はデ、ンマーク人KarlVI四町であり，そのためこれはヴェルナーの法則の名で知

られている.

5.67 ゲルマン祖語に想定され，そして実際にゴート語に現れる子音体系は，

機能の点で現代スペイン語のそれに驚くほど酷似している.以下の表において

各々の欄に記してあるのはゴート語【上段】とスペイン語【下段】の語である.

表記は異なるが，これらの語頭の子音は同じ音を表している95

凹 fadar r父親j [悶[b] badi r寝床J [p] paida r修道月刷
fuego r!kJ beω 「キスJ padre r父親」

[句 taurpr畑j [o]問 daigs rパン生地J 回凶m‘rl0J
民町。「丘」 dedo r指J 匂1rこんな」

凶[h] hetjo r保管庫」 [y][g] gatw♂「通りJ [k] kara r心配」
jefe+ rチーフJ gana r希望J ωsar家」

I:xj[hw] hweila r時間J [w][yW][gj warmjan n暖めるJ P内 qinor婦人」
juego. r臨ん hueso r骨J 加] c四ぬ「直後にJ

-ww-の結果

5. 68 歴史の蒙明期においてゲルマン人は今日のデンマーク，スウェーデ、ン南

部，及びそこからすぐ近くの北ドイツの一部に居住していたと考えられる.ス

カンディナヴィア半島のゲルマン人はその言語の・'WW・を硬化して園田w・と発音

四 IE*a， *0> Gmc. *a.成節鼻音の前の挿入母音uとm>nの同化については5.44参照.
倒 -red< Gmc. *rada-、削除r"<IE本昨to-(情・加∞unt";cf. Lat ratio， G. reden， E. read， etc.). 
町表のデザインを変更した.ゴート語の読み方について簡単に補足しておく.今日では次
のような発音を想定するのが一般的である(発音がわかりにくい場合のみ記す):ei [i:]; ai [e]， 
ai [E]， e [e:]， ai [E:]; au [0]，幼[コ，]，o [0:]， au [:コ:].e，oは常に長音であり，わざわざ上にのを記さ
ないことも多い.b，d，gは語頭あるいは子音の後で閉鎖音，語中の母音後で摩擦音.k，gの
前に綴られたgは原則として[1)](cf. Gk. y). それ以外はローマ字式.
・もっぱらアメリカ大陸で用いられる(原註). 
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した.例えばF.fiable r信頼できるJ(この形容調が新しく作られるまでフラン

ス語にはそのような意味の語がなかった)に当たる語は，スウェーデン南部に

長い間住んでいた諸民族の言語においてGoth.凶.ggws，OIs.町ggr，Sw.町田，

Dan.町gである.他方，当堕デンマーク，シュレースヴィヒ，ホルシュタイン，

メクレンプルクに居住していた民族の末商の言語にはg(g)が現れない:例)OFr.

凶uwe，E.tn丸 G.田u.対応の女性形であるGoth.凶.ggwa，[OH】G.凶uwa， G. 

Treueは「休戦J(国ve)の意味でロマンス語に借用されている.イタリアには東

ゴート人が，ヒスパニアには西ゴート人がいたため，イタリア語とスペイン語

はゴート語形より gを含む回g泊を持つ.フランス語はフランク人からgのな

い凶lWllを採用した.古いゲルマン語の二重母音iuでは，古フランス語の二重

母音ieとまったく同じように iにアクセントがあり，どちらの言語でも uとe

はあまり明瞭に発音されなかった.そのため凶uwaが凶開Eの形で受け入れら

れ，ここから規則的にF.悦v♂が得られる.

東ゲルマン人

5.69 スウェーデン南部に居住し，-ww-を・留w-に変えたゲノレマン人の中には，

バルト海を渡り，南及ひ宵東を目指した人々もいた彼らの一部であるゴート

人は，バルト海中央部のゴトランド島から出たらしい.すでに彼らの足跡はヴ

イスワ川河口付近と，その後今日のウクライナに確認され，彼らはそこでスラ

ブ人の祖先を服従させた後，中部ヨーロッパを横切り，最終的にイタリア，ガ

リア南部及びヒスパニアに居を定めた.ボルンホルム島からはプルグント人が

やって来た.この島は古くはブルグンドルホルム【「プルグントの島」】と呼ば

れており，今日では政治的にデンマーク領であるが，物理的にはスウェーデ、ン

の一部である.彼らはライン川中流域に至り，その地に，そして後には南西に

進んでプルゴーニュからサヴォワにかけての場所に王国を建設するが%，この

王国はしばらくしてフランク王国に併合された.ゴート人とブルグント人の話

していたのは，今日では死滅したいわゆる東ゲルマン語の一種である.主にこ

の言語は4世紀に作成された新訳聖書の【ゴート語1訳によって知られている.

その翻訳を行ったのはウルフィラ(W1叫自la)で，ゴート人が遠征を行った際，

首プルグント王国の盛衰は有名なニーベルンゲンの歌のモチーフになっている.
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カッパドキアから誘拐された一族の出身で、あった.16世紀にフランドルからの

旅行者 [deBusbecq]が，当時のクリミアでまだ話されていたゴート語方言の

語を若干指摘している.

北ゲルマン人

5. 70 スウェーデンに居住していた他の人々は，その居留地を保持したが，一

部は海峡を渡ってデ、ンマークを支配した.言語学では彼らの言語を北ゲ、ルマン

語と呼んでおり，彼らは後にスカンディナヴィア人(北欧人)と呼ばれること

になる.スカンディナヴィアという語の中には，少々形が変わってはいるが，

スウェーデ、ンの南部の地方名スコーネ [Sw.S凶ne】が含まれている.彼らの言

語は3世紀以来ルーン文字による碑文・刻文の形で文証されている.最古のル

ーン刻文は黄金の角[の形をした杯]に刻まれたもので，【盗難により】今日で

は失われているが， ik hlewagastiz hol血gazhoma tawido97と再現され，r我，ホル

トの子フレワガステイル，この角を作りしjと解釈される.Hlewagastizはhlewa-

と苦節tizの二つの部分から成り，前者はGk.k1eo-s (く削ewo-s)r名声‘」と対応

しており，後者はE.guest， G. Gastに当たる.これはLat.hostisであるが，その

意味は「客j(hote)で、あって敵で、はない.

5. 71 あらゆる証拠から見て，ルーン文字はイタリアに現れた数多くのアルフ

アベットの一つに端を発しており，最近の分析によればマグナ・グラエキアの

ドーリア人のアルファベットに遡るとされる.ルーン文字は水平の線をまった

く用いないという点が，その南方のモデ、ルとの大きな差異である.例えばTの

縦棒はそのままだが，この棒を頂点として上の線は斜めに下がっている:↑.

これは，石に刻む以前に，ルーン文字を木の板に刻み込んだからだと説明され

る.木の木固と直交するように縦の線を刻めば，その線はよく見えるが，水平

の線は木目に紛れてしまうのである.このような板にはブナ(G.Buche)が用い

られたため， ドイツ語では今日でも文字のことを Buchstabeと呼んで、いる.古

英語ではbδcがブナのことも本のことも表したし，ゴート語ではbokaは文字の

ことで，その複数形bδkosは「本jの意味となった【4.8].

開一般の転写法に従えばEkhlewa伊剥Rhol血伊Rhoma匂wido.原著者の記すkは誤り.3 
番目の語では・ng・が十と読まれていることもある (e.g.Go曲目 1957: 187， Haugen 1976: 115). 
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ルーン文字

friドドR¥ 川
f u T a r k J 

上に記したのがフサルクと呼ばれるもともとのルーン文字のはじめの6文字

と 12番目の文字である.木の板に文字を刻み込む際，水平の線は木目と紛れ

てしまうために，水平の線を用いなかったことを考慮すれば， 1，4，5，6番目の

文字はラテン文字のF，A，R，Cから容易に説明できる.2番目の文字はVを逆さ

にし，縦線の割合を増やしたものである.3番目の文字はラテン語の音素に対

応していない.当然ながらギリシア文字の0に起因するのではないかと考えら

れ，これはもともとは帯気音であったが，紀元後の時代がはじまった頃に英語

の血泊の血のように発音されるようになったと考えられる.

個々のルーン文字には名前が付いており，文字名の初頭音が変われば文字の

音価もそれに連れて変化した.例えば4番目の文字は後代にアサ(エイシア98)

と称されることになる神族の名で呼ばれていた.この語の古い単数形は[ansaz]

であったはずである.北ゲルマン諸方言においては[-s-]の前で[an]が聞とな

るため，この語は[おaz]となり， 4番目のルーン文字は長い間関(フランス語

ではm と記される鼻母音化した[吋)の音価を持っていた.そのため鼻母音で

ない[a]をどのように表記するかが問題であった.そこで用いられたのが 12番

目のルーン文字である.この文字には「年Jという意味の伽:ra]という名が付

いていた.この語は*yero-に起因し， E.y'即やG.J釦もここから生じている.

上記4.25に述べたへーラーについての第W章原註4を参照のこと.北欧では

語頭の凹(フランス語ではy-で表される)が脱落してしまうため，この語は[a:ra]

ω叩.， Sw. ar) となり，したがってこの名を持つルーン文字が普通の[a]を表

すのに用いられるようになったのである.

98As伊叫に住むとされる北欧古代の神々 .Gmc.申飢鎗z(ON ass， OE os， Go由.ans)が，さら
にAv.抽 wa(mazdã) 等との比較により E加m・が想定される.ゲl~ン語ではo語幹に
変換された.
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5. 72 それから500年ほど経って，当時ヴァイキングとして知られていた北ゲ

ルマン人はノルウェーの大部分を手中にした後，ブリテン諸島と英仏海峡沿岸

部Qa陥 nche)に侵攻し，アイスランド，イングランド，ノルマンディーに定住

し，後にはシチリアにまで侵攻した.他方，東ではピュザンテイオンに至る経

路にルーシ国を建設した.ルーシぬ必という名称はここに由来する.フィンラ

ンド語でRuo包iは「スウェーデン人」の意なのである.

酉ゲルマン人

5. 73 ・，ww-を硬化させなかったゲルマン人ははじめヴェーゼ‘ノレ)11とオーデノ吋11

の聞のデンマークとドイツの沿岸部に居住していたが，数世紀を経る聞に次第

に南と西に拡大した.そのため，言語学では彼らの言語を西ゲルマン語と呼ん

でいる.紀元前2世紀にキンブリ人とチュ一トン人が行った劇的な民族移動に

ついてはすでに述べた【2.14].この時代からグルマン人とケルト人はチューリ

ンゲン付近で接触していたと考えられよう.しかし，その直後に拡大が行われ

た.ゲルマンのスエヴィ人は，その首領アリオウィストゥスに導かれてガリア

に侵攻しようとしていたところをカエサルによって行く手を阻まれた.スエヴ

イ人はその後ドイツ南西部のシュヴァーベン地方にその名を残している.ロー

マ帝国滅亡後，彼らはイベリア半島に現れ，ポルトガルに当たる地域にまで到

達している.北西ではゲルマン人はかなり早期のうちにマース)11河口付近に至

る北海沿岸部を占め，ここではパタウィ人の名で呼ばれていた.

アングロ・フリジア人

5. 74 北海の諸民族は後にアングロ・フリジア人と呼ばれるようになる.5世

紀に大プリテン島の南東部を占領することになるのは彼らである.言語的には

硬口蓋化した[k]が島]【=IPA[c]】を経て [s]となることが特徴である.例えば

教会の意ではGk.回ri(的konr主の(館)Jが借用されたが，これは英語でchurch

となっている.他方，デンマーク語でこれに当たるのは kirkeであって，スコ

ットランド教会を表すE.K協の名称はここに由来する.G. Kircheでは2番目

のkがドイツ語独特の処理を受けている【5.76].Lat.ωupδ 「居酒屋の主人」

からはG.kaufenr買う‘」や，ロンドンのCheapsideと呼ばれるー画(原義は「市

場界隈J)の c舵ap.そしてもちろん ch叫(原義は r(よい)取り引きJ)が得
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られた.もちろん借用語以外でも同様の処理がなされている.例えば O.K出1

「顎」やDan.kind i頬J，00白.kinn凶「頬J(cf. Lat gen且「頬J)に対応するの

はE.chin i顎Jである.

フランク人

5. 75 これらの北海諸民族が大ブリテン島への殖民に出立する直前に，彼らの

背後と南方にフランク人の連合が形成された.ローマ帝国の国境が後退しよう

としていた5世紀への変わり目頃，フランク人はライン川の北部平原流域あた

りにあった.その以前より彼らがライン川左岸地域に自由小作人として居住し

ていたことは間違いない.5世紀はじめから，彼らは大挙して西に移動し，占

拠した土地に深く根を下ろした.彼らの中心的な都市は最初トウルネーであっ

たが，その後ソワソンとなり，最終的にパリとなった.フランク人の首領クロ

ヴィスが行った偉業の一つに，住民のローマ・カトリックへの改宗がある.彼

らは以前から体裁上はキリスト教徒であったが，他のゲルマン諸種族の影響か

ら異端のアリウス派"の信徒だ、ったのである.この改宗によってガロ・ローマ

人と侵略者【たるフランク人]との混交が促進されることとなったが，これは，

ほぼ同じ時代にヒスパニアにおいて，新参の西ゴート人と古参の民族とが何世

紀もの間一緒に住んでいながら，その住民の各々の勢力が固有の習慣を守り通

していたのとは対照的で、あった.フランク人はガロ・ローマ人と海然一体とな

っており，かつ軍事に長けていたため，閉じく帝国内に侵入した他のゲルマン

諸種族よりも忽ち優位に立つことができた.西方では，ポアティエ近郊のヴイ

エ(ヴーグレ)で西ゴート人を打ち破り，南東方向では，ブ、ルグント人を制圧

する.新たに出現したアラマン人は，今日のボンi閥 3の，いわゆるトルピアッ

クの戦い【5.1】で敗退させた.アラマン人はライン川中・上流のシュヴァーベ

ンに拠点を得て，今日のアルザスとスイスに当たる地をも占拠したのだが，結

局はフランク王国に併合されてしまった.フランク人はまたフランクフルト(マ

イン川の「フランク人の渡し場」の意)を越えて東方へも領土を広げ，中部ド

イツ，特にフランケンを獲得する.後のカロリング王朝時代になると，彼らは

99イエスの糊全を否定し，神の所造とみなすアレクサンドリア司教アリウスの説.325年
ニカエア宗教会議で異端とされた.原著者への照会によれば初版のarienneが正しく，第二
版のaerienneは誤りである.

100 



アラブ人をヒスパニアにまで押し戻し，カタロニアのレコンキスタの口火を切

る.東ゴート人の後を受けて，別の西ゲ‘ルマン族で、あるランゴパルド(ロンパ

ルド)人がイタリアを支配していたが，フランク王国はここにも侵攻した.そ

してシャルルマーニュ(カール大帝)はローマにおいて西ローマ皇帝となる.

北東では，北海諸民族とともにアングリア征服に向かった別のゲルマン族で、あ

るサクソン人の残党が取り込まれる.

高地ドイツ語

5. 76 言語の面では， ドイツのゲルマン人のもとで新たな断層が生じた.その

原因はいわゆる第二次子音推移である.この推移によってE.p10ugh， Dan. p10v 

に対してG.Pflugrすきj， E. tell， Dan.包leに対して G.zahlen1∞「支払う j，E.肺 0，

Dan. toに対して G.zwei r2jのような差異が生まれた.フランク人は，その敵

たるサクソン人や大ブリテン島の移民と同様に古い子音組織を保存した.この

ことはフランス語に取り入れられた借用語によって明らかとなる.例えば「神

の審判Jの意のF.or，必lieには【01E.or，品1，E.ordea1と同じく 4 が保たれてい

るが，起源の同じG.Urtei1 r判断Jには+が現れている.この推移を最初に生

じたのはスイスのアレマン人である.彼らはpを[Pf]と， tを[包:](綴りはz)

と， kはG.achのchを伴って kch[[kx]】(パリつ子にはkrのように聞こえる)

と「爆発Jさせて発音したのである.ランゴパルド人もこの推移を経験してお

り，例えば【彼らの言語からの借用語]It. zanna r牙J101にはG.zalm r歯」と

同じく z【[ts]】が現れている.このようにして，北部平原の低地ドイツ語と，

山間地域の高地ドイツ語との差異が生じた102 前者はその西の変種としてオラ

ンダとベルギーの現代オランダ語103を含むが，ベルリン及びその先にまで広が

っている.後者には中部及ひ宵ドイツ，オーストリアとスイスが属している.

1∞IE *del・あるいはGmc.*taljanの段階から「語る」と「数えるJの両義を備えていたら
しい.E. tellも古くは「数えるJを意味した.原著に号|かれるzahlenは古高ドイツ語に生
じた新語であり，ドイツ語の例には泌h1enr数える」がより適当である.r;語るjの語義は
接頭辞を加えたeIZ油lenに限局されている.
101普通の「歯j にはLat.densの対格化ntemに由来する denteが用いられる.
I位 「高地ドイツ語JHochd創出hはまた文語をも意味する.r低地ドイツ語JNiede他国sch
は純粋に方言学上の用語だが，ほぽ同義のPlat帥凶schは文体的に低俗な民衆語のようなニ
ュアンスでも用いられる.
103周知のことだが，ベルギー領内の同言語はしばしばフラマン語とも呼ばれる.
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今日の公式のドイツ語は中部ドイツの用法を基礎に，その他の要素を若干取り

入れて作り上げられたものである.もともとは実務用の言語として用いられて

いたのだが，ルターが聖書の翻訳に用いたため確固たる地位を獲得した.

フランク王国のニ言語併用

5. 77 フランク人と北のガロ・ローマ人が混住していたことから，長い間二言

語が併用されることとなった.その痕跡はフランス語にもドイツ語にも残って

いる.

Lat.a加sr高い」はガリアでは*aut-の形となるが，同じ意味のゲルマン語の

形態がha曲・ [c王G.h∞h】であることから，後者の語頭のh・が *autに付け加え

られてF.hautができあがったl似.他方，南フランスで、はAu町ivelO5に見られる

ように語頭にhは現れないし，サヴォワではhが綴られるものの，de Hauteville 

ではなく d'Ha時計lle1悩のように発音される.

英語で例えばお'rmyぬker私のためにjにおける sakeには(利益となる) r原

因J(cause)の意味しかなく，也ingr物(chose)Jと混同することなどありえない.

ところが，この語と起源を同じくする G.Sache はD泊gとほぼ同じく「物(chose)J

を意味する.これは，長い間ω.useとchoseが同じ語の別形に過ぎ?なかったフラ

ンス語の事情に107， ドイツ語が倣ったためであろうと考えられる.

フランス語でもドイツ語でも「人Jという語の主格が不定の人の意味で用い

られている.すなわち Lathomoに由来するF.on， r男Jを表す陥m と区別し

て用いられる G.manである.英語にはこれと類似する現象はない.

5. 78 アングロ・サクソン人と総称されるアングリアのゲルマン人に関して言

うと，彼らの言語は，その島の先住民たるケルト人の言語から多くの影響を受

1倒当時ラテン語起源の hはすでに無音だったが，ゲルマン起源の新たな hは有音であっ
たこの経緯によってリエゾンやエリジオンに関する扱いが異なり，前者は無音の h，後
者は有音のhと呼ばれる.
叩5 トウールースや南方の都市名.
1価地名HauteviIleはフランス最北部に近いカレ近郊にもあるが，ここで含意されるのはリ
ヨンとジュネーヴの中間の出uteviIle-Lompnesと恩われる.北部方言の影響でhが綴られ
るが，無音のhに扱われている.
l田フランス語ではaの前のc[k]は硬口蓋化によってch[1り]>凹， au>/o/，母音問のs同〉
[z]，語末のa>eに転じるから， Lat 伺聞は規則的にF.cho誌となる.個々の現象の詳細
については神山 (1995:145，152，162)参照.他方，後代にラテン語から再度 ω.usaが借用さ
れてωuseとなり，両者が併用されるようになった.現在では意味の分化が行われている.
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けており，それはこれまで長い間考えられていたよりも根深い.その後，ノル

マン人の征服【2.9]の後に長い【英仏】二言語併用の時期が訪れる.現代英語

の辞書にはゲルマン語起源の語葉よりも，遥かに多くのフランス語あるいはラ

テン語起源の語葉が載せられている.ただし，前者の語葉のほうが文中での使

用頻度は高い.

ケルト語

5. 79 これまでもケルト人については何度も触れる機会があり，彼らの言語の

もっとも際立った特徴である，語頭及び母音聞でのpの脱落についても言及し

た.印欧祖語における pの使用頻度は高いため，その消滅はかなり目を惹く現

象である.

西方の諸言語において，橋が作られるようになる前に日常的に利用されてい

た浅瀬は，国IJ調perr~を通って」から派生した *pfW-で呼ばれていた.ゲルマ

ン語でこの語は例えばO油 rdr版義は】牛の渡し場Jにも見られる E.for叫や，

上で触れたように・tを持つG.F即岨.u1【のFurt]に至っている【5.75f.].ケル

ト語ではこの語は発達の規則に従い明to-I侃となり，この中性名詞の複数形*rita

は多くの渡し場があったに違いないヴイエンヌ川沿いの都市リモージュの古名

であった.この語はまたシャンボール(Chambordく *ωmborito-)にも含まれてお

り，この地名の原義は rJIIの湾曲部にある浅瀬Jである109 これと類似した地

名Cambridgeはもともと同様の場所にある橋を表した.

アルル(Arles)の古名Arel艇がGk.戸ra+pla血に比定されることも想起され

たい【4.4].

中部ドイツの大森林は古くヘルキューニア(ヘルシニア)【Her句凶a(silva)】

と呼ばれたが，ここには事perkWusrオーク1I0Jの古い?の最後の痕跡たるhーが

108母音の前の成節流音はどの語派でも『挿入母音 (iu a) +流音」となるが，子音の前で
はケルト語は他語派と異なり「流音+iJの反映を持つ.cf. Lewis-P，時間n(1937: 4lf.)，高
津(1954:89lf.)，神山仰01:3lf.). 
I田*kamb-cト.rit-o-と分析され，前要素は『曲がった」を表し(8ωkes-Be盟nberger1979: 7め，
IE *(5)加路、curve，加td"に遡る.α:Gk.amゆoc;r足が曲がったJ，Ir.伺m r曲がった』
(1日ωmm;*mb> Ir. mm; Lewis-Peder闇 I1937:39fふ(*1amb-y・>)Lat. cambio r交換するJ>(O)F.
changerよりE.cha喝eが得られる.
110原著の、erlwsは誤植.Cf.E.fir r:縦J，G.Folu官『赤松J，臨.また5.83参照.
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現れている111 対応する Goth.fi柏駅ni[.:ai [E])は語頭に規則的なιを持ち，

「山Jを意味する. r山Jと「森Jはしばしば混同されるものである.

また， *Upぽ「上lこjから-p-が脱落して*wぽ・が，他方*upor下に」から同

じようにして*wかが形成される.これらはそれぞれGk.huperとhupoに対応す

るが，その語頭のh・が本来的な要素かどうかはよくわからない【3.11]. 

5.80歴史の蒙明期にケルト人がいたと考えられるのは，最北部を除く今日の

ドイツ，及びボヘミアとオーストリアである.この地域から彼らは紀元前第一

千年紀のはじめ頃膨張を開始し，主として西進して後のプリタニア，ガリア，

ヒスパニアに達した.他方，南と東にも歩を進め，北イタリアにも，ギリシア

遠征の後には小アジアにも至り，そこではガラティア人の名で知られた.

5.81 その言語には古く bの音がなかったため [9.94]，一般に事gがbに転じ

た.牛の呼て賂であるIr.bo【[bo:])， Br. bu∞'hに見られるごとくである.pが

失われると，その占めていた位置が空き間となり，【*gW>bと】並行した事kW，*kw

>pという変化が可能となり，実際にこの変化が生じた.だが，それはケルト

語の領域の中の一部に過ぎない.例えば，L乱 qu制 rorr4Jに対応するow戸 靭E

にはpが現れるが， Ir.ω由ir1l2にはひ (=酔])が生じている.また，馬はガリア

の人名に句かとして現れるが113，アイルランド語ではech(< ek-)114である.言

語学ではこのようにして [*kW，吐wを保持する】 Qケルト語あるいはゴイデル

諸語と，【*kW，*kwをplこ転じる]pケルト語あるいはプリトン諸語とが区別さ

れ，今日において前者はアイルランドとスコットランドに，後者はウエールズ

とアレモリカに位置する.ガリア語は rp語j とみなされ，あまり解明されて

いないヒスパニアのケルト【=ケルト・イベリア】語は rQ語j らしいため，

*kW を保った第一の波【のケルト移民】が甚だしく西進してアイルランドやヒ

スパニアに至ったのに対し，rp語Jの話し手であった第二の波はそこまで西に

向かうことなく，ガリアや大プリテン島に留まったと考えられることも多い.

しかし，上記のようにガリア語が一様に rp語J的であったわけではなく， [k1 

111 IE*pはケルト語において[中1]>聞の段階を経て無音となった白川s-Pedersen1937: 26f.). 
日本語のノ寸守子音曲~>~中]>向， e包}やカスティリア語の[t]>[h] >ゼロの過程に酷似する.
112 現在は倒血air と綴られる.標準的発音はMáh~1 である.
113例えばE酔鈎伊蜘“well-accu蜘 m“ω蜘 es"，号畑、orse・側dぽ.cf. Lewis-P，蜘蜘

(I937: 3). 
114現在の綴りは臨hで，laxIと発音される.
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と[P]とが長い間にわたって同一音素の多少とも個人的なヴアリアントであっ

たとし、う想定も可能である.

唇軟口蓋音

5.82 [k"]や[g"]のような唇軟口蓋音はとても不安定で，ちょっとしたきっか

けで[P]や[b]に変化しやすいと考えねばならない.この点で示唆に富んでいる

のは，多くの言語に現れる「海綿Jを意味する語のケースである.恐らくはそ

の本来的な祖形は*t"'ong加かであり，これは同じ子音を重ねた強調形で、あって，

泥やきのこ，あるいは例えば唇等の粘膜のように押せば凹む，軟らかい素材で

できたかたまりを表していたと思われる閥2 これに s-[1出没の sJ]が添えら

れることもあったろう.その要素がどんな意味を持っていたのかは不明だが，

*tegδ~*指gõllS 1私は覆う」にも見られるようにこの添頭は頻繁に行われる.

したがって出発点はすWont'"かあるいは与r/Wont'"。だ、が， -0の代わりに末尾

を-aにした「女性のj形態も作れる.二つの*i'wのうちの一方は異化して*bh

に転じやすい.前のホi'wが異化すれば*sbhoni'woが得られ，これはGk.sp尚昆ω

(すなわちsphongos)に実証される.またspo;路os，spoggall6の形も併存し，こ

こからラテン語の対応形 [spongia】が借用され，さらにそこからF.epongeや

E. spongeが得られる.2番目の *g加が *bhに転じた場合には *i'wombho-"'， 

*ghWombh，♂となり，後者からR.伊ba(1唇Jと「海綿J)が得られる117 これに

s-を加えればホs_ghWombho-'"となり，そこからGmcキswamb-，さらにG.Schwamm

(1海綿」と「きのこJ)が得られる.Dan. svamp (1海綿」と「きのこJ)やE.抑制P

「湿地」もこれと並行した形態であるが，みではなく?が生じている.第

一音節の母音が縮減した与g加ゆ，h_はキswumb-，後に*sumb-となり， -b-を?

府主2その初防こついてはMartinet(1986)に詳しく触れてある.そこで再建した祖形は回h回in
[だらだら・うだうだ]や伊angnan(めそめそ・ぐずぐず(の人)]と同じような反復形
であって，その二つの音節とも前置鼻音を加えたtW!こはじまる.(前置鼻音化音について
は1以下， 9.112-9.125を参照.
115 Cf. Gk. 0'tE:yω， Lat. tego， G. en帥 cken.出没のsについては3.11を参照.
116ギリシア語では軟口蓋音の前のyは旬]と発音される.また，これらの形態のうちspho箆:os
はアッティカ形， spo銘iaは新形とされ (Gemo1l684)，一般的なのはspoggosである.
117 Rη6aは主に「唇Jと「きくらげJを意味し， r海綿Jを表すのは指小形のη6闘である.
OCSgQbaは「海綿Jの意味のみで生じるが，Cz. houba， Bg.目白，ORη6a等から推察すれば，
本来的に「海綿Jと「きのこjを表したと思われる.Rη6aが「唇jの語義を獲得したのは 16
世紘i降のことらしい(qepl皿 1993:1， 225). 
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としたキsumpを経てG.Sumpff湿地Jへと到達する.Gk.somph俗「海綿質問

では語頭で特殊な処理が行われている.

5.83 上記のような異化が行われる場合と逆に，唇音が間隔をおいて後続する

唇軟口蓋音に同化する場合もある.Lat. quercus fオークjは可uerqu凶に由来す

るが，後者はさらに上 [5.79)でヘルキューニアの森について述べた際に登場

した *perkW1ω に遡る.Gk. pen飽(=叩田kWe)fSJと比べれば， La1. q曲lqueに同

様の現象が起きていることがわかる.Ir.凶>Ic1l8 fSJも二つの *kWを持つ形に由

来している119

緩音化

5.84 ケルト諸語はすべて紀元前の時代から緩音化(I創 出n)と呼ばれる作用を

受けた.これは子音が母音にはさまれたときに起きる弱化現象のことである.

このプロセスはロマンス諸語の例を使って説明することができる.Lat. sonator 

「音を鳴らす者Jを例に取ると，そこに現れる tは11.sonatoreでは保存されて

いるが， Sp.ωnadorでは非常に弱まったd(弱く言ったE.血isの血)に弱化し

ている.F.sonneurでは弱化がさらに進んで，問題の子音が消えてしまっている.

5.85 緩音化が生じるのは，重子音，すなわち同じ二つの子音の連続が母音聞

に数多く相主する言語においてである.多くのフランス人はillusionのlやsommet

のmを重子音として発音している.言語発達の事実が示すところによると，あ

る言語において重子音の数が相当に唱えて，その結果-at旬・のような連続が-ata-

と閉じ頻度に達したり，あるいは例えば・俗ta・のような他のあらゆる子音連続

よりも遥かに頻繁に生ずるようになる，というような状況も起こり得る.頻度

が高ければその情報量は少なくなるのであるから，人々は知らず知らずのうち

に，過度に頻度を増した重子音の調音に要するエネルギーを減ずる傾向が生ま

れる.-at飽・は-ata-に近づいて行くのである.他方，相互理解の必要性は相変

わらず存在し，例えばフランス語で言えばIadent/ladalfその歯Jとla-de伽ns/lad必/

「その中にJ，あるし、はilap出 /ilaprilr彼は取ったJとill'a pris /illapril f彼はそ

118現代アイルランド語の新正書法ではc白iglku:g/.
119 aホpenkWeより語頭の唇音が第二音節の唇軟口蓋音に同化した*kwenkweを経てラテン
語とアイルランド溜の形に到達する.その逆に，第二音節初頭の唇軟口蓋音を語頭の唇音
に同化した*penpe>*pempeよりGmc.*命nf>E. five， G.ぬnfが作られている.
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れを取った」とが混同されてはならないのであるから，閉じ位置，すなわち母

音間にある単純子音が同時に弱化しない限りは，重子音も弱化しょうがない.

つまり，かつての・制・が，その言語によって・副a-なり，E.白血の由を含む-atha-

なりに変化しないことには， -a出・は・a包・に変化できない.

5.86 緩音化はケノレト語における古い現象である.その痕跡はガリア語の碑文

にも見られ，ギリシア語での名称kemenoil20のmがセヴェンヌ山脈(Cevenn凶)の

vとなっているのも，他ならぬこの作用による.緩音化現象は西ロマンス語に

も見られるが，それはケノレト民族がラテン語を覚えた際の[発音上の】習慣に

影響を受けた結果とも考えられる.だが，緩音化は随所に，例えばへブ、ライ語

やフィンランド語にも見られる現象である121 この点でケルト語に特徴的なの

は，かつて行われた音声的プロセスである緩音化が，様々な言語の文法の中に

痕跡を残しているという点である.フランス語にこれと同じような現象の痕跡

がリエゾンとし、う形で見られるが，これも偶然などではない.例えば， Lat. (il)1ぉ

ferninas rこれらの女たち」はF.les femmesとなり，これはとても古くは綴りの

通りに，すなわち [1飽食mes]と発音されていた.(il)los infantesはlesenfantsとな

り，かつては母音聞の sを[z]に緩音化させて[lezefas]と発音された.今日で

はl白 femmes【[Iefam]]のsは発音されなくなったが， 1ωenfanぉ [[Ie品開]の

[z]は相変わらず残っている.ケルト語では曲用の多くの特徴がこれに類した方

法で表示される.例としてIr.b関白血「命」という語を取り上げてみよう.これ

はuisgeb回出al22 r命の水，ウイスキーJという複合語の要素の一つで、ある.こ

の語は今日では[biaha]123と発音されるが，綴りは非常に古風で， 12世紀当時

の発音を写している.この語の前に三人称の所有代名詞a[吋“his，her， their"を加

えるとすると， a自体は形を変えないのに，所有者が男か女か複数かで bea白血

の初頭音が変化する.所有者が男である場合には，英語で言う hislife はabh伺由且

[a v'aha]である.女性の場合， her lifeは初頭音がそのままのabeathaで，した

120中性名調KE舛wovt臼 no1l431)が通常の形であり，ここに記されるのはmを一つにし，
男性名詞として複数形にした形である.原著者によればmが一つの形が想定される.
121 日本語のいわゆる連濁現象もその一例である.
122周知のようにこれが英語に借用されて凶queb創出，叫首s勾rbaeを緩て末尾を略した
whisk(e)yに至っている uisgeは新正書法ではui蹴と綴られる.発音はRiaI回nah孟ireann
(1986)によれば/i.fkla/だが， [ザ到のような実現もある.
1お狭音に隣接する母音は前舌化されるため原著の[吋は精密には[a]あるいは[a]と記す
べきである.
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がって [abial叫と発音される.所有者が複数のときはleurvieすなわち theirlife 

はambeatha [a miaha]である.ここで言う所有代名詞とは，実は古い人称代名

調の属格形であって，したがってフランス語で、言えばそれそeれdel凶，d'elle， d'eux 

に相当する.男性形の属格は，ラテン語でもこの格がしばしばそうであるよう

に，もともと末尾に与を持っていた124 したがって bea出aの初頭の与はもとも

と母音にはさまれており，規則に従って調音が弱まり [s](Sp. la vaca ["雌牛J

の vの音)となり，後にこれが普通の [v]となった125 女性形の属格はもとも

と-8に終わっていた.Lat.pa脚色milias["家長J1舗の場合と同様である.前にこ

の-8があったために b伺 Ithaの初頭の bは保存されたのである.複数では，属

格の語尾はLathominum ["人々のj にも見られるように-mに終わっていた127

こうして生じた...mb…という連続は，この言語にある他の叩b-と同様に扱わ

れ， m-に単純化された128

5.87 これと同様に，ブルトン語の「父親Jを表す語は，その文法的分脈によ

って句d，zad，ぬdの何れかの形を取る.これは幼児語に起源を持つ，古し、*凶a

に由来し，恐らくはE.ぬd，也ddyもここに端を発する.

ケルト語の残津

5.88 南のローマ人と北及て煉のゲルマン人にはさまれ，ケルト入の領地は漸

次縮小して行った.これまで長い間，ゲルマン人が侵入してくる以前にガリア

全土がローマ化されていたと考えられていた.今日では，大陸内でもアレモリ

カのような周辺部やスイスのような到達困難な場所ではケルト語が生きながら

えたと考えられるようになってきている.アング、ロ・サクソン人の圧力にさら

124もっとも生産的な幹母音dかを持つ曲用の単数属格の語尾は一般には・osyoあるし、は
-050であるが，イタリック語派とケルト語派には起源不明の与が用いられる.例えばLat
dominus r主人」の属格はdominiである.Palmer (1954:243)，高津(1954:230)参照.

1おこのように母音聞で子音が弱化することによって生じる緩音化はbheathaのように問題
の子音にhを加えて表示されるので「気音化J(押刷耐のように呼尚もることもある.
またbhは音素表記では/v/と記されるのが慣用だが，[v]あるいは聞や[w]と発音される.
m イタリックは訳者.分かたずにpaterfami1iasとも綴られる.第一変化とも呼ばれる E・語
幹名詞の単数属格の本来の語尾は-asであり，この慣用的表現に古形が残った.古典ラテ
ン語の時代lこはこの本来の語尾は，。語幹の4の類推から， -ai>-aeに置き換えられた.高
津 (1954:224f.)， Palmer (1954: 241)参照.

127一般には本-omあるいは事-omが再建される.Cf. 10. 55. 
128綴りではmb-と書かれる.この現象は鼻音化あるいはec1ipsisと呼ばれる.
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されて大ブリテン島のケルト人は西に移動し，あるいはその一部は英仏海峡を

渡ったが，そのとき以来ブルターニュと呼ばれることになる地域において，彼

らはガリアのケルト語を相変わらず話していた住民に出会った.ブリテン島か

ら新たにやって来たケルト人はブ、ルターニュの南部よりも北部に多く定住し，

彼らの話す島l嘆方言が優勢となったが，【南部の】ヴァンヌのあたりは例外であ

って，そこでは大闘句な形が保持されたと考えられる.ブルトン語には4方言

があるが，そのうちカンベール，レオン， トレギュの3方言(頭文字を取って

KLTとも略称される)ではウエールズ語と同じく次末音節にアクセントがあ

る.他方，もう一つヴァンヌ方言は最終音節にアクセントを持つのである.

5.89 今日，ヨーロッパ西部のケルト語が話される諸地域ではすべて二言語が

併用されている.すなわち[フランスのブ、ノレターニュ地方では1フランス語と

ブルトン語，【連合王国のウエールズでは】英語とウエールズ、語，【スコットラ

ンドでは】英語とスコットランド・ゲール語が併用される.アイルランドでは

アイルランド語が公式に国語の地位を獲得しているが，この言語も全土に及ん

でいるわけではない.19世紀の中頃に大飢僅によって人口が激減し，また住民

は大挙してアメリカへと脱出してしまったため，それ以来アイルランド語はこ

の島の西の周辺部に居住する農村住民にしか用いられていないのである129

トカラ語

5.90 それは20世紀に印欧語学者が経験することになる最初の驚きであった.

中国領トルキスタンで，通例A，Bと呼ばれる二つの異なる方言130で記された

文書が発見され，次いで解読されたのだが，これによって印欧語の再建に革命

がもたらされたわけではなかった.この言語が印欧語であることはかなり容易

にわかった.つまり，祖語についてのそれまでの理解に変更を迫るような新た

な要素はこの言語にはほとんどなかったと言える.この言語が記された時代は

かなり新しく，紀元7世紀のことであって，そのため語葉はかなり新しくなっ

ていた.この言語が想像をかき立てたのは，特に，上述のようにこれほど東方

129アイルラント清香保存酬はゲルタハト(Gael恥 ht)と呼ばれる.土居(1988a)参照.
四方言A，Bはそれぞれ東トカラ語と西トカラ語，あるいはアグニ語(A炉開n;トウルフ
ァン(吐魯番)・カラシヤール(駕誉)地域)とクチャ語 (Kuch聞)とも呼ばれる.
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にケントゥム語があろうとは予期されていなかったからである【5.12].彼らが

この地方にまで至った理由については，仮説さえも試みられていないようであ

る.インド起源の書記法が用いられていることから解読は容易であるが，その

書記法はこの言語の音韻体系にあまりよく合っていない.そこには，例えばt，d，

dの系列をすべて同じーっの tにしてしまうというように，子音の三系列を混

同するというような，非常に特殊な発達が行われた形跡が見られる.このよう

な混乱をいわば補う形で，スラプ語や，印欧語領域の西の端のアイルランド語

に見られるのと似た現象が行われている.つまり， [子音+母音という連続にお

いて1母音の音色が子音に及んで，母音自体は弱化してしまうという現象であ

る.母音が消え去ってしまえば，子音の総数は原則としてもとの三倍の数とな

る.旬ti，個個，凶uという三つの形を例にしてみよう.組経ではiの調音が先取り

【5.33]されてばとなり，凶uからは凶uが，蜘からは単純な闘がそれぞれ

生じる.このようにして【硬口蓋化音の】爪【唇軟口蓋化音の】ItU/，【中立的

な】 /tIの三つが区別されることとなり，いわばこれによって，かつて行われた

無声の*tと有声の句及び帯気音の*dhとの区別が失われた穴が埋められたので

ある. トカラ語に想定されるこのような発達は文証される言語状態の時点では

すでに完了してしまっているが，奇異に思える母音の変化(例えばGk.gl加lphos'‘
に対する kemel31 r歯J)や， Gk.hupnωやSkr.svapnasに対する spanel32r眠りJ

でpとnの聞に母音が現れていることに見られるごとく，母音が予期されない

位置に置かれる現象が，このような想定によって説明されるかもしれない.

ヒッタイト語

5.91 1917年に解読されて知られるようになったヒッタイト語は【前述のトカ

ラ語の場合よりも】遥かに大きな反響を比較言語学に与えた.これは紀元前第

二千年紀に小アジア中央部にあった【ヒッタイト】帝国の言語である.ヒッタ

イト人が表記に用いたのは，シュメールに端を発するアッカド(あるいはまた

アッシリア・パピロニア)の文字議臓であり，模形文字と呼ばれている.この

131 11ωh.Bの形.A方言形は凶.IE *gembho-‘加血，nail"・
出 T∞h.Bの形.A方言形は榊Ip.IE*町 ep-no-l*sup-no・“'51飽:p(n.)"<切時“ω5Iee:p"・
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文字品邸裁では個々の文字は粘土版の上に筆記用の棒を押しつけてしるしを一定

数付けることによって記された.これは表意文字と音節文字とで構成される混

合システムであった言語が異なっても，表意文字は同じ概念を表す.例えば，

r8Jとし、う数字は一種の表意文字であって，その形態が VOSen1， acht， h凶tと言

語によって様々であっても，ロシア人にもドイツ人にもフランス人にも理解さ

れる.シュメール語やアッシリア・パピロニア語を読める人は，ヒッタイト語

のテキストの中の表意文字がどう読まれるのかはわからなくとも，その意味が

簡単にわかった.他方，そのような人はその意味はわからなくとも，音節文字

で書かれた部分を発音することはできた.ヒッタイト語が印欧語であるとし、う

仮説は[後に]正しいことが判明したが，この仮説によって，内容がわかって

いる分脈の表意文字にも助けられ，このような発音される要素【-音節文字の

部分】の素性が解明されたのである.

5.92 トカラ語と同様にヒッタイト語もケントゥム語である.しかし，ヒッタ

イト帝国のほうがずっと西に位置していたため，この点はさほど驚くことでは

なかった.この言語と当時まで再建されていた印欧祖語とを直主妥結び付けるの

に時間がかかったのは，その表記法の性質上，一連の語の形態を同定しにくか

ったことも一つの原因で，両言語が大きく異なるように思われたからであった.

実際，この言語は，印欧語族に属す他の語派が分離するよりも，ずっと以前に

共通の幹から分かれたように見える.男性と女性が区別されないことや，動調

の活用では他語派と同じ形式的要素も見いだされるが，かなり特殊な簡略化が

行われていること，また他の点では，実際にはそれまでまったく文証されてい

なかったが，古い時代の祖語を再建する際に，代数的な考察によって想定され

ていた音素の一部が保存されていること133，これらすべての点でヒッタイト語

は他と一線を画している.また，このような特徴を持つのはヒッタイト語だけ

ではない.同じ頃，アナトリアには同じような印欧語が他にもあり，その中で

ももっともよく知られているのは，ヒッタイト語と同じく模形文字で文証され

るルウィ語である.その他にも，リュキア語やリュデ、イア語があり，これらは

アルフアベット式に表記され，古代からよく知られた民族の言語である.これ

133 Ferdinand de Sa崎町によって想定され，後にラリンガノレ(喉音)と呼ばれることにな
った寸墓の音が含意されている.9.30以下，またバルト・スラブ語のアクセントとの関係
については5.32を参照.

1
 

1
 

1
 



らの解釈には様々な問題がある.

5.93 ヒッタイト語は閉鎖音に二類，恐らくは無声音と有芦音の区別を持って

いたらしい.だが書記法の制限のためにこの区別は語中でしか表示されない.

すなわち，ほぽ一定して文字を重ねる場合と一文字だけを記す場合とがあり，

その後者が他の諸言語の有声音にほぼ対応しているのである.この点その他に

現れているように，ヒッタイト語について現時点で我々の持っている知識は確

固としているとは言い難く，一貫性のより高い，あいまい度のより小さな表記

法が用いられる言語のケースと同じだけの確実性をもって主張を行うとし、うこ

とは困難である.しかしながら，この非常に特殊な言語を知ることにより，研

究者は他の諸言語のデータを解釈する際の自信を増したとも言える.

文献案内

5.94 本章では様々な主張あるいは提案を行ったが，正確な文献指示を加えて，

それらの裏打ちをしようとしても徒労に終わるだけである.ここには，著者が

60余年の長きにわたって，文献，あるいは師に当たる方々及び同僚諸氏からの

ご教授によって得られた，幅広く様々な要素が纏められている.ただしそこ

には熟慮と，著者自身の流儀で再解釈が加えられている.例えば，ゲ‘ルマン諸

方言相互の関係のような点に関しでも， 20世紀の聞には見解に多くの進展が見

られ， 20年代に著者のソルボンヌで、の師Pa叫V間町先生の講義を受けたことか

らはじまって， 2年前[.:当時】にシカゴで同僚であったWitoldMailczak'"氏か

ら伺ったお話まで，私の意見に影響を与えた著作やご教授のすべてを引用しよ

うとしてもまったくきりがない.

普通の辞書や，上記第N章の註で角針Lたものを除いて，著者が形態や見解を

確認する際に常に手元に置く著作は下記である:Burrow (1955)， Leskien (1919; 

1932~， Meillet &弛ndryes(1948う， Pedersen (194ザ)， S即 断 飢i(1933)，τhumeysen 

(1909). 
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第羽章

分岐，収束，近親関係

6. 1 あらゆる言語は常に発達を続けている.これには様々な要因がある.その

うちもっとも重要なのは，社会構造が時を経るに従って変化していくことであ

る.すなわち，言い表すべき新たなものごとが出現したり，あるいは以前から

あったものごとにも違った表現を用いる必要が生じるのである.現代世界にお

いては【交通・通信手段の発達によって体感される】距離が短謝首されたため，

異なる文化聞の交流はますます頻繁に，密接になってきており，たとえ実体験

には思い当たることがなくとも，このように社会が常に変化しやすい状態にあ

ることはほぼ自明であろう.このような変化は実際新たな要求に応えることか

ら生じる場合が多い.そのため，変化によって誇いが生まれることはなく，変

化は普通気付かぬうちに起きているものである.今流通しているこれこれの果

物は20年前には市場に出回っていなかったとか，これこれの服のデザインはも

う時代遅れだとか，これこれの世界観はもう通用しなし、とか，世界が変化した

ことを意識するのは，以前を振り返ってみる折にほぼ限られている.今日では

寿命が非常に延びたために，このような回顧が行われやすくなっている.もっ

とも，昔から言われる Lat.laudator temporis actf r過去の讃美者J(過去とは言っ

ても昨日のことではなし、)という言い回しにも現れているように，このように

昔を振り返ることはいつの剛知こも行われるものである.

6.2 現代文化が変化しやすいものであることを意識すれば，言語がそれに影響

を受けることがひとりでにわかるとし、うわけでもない.すたれていく語も文学

作品の中では生きているものなので，その言語を使っている人々は語棄が移り

変わって行くことなど感じないものである.ちょっと前まで[フランス語で】

果物のavocatierrアヴォカド」やmagretdeωnardr鴨のマグレ(ささみ)J， anorak 

fアノラックjやsiωvr変動資本投資会社Jといった語は知られていなかった

し，使われでもいなかった.このことにはたと気付いたとしても，だからとい

ってこのような新語が伝統的な語葉の牙城を崩すものだとは感じられないもの
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である.たとえ新たな語葉の流入に目を向けたとしても，人々の反応は結局の

ところかなり健全であって，そんなつまらないことでは言語の根幹，つまり発

音や文法，あるいは基礎的語実に影響は及ばないと考えることであろう.とは

いえ，今自分の話していることばをじっくりと噛みしめてみて，まるでまだ1900

年当時のような，つまり二つの世界大戦も経験せず，それ以来培われた様々な

変化，物資，知性，モラルもまだなかった当時のようなつもりになってみれば，

二言口に出すうちの一言がもう理解できないとわかることであろう.

6.3 だが，これは特に今世記[..・当時】について言えることであり，いわば時

代の先端を行く社会の傍らに， r原始的」な社会，すなわち今日でもなお石器時

代と変わらない社会も存在している，という点は強調していいと思う.実際，

言語発達のベースは世界の発達の反映であるため，現代において我々が身を置

く圏内及び国家聞の複合体では速く，等質性が高く閉鎖的な個々の小さな社会

では遥かにゆっくりとしていると考えられる.しかし，櫛虫がまったくなくと

も言語は発達することがある.言語の中では，変化を歓迎しない意見と変化を

求める意見とが対立し，コミュニケーションの必要性と伝統の要請が永遠に争

いを繰り広げているのである.個人レベルで言えば，発音器官の不均衡が変化

を促す一因となっている.何しろこれはもともと【食物摂取と呼吸という1他

の要求を満たすようにできているのである.

あご

顎の骨の役割

6.4言語は，そのもっとも基礎的なレベル，すなわち音のレベルにおいてすで

に不安定である.その恒常的な原因をもっともよく示しているのは，音を発す

る際の顎の骨の役割である.あらゆる音声言語には母音が必ずあるが，これは

単に声帯の振動によって生じる音が口腔内で反響したものに過ぎない.個々の

母音の差異を生み出しているのは口腔の取る形状である.その形状を決定して

いるのは，口腔内の諸器官のはたらき，すなわち舌の前後の位置，唇の形状，

口壷机の上げ下げばかりではない.下顎の下げの程度もまた大きな役割を負っ

ており，これによって開口度が決定される.開口度は[a]では大きく， [i]や[叶

σ'.ou)では小さく， [e]σ.eやめや[0]では中程度である.下顎は厳密に上から

下へと動いて口が聞くわけではなく，実際には顎の関節を支点として回転運動

が行われるわけであり，そのため開口度の角度が一定の場合，後部におけるよ
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りも前部におけるほうが上下の顎の間隔は広くなる.さて，様々な言語の母音

体系を観察すると，舌が口腔内の前部あるいは後部のどちらに集中する場合に

も，顎の毘♀宣車を用いる傾向があることが明らかとなる.

6.5 ある言語において前舌州立置で三つの開口度があり，したがって/aI(F.pa臨

「足」の母音)と/e/(F. cle r鍵」の母音)及び/iIが区別されるならば，後舌

の位置にも三つの開口度があり， /0/ (F.p勧「パン生地」の母音)と /01(F. clos 

「畑」の母音)と/u1(F. clou r釘」の母音)とが区別されA尋る.前舌で四つの

開口度を持ち，/aI， /fiσ.と)，/e/σ..e.)と/iIを区別する言語の場合には，後舌でも

顎の同じ角度が使われて， /0/， /;J/ (F. so恥「愚かなJ(女性形))， /01 (F. saute r急
変J)と/u1(フランス語では ouと綴る)が区別されると期待されA尋る.これ

は現代フランス語，イタリア語，デンマーク語等で確認される母音体系であるI

これら三つの言語では，前舌母音のうちの二つの区別があまり厳密とは言えな

い(例えば R印刷即「前のJ，exact r正確なJ，quai rプラットホームJ，gai 

f陽気なJ等では6ト[e]lが用いられる場合もとト[e]】が用いられる場合も

ある)が，このような言語においては，後舌で閉じ開口度を持つ母音([;:，]と [0])

の区別もまた厳密ではない.また，前舌に二重母音があるなら，すなわち例え

ばE.paleの[e1]のように調音の途中で開口度が変化するのなら，同様に後舌に

おいてもpoleの[ojのように二重母音が生ずる傾向が認められる.

6.6 しかし，発音器官の形状からして，異なる音を発する際の口の構え同士の

隔たりと，その結果として生じる音色の差異は，後舌の場合のほうが小さい.

そのため，多くの言語において，前舌に弁別的な母音が一つ多いことがある.

例えば南部のドイツ語では Segen‘「祝福」と sagenrのこぎりを引く」とが区

別されるが，前舌の長母音に/e:/，/eゴ， /i:/の三つがあるのに，後舌にあるのは

/0:/， /u:/の二つだけで， /aゴは中間的な性質を持っている.フランス語でも 18

世紀まで前舌には長い6【=[e:]l (idee rアイデアJ)，短い6【=[e]】(derさい

ころJ)，長いeト[広]】(位e初版っと短いとト[e])(me臨「置く J)の区別

喋れたのに，後舌で闘IJされたのは長いδ(s蹴唱変J)と短いo(sotte r愚
かなJ(女性形))だ、けであった.このように様々な母音体系の変遷を調べてみ

1ただしイタリア語には開母音に前舌Ia/と後舌10/の区別はない.また半開母音le，:J!と半
狭母音le，oIが区別されるのはトスカーナ方言のみである.
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ると，前舌と後舌の比率は4対3とは言わないまでも， 4対3と3対3の聞で

あって，これが不安定の常なる原因なのである.少々幼稚な言い方をすれば，

前舌母音に四つは多すぎるが，三つでは足りないのである.ここ三世紀の聞に

フランス語の母音の辿った歴史は，前舌の四つの開口度を後舌の系列にも広げ

たために生じたものであって，その結果，長いδと短いoとの対立が狭いδと

広いoの対立に移行し，前後の比率は4対4となった.北部のドイツ語におい

てはSagl回とSeg聞の区別が失われており，前後の母音数の比率は4対3から3

対31こなった.

文法の不安定さ

6. 7 まったく別な面においても，不安定さが生まれる同種の原因が見受けられ

る.ある言語に現在形と対立する過去形が存在する場合，未来形もあるだろう

と考えても不思議はないし，確かに言語の発達を長期にわたって追ってみれば

その通りかもしれない.しかし，これは少々短絡的な論理であって心理的な現

実とは大きく食い違っている.つまり，経験された過去のことならばうまい具

合に，また充分客観的に言い表すことができるが，これから行われる出来事の

描写は不完全にならざるを得ず，義務や意志あるいは願望の見地からの表現が

行われがちである.したがって，純粋に未来のことが表現されるのは過去の場

合に比べてずっとまれで，未来形がある言語でも，未来形の組織は過去形の場

合よりも貧弱なのが普通であり，これはまた調査によって確認されることであ

る.例えばフランス語には過去形で日伽I“hew.鎚"単純晶去】と姐伯it【‘'hewω"

半過去】の区別があるが，未来形にはseraの形一つしかなし、，2 一方にはパラダ

イムを拡充しようとする傾向が見られ，例えばF.il a fait【“hehasdone"のよう
ふえん

な複合過去】を敷街して，動調avoir“ωhave"のすべての時制形態と法形態が過

去分詞と結びつくようになったり，あるいはE.ωbeのすべての時制形態と法

形態が-ingに終わる形と結びつくようになる，といった現象が生じているが，

他方では言語コミュニケーションの実際の必要性に見合わないところまで拡大

するのは避けようとする傾向もあり，この二つの傾向は常に争いを繰り広げて

いると言えよう.

2 これらの形態の由来に関しては3.12及び同所に加えた訳註を参照されたい.
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内的な要因

6.8 上で述べたことから重要な示唆が得られる.言語の発達を決定するのは，

満たされるべきコミュニケーション上の新たな必要性が出現することばかりで

はない.発達の中の一定の段階において，言語体系の性質そのものがその方向

性を大きく左右して行くのである.例えば，現在形に対して過去形を区別する

言語では，この区別を行わない言語よりも，未来形が作り出される可能性が高

い.また，帯気音の p~砂今と無気音の p とが区別される言語ではヲこの区別が

tや kについても行われるようになる可能性がある.なぜならこの言語の話者

は口腔内での閉鎖(例えば阿)と声門を開いた調音，すなわち凹とを同時に

行う術をすでにIL4等ているからである.これから言い得ることに，ある民族が

いくつもの支脈に分かれ，移民によって支脈同士の接触が失われた場合，すべ

ての支脈[の言語】において当初は並行した発達が行われることが予想され，

それらの個々の支脈が異なる影響を受けた場合であっても，ある程度の並行性

が継続して現れると考えられる.有史以前の[言語分岐の】プロセスが生じた

時期を定めようとするならば， [物理的な民族の】分裂と，個々の発達における

【言語的な】分岐が生じたと考えられる瞬間とが同時であるとみなすことはで

きない.例えば，ロマンス語を比較することによって原初ロマンス語の再建，

すなわちラテン語から生じたこれら諸言語の中に見られる分岐的な要素をすべ

て考慮の対象から外した言語の再建が試みられたことがある.この作業の結果

得られたのは，ラテン語とは似ても似つかぬものであった.これらの言語は同

ーの方向に発達することからはじまったからである.例えば，ルーマニア語，

イタリア語，フランス語，スペイン語及びポルトガル語を取り上げ，比較によ

ってR悶 1trl00Jに当たる語を再建すれば，その結果得られるのはLat.cenωm 

['ken何m]ではなく，イタリア語の形態['s四ω]に類するものとなろう.

分肢と『系統樹』

6.9 かつて言語学者と言えば比較言語学者を指すのが普通で、あり，言語学者た

ちは長い間にわたって言語発達を分岐という観点からのみ捉えていた.ある言

語がある民族に話されたとしてみよう.この民族からいくつもの異なる民族が

分かれ出る.これら諸民族各々の言語は独自のリズムで，独自の方法で発達す

る.後に今度はその中の一つの言語が複数の言語に分かれ，さらにそれらの言
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図12 系統樹
この系統樹は19世紀終わり頃の知織及び当時認められていた一般的見解を反映した
ものである.ここではトカラ語もヒッタイト語も考慮に加えられていない.r等」と
記されている場合は.例えばオランダ語やチエコ語のようにスペースの関係で記載を

略した言語があることを示す.
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語もまた同じことを繰り返す.この一連の現象は系統樹の形で図示することが

できる3 その場合の木の幹は出発点の言語で、あって，そこから一定数の枝が分

かれ出ており，これらの枝一つ一つが言語に対応する.これらの言語もまた特

定の言語に分かれ，以降また同じことが繰り返される.印欧語を当てはめれば，

幹が表すのは【印欧】祖語である.はじめにその幹を二股に分けて，一方にケ

ントゥム語群を，もう一方にサタム語群を配置することができょう.ケントウ

ム語群の大枝はやがてへレニック語派，イタリック語派，ケルト語派，ゲルマ

ン語派の枝に分かれる.その最後のゲルマン語派の枝を例に取ると，ここから

東方語群，北方(ノルド)語群，西方語群の三つの小枝が出ている.その最後

の小枝は二つに分かれていて，一方はドイツ語，もう一方はアングFロ・フリジ

ア語であり，その後者はフリジア語と英語に分かれている.英語はさらに南部

と西部のケント方言，ウエスト・サクソン方言群，及びマーシア方言とノーサ

ンブリア方言に分かれる.さらに付け加えるなら，若干のゆれを経て，これら

のうちのマーシア方言が中世及ひ覗代の英語として重んじられている点を指摘

しておくべきだろう.しかし， ドイツ語で Stammbaumと呼ばれる系統樹がも

てはやされていた当時，ここに見られるような衰退という側面にはあまり注意

が向けられていなかったことも指摘しなければならない.その後素性が明らか

にされたトカラ語とヒッタイト語が上では言及されていないことにも気付かれ

ることであろう.系統樹という少々単純化し過ぎた捉え方はその後時代遅れと

なったのである.

波紋説

6. 10 19世紀の終わり頃に波紋説(G.Wellen血切>fie)と呼ばれる新たな理論が登

場したこれは系統樹に完全に取って代わることはないにせよ，少なくともそ

の不備を補うもので、あった4 言語変化とは，該当する言語領域の中の一地点で

何らかの改新が生じ，それがそこから少しずつ広がって行くことから起こるも

のであり，その様は，水に小石を落とすと，その場所を中心として同心円状の

3周知のように，この把握法はSchleicher(1861)の官頭で提唱された.当時はダーウィンの
『種の起源JI(1859)が出た直後であり，明らかに進化論に影響を受けている.

4 この説はいわば系統樹説のアンチテーゼであり.Schleicherが1868年に早世した後，彼
の弟子Schmidt(1872)によって唱えられた.
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波が水面に広がって行くのに似ている.これがこの説の基本概念である.視点

が変わったことにすぐ気付く.想定されているのはもはや，故郷を離れ，未聞

の荒野に分け入る入植団ではない.この説が扱うのはある言語が話される連続

した領域である.その中の複数の地点、を中心に方言分化が開始され，それに異

なる改新が次々に加われば，ついにはまったく別の諸方言(idiome)が生まれる.

一つの場所からし、くつもの改新が生まれ，そこから出た波が大体同じ地点に留

まれば，言語境界が形成される.すなわち，多くの改新が行われたために，住

民同士が相互理解に困難を感じるようになるのである.この過程が長く続けば

相互理解は不可能となり，そうして異なる二つの言語が生じることとなる.

6. 11 波紋説が出現したのは，ちょうど方言に対する関心が高まりはじめた時

期のことで、あった.つまり，系統樹にその名が登場するような大言語もはじめ

から大言語だ、ったわけで、はなく，政治的，経済的，あるいは文化的な拡大によ

って，雑多な要素の混在する領域が言語の面で均質化され，大言語が生まれた

ことが意識された時期である.例えばフランス語も最初はパリで話される地方

語(vemac凶誼e)に過ぎなかった.軍隊の影響や，商人や詩人に好んで用いられ

たことから，これが数世紀の聞に次第に勢力を拡大したのである.その過程は

ノ号リ周辺の住民がパリ風のことばを用いだしたのにはじまり，後には首都から

離れるに連れて共通・公用語として学ばれるようになった.ただしそれと同時

に，オイル語，オック語，カタロニア語，バスク語，ブルトン語，フラマン語，

アルザス語といった地方語もしばらく保たれた

収束

6. 12 当然ながら，上に記したフランス語のケースが，紀元前第三あるいは第

二千年紀の印欧語にあらゆる点でそのまま当てはまるわけではない. しかし，

そこで得られる収束の概念は採用してよかろう.すなわち，言語の収束とはコ

ミュニケーションを円滑化すべく自分のことばを相手のことばに近づけること

から，あるいはコミュニケーションを円滑化する最良の方法が相手の言語を学

ぶことだと納得することからはじまると考えられる.収束が行われでも，それ

と同時に共同体のあらゆる話題にその影響が及ばないと，事実上分岐が生じか

ねないことは承知しておく必要がある.収束によってある方言が別の方言に近

づけば，この接近に関わりを持たないその他の近隣方言との関係では逆に分化
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が生じることにもなる.

デンマーク語
['] ，..， [?] 

低地ドイツ語

図13 波紋説

民族移動の結果，・'ww-を・銘・に転じた民族と.-ww-を保存した民族というニつの異

なる「枝」のゲルマン人が2鶴虫することとなった.低地ドイツ語には口と記される一

種類のアクセントしかない抗デンマーク語にはmorr母親J[mO'K]とmordr殺人」
[mo7K] Iこ見られるごとく[']と[?]というこ種類のアクセントの対立があり，後者は小

さな咳によって特徴づけられる.デンマーク語の領域の一部は低地ドイツ語の影響を

受けて，これら二つのアクセントの対立を失い.[']のみを持つに至っている.
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6. 13 一つの言語をきれいさっぱり捨て去って別な言語に乗り換える，という

ところまでには至らない場合もある.このようなとても微妙な形の収束の重要

性が現代の研究によって明らかとなった.イタリア人研究者は一般にラテン語

とイタリア中部のその他の印欧語との関係について次のような見解を採ってい

る.すなわち，これらの言語がよく似ているのは，古くからこの地域が一つの

共同体を形成していたからではなく，半島内で接触が行われたからだとするの

であるが，上記の理由から，印欧語に関わる諸現象においてあらゆるデータを

細かく検証せずにこの見解を退けるわけにはいかない.上ではこれとは異なる

立場を取り，有声帯気音と呼ばれる音素が無声帯気音に転じた言語状態から出

発して，これらすべての言語の子音体系が完全に説明される点に重きを置いた.

この立場は，収束が生じた可能性をまったく排除するものではない.ただし，

このような収束が起こったとすれば，それは上記の諸民族がイタリアに到来す

る以前に，中部ヨーロッパの一帯，例えばドナウ川あたりで生じたと考えねば

ならない.ケルト語やゲノレマン語でb，d等の有声音で現れる音【=祖語の有声

帯気剖を，ある剛~にこの地で行われていた印欧語の諸方言は，一斉にph，血

等の無声帯気音へ変化させたのである.この系列の音素を通常の表記法に従っ

て，すなわち例えば唇音については町hのように表すとすると，上記の内容は

次のように概括できょう.すなわち，ケルト語やゲルマン語のような北寄りに

行われていた印欧語諸方言では気音が失われて bや[悶が生じたが，問題のヨ

ーロッパ中部地帯では気音は保存されたものの閉鎖音が無声となってキph等が

生じたのである.この*phは古典ギリシア語では保存され，さらに悶に転じる

のは後のことであったが，イタリアに押し寄せることとなる人々のもとではこ

の発達は古い時代に行われていた.印欧祖語のいわゆる「有声帯気音」の素性

に絡む難点については以下【9.83:ff.】で詳述する.

ウヱネト人

6. 14 紀元前第三あるいは第二千年紀に一つであった民族が，後にはヨーロツ

パE大陸内の別々の三つの地域に現れ，その各々の言語は印欧語の別々の語派

に属すという場合もある.ウェネト人(ウェネティー)のケースがまさにそれ

に当たる.

6. 15 今日のヴェニス(ヴェネツィア)を中心とするヴェネト地方には，紀元
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前何世紀かにウェネト人(Lat.弛:nen)が居住しており，若干の碑文によりその言

語が知られている.綿密な調査の結果，その言語は中部イタリアの印欧諸語，

特にラテン語と近い関係にあることがわかっている.

6.16他方，カエサルがガリア征服に赴いた折，アレモリカの今日のヴァンヌ

地方にあたる場所で，彼はやはりウェネト人(同じく Lat.Venen)の名を持つ

民族に遭遇している.この民族がガリアの都市連合に帰属していたことを疑う

者はいない.ローマ人にウェネティアと呼ばれたこの地域において，今日では

ブ、ルトン語の一方言に数えられるヴァンヌ語が話されている【5.88].大ブリテ

ン島から到来したアレモリカの他の方言とは異なり，ヴァンヌ語は今日のフラ

ンスの地におけるガリア語の末商であるとも考えられる.このように，大西洋

岸のウェネト人がケルト人に属することは確実である.

6.17 また，スイスの北東部にあるコンスタンストボーデン】湖の一部は，

古代にはVenetusLacus rウェネトの湖」の名で呼ばれており，かつてここにVenen

という名の人々が居住していたと考えられる.もっとも，彼らがガリアのウェ

ネト人，あるいはイタリアのウェネト人と関係があるのかどうかは不明である.

6. 18 その8世紀後， Lat. Venen [wene叫と規則的に対応する [01HG Wmida， 

OEWmedasの形がゲ、ルマン語に現れる.これらの形態が表したのは，当時ポメ

ラニアからメクレンブルクにかけて北部ヨーロッパ平原に居住していたスラブ

人である.この語はヴエンド人【G.Wendenlの形で今日まで、残っており，ドイ

ツではベルリン南東の、ンュプレーヴアルト地方のスラブ語を話す住民，つまり

別名で言えばソルブ人を指す.また，オーストリアにはWIndischという形容調

【及び民族名 Wmde】があり，これはもともとスラブ語【スロベニア語】を話

す住民が住んでいた地域【ケルンテン】を表す際に用いられる5

6.19 結局同じ語がイタリック人，ケルト人及びスラブ人を表していることに

なるが，このような語が存在していることからどんな結論を導くべきであろう

か.これらが単なる同音異義語だとみなすことはできそうにない.印欧語の形

態でeが二音節連続して現れるなどあまり普通のことでないだけに，ますます

もってこの形態的一致は衝撃的である.したがって，ウェネト人という単一民

5 Venenあるいはゲルマン語靴Venediはスラブ人の意味で西暦I世車i'.).:.J来プリニウス，タ
キトゥス，プトレマイオス， 6也紀にはヨルダネス等の著作に登場する.
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族がかつて存在していたと考えてよかろう.OEWmedasに見られるように，こ

れはもともと['wen叫に複数主格の語尾-os・を加えた形であって，この語尾が

ケルト語とラテン語で -Iに置き換えられたと考えられる.この名の中にはよく

知られた語根wen-が見える.つまり F.V，白凶「ウェヌス(ヴィーナス)j， G. Wunsch 

「望みj，E.w凶， Dan.vl叩「友人j，Sw. van r友人，魅力的なJに現れる語根

である.この点からすると，この名称の原義は「愛すべき人々」だと考えてよ

さそうに思える.仮にウェネト人がこのような意味を込めて自らを称したとす

れば，このようなよい印象を近隣族も持ったと信じたいところである.だが，

印欧人諸部族が自分達の能力や武力を誇示しないで，周りに蝿びを売っていた

などとは考えにくい.そうすると，このwen.・という語根はここで「獲得する，

征服する」の意味で用いられていると考えるほうが有望だろう6 ウェネト人は

紀元前第三千年紀の終わり，あるいは第二千年紀のはじめ頃，北部ヨーロッパ

平原のバルト海とボヘミア山地の間あたり，あるいはその若干東か西に居住し

ていたと，~われる.その想定される時期に彼らは言語的にある程度独立してい

たが，近隣に居住する印欧語を話す諸部族との相互理解は可能であったと考え

られる.

6.20 ある時点において，彼らのうち西寄りに居住していた一派が，後にケル

ト人となる近隣族との関係を密にした.この一派の言語ではケルト語と同様に

市が弱まり，ついにはh・となった.この状態は*perkwusrオーク」に由来する

ヘルキューニアの森という地名に残されている [5.79].ケルト人が西進を開始

したとき彼らもそれに従い，ついには両者は一体化してしまったのである.

6.21 ウェネト人の別の一派は他部族とともに南下し，しばらくの間ドナウ川

流域に留まった.この地に居留していたときに，彼らはイタリック人とギリシ

ア人から無声帯気音を得たと考えられる [6.13]. 

6.22 さて，残りのウェネト人はもとの場所に留まった.その一部は北から到

来した圧力に屈してその独自性を失い，ゲルマン化したかもしれない.しかし

彼らの数は多かったため，結果的にゲルマン人のことばで「ヴエンド人」とし、

6 a*wen・は“ωd国re，町ivefol''' (e. g. E. win， G. ge悦nnen)を原義とし，そこから‘'beloved"
(Lat. ven凶“lovめや‘加伽ell"(E.明n，G.明知則)等の意味が派生すると恩われる.Cf.e.g.
Pokomy， W;岨ns，姪沼 (1988a).手に入れようとして腐心する，あるいは苦労して手に入れ
た対象には自ずから愛着があるだろうし，その対象が土地ならばそこに住むことにもなる.
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う名が東の近隣族一般を表すようになった.すでに述べたように【2.11)，ゲ、ル

マン人はこれと同じようなやり方で，彼らと接触のあったケルト人部族の名で

あるウォルカエを南西の近隣族一般の呼称として用いていた.ゲルマン人の東

の隣人【たるウェネト人】はその後の5世車国Eくにスラブ人の波に覆われるこ

とになる.その時にはケントゥム語群とサタム語たるスラブ語が分かれてから

幾千年かが街邑しており，自分達の言語を侵略者たるスラブ人の言語に少しず

つ近づけることなどほとんど不可能であって，前者は淘汰されたと考えられる.

この言語を異民族が受け入れたとおぼしき痕跡が，一部の西スラブ方言に見ら

れる.一例を挙げると，他のスラブ、語が鼻母音あるいは鼻音性を失った母音を

持つ位置で，ポーランド語は「母音+鼻子音」の結合を示している7 i歯Jは

OCS ZQbu'" (ほぼ['zoba])，R.剖b，SCr. zub8， Sln. zob"'， Bg. :zabであるのに対し，

ポーランド語の対応語【ZIlb】は[Z)mp]と発音されるのである.これと同じよ

うな現象はかつてフランスにも見られた.南フランスの人々は[パリ風の1フ

ランス語を話そうとしてωnton[[kat5J)をωn'ωng【[kanl:)IJ]】のように発音し

たものである.

6.23 上記のような経緯にもかかわらず，ゲルマン人は大移動の前も後もこと

ばの通じない近隣族をヴ、エンド人と呼んでいる.同様にして，【ウォルカエに由

来する)E.Welshはウエールズのケ/レト語を話す民族を表しているし， G. Welsch 

は今日ではスイスのロマンス語を話す民族について用いられている【2.11).こ

れは，スラブ人がドイツ人のことを「おしJ，すなわちことばの通じない人々と

呼んでいるのに通じる現象である9

ゲルマン語，ケルト語，イタリツク語

6.24 ウェネト人のケースからすると，往時においてゲルマン人，ケルト人，

イタリック人は相互に密な関係にあったのではなし、かと考えられる.

フランスの比較言語学では，国家の歴史にも関わる理由から，イタリック語

7 ここに言う「母音+鼻子音Jの結合は音韻論的に鼻母音とみなされる.ポーランド語の
特殊性は鼻母音を今日まてゆ榊している点にある.
8 (')(')(八)りはそれぞれ「上昇・長j，I上昇・短j，I下降・長j，I下降・短j を意味する.
9例えばR.HeMeu Iドイツ人」はHeM(oii)I無言の」と-euI人Jに分析される.他方，ス
ラブ人は自らをslovoIことばJに由来する *slovelTh Iことばを解する人jと呼んだと考え
られる R. cnawlHe等は通俗語源により cnaBIII誉れJと結びついた結果らしい.
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とケルト語が特に密な関係にあったと考えられることが多かった10 実際，こ

れら二つの語派には共通する改新が行われている.例えば，・(o)s，-(e)sに終わる

単数属格形は，幹母音+を持つ語の場合，単数主格の唱と同音となってしま

う点が少々問題で、あった.この問題の解決法は語派によって様々であるが，イ

タリック語とケノレト語は同じ方法を取り，この場合・os，-esを-Iに置き換えてい

る.また，イタリック語もケルト語もまったく同じように各々の方言が二つに

大別され，語頭で*kWを保存する方言と，これを pで置き換える方言とに分か

れる.このイタロ・ケルト的な並行性も強い印象を与えるもので、あった.r4J 

を例に取ると， Lat.qua伽 orやIr.cethirllでは中・あるいはかが現れ，Osc.戸旬m

やW.pedwarで、はpが現れる.同様に，疑問詞の場合にはL低 quisやIr.cial2に

対して，OSC.pお， W.pwyである.

一方，ケルト語とゲルマン語，及びイタリック語とゲ〉レマン語の聞にもこの

ような類似性がないでもない.上 [5.55]で述べたように，ラテン語にはlupus

「狼」と bδsr牛」のように， -qu-， u・が予想される位置で-p-， b-が現れる例外

的な場合があるが，ゲルマン語にもこれと閉じような例外的ケースがある.ゴ

ート語の関係調・疑問調hWas(Lat. q山)や油、りIIJ (Lat. aq田「水J)に見られ

るように， *kw に対しゲ/レマン語で規則的に対応するのはhWであるが，ゴート

語の r4Jはfidwor，r狼Jはw叫fずであって，何れも例外的にfが現れるので

ある.

6.25 ケルト語とゲルマン語の関係は別個に扱ったほうがいし、だろう.両者が

古くは同じ統一体に属していたことを暗示するような共通の特徴は色々あるが，

さらにゲ、ルマン語にはケルト語から受け入れた一連の借用語が見られる.この

借用が行われたのは比較的新しい時代であって，その時点では両言語の差異が

かなり大きかったため，どちらの言語からどちらの言語に借用されたのかが容

易に判定できる.

まずはじめに社会の組織に関する語繋がある.Goth. reiks (恒お]と読む) r君

10両語派はかつてイタロ・ケルト語派なる単一の語派を形成したと説かれたが，現今では
むしろ否定的に捉えられることが多い.フランスにおけるこの説の信奉者の代表にはかの
MeilletやVenchyesがいる.
11 j新正書法でωa也前/ピahar'/.
12新正書桧で、ceMe:/.
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主j及び「豊かな」を取り上げてみよう.その派生語reikiは「君主の領地」を

表すが，後には「国家Jや「帝国J(G. Reich)の意味に転じている.その初源的

な形態はLat.rex r王J，複数regesにも見える【4.12].印欧諸語の中で長いE

を規則的に長いTに変えたのはケノレト語だけである13 rラインJIIJはラテン名

貼 enwn[aω]だが，フランス語ではle悶由，ドイツ語では伽抽出であって，

これらはケルト語の古し河を含んだ形を継承している.ピトゥリーゲース(Lat.く

Gaul. Bitunges)の原義は「世界の王J(複数)である14 ラテン語ではふの部分

にアクセントが置かれるため，ここから【フランスの旧】州の名であるベリ担問y)

が出ている.他方ガリア(ゴール)語では・u・の部分にアクセントがあり11こ

こからその州都であるブールジュ但ourg岱)の名が生まれた.言わずもがなでは

あるが，ウェルキンゲ、トリークスは「戦士の最高司令官Jとし、う意味であって，

この点からすれば本来は人名ではなく肩書きらしい【3.11]. 

もう一つ，ガリア語からラテン語に取り入れられたambactusという興味深い

語がある.その本来の意味は下僕であった.これが古高ドイツ語に ambahtの形

で受け入れられ，弱化を被った結果，ここから公的な職務を意味する現代ドイ

ツ語のAmtや，公務員を表すBぬmterが生まれている.閉じ意味を持っていた

Lat. ministerは程なく聖職者や君主に仕える者の意味に限局されてしまい，数世

紀後にはこれよりも Lat.ambactusの身分のほうが高くなってしまったF.

ambassader大使館」やambassadeurr大使」のもとになっているのはこのambactus

である.この点からもこの語には初期の段階から好ましいニュアンスが備わっ

ていたことが窺われる.

6.26 まったく別の，技術の分野になるが， E.leatherやG.Leder r革」はケル

ト語からの借用語かもしれない.これに該当する OIr.lethar16やW.lledrは， L低

pellis r皮，革J【<*pel~凶s】と閉じ語根から，規則的に p が脱落して派生した

ともみなせる.つまり，初源的な語根はpelーであり，これは例えば英語のfilm(": 

p->手)にも見られるが，これが規則的にple-と交替し，さらによく知られた接

13 Cf. e. g. Lewis-Pedersen (1937: 7). 
14かつて隆盛を誇ったガリアのケルト部族.紀元前52年カエサルに屈した.Bi知・はなWi・
(<*gW，巴i(I.h)-"to live") +・知・に(Lewis-Pede間 n1937: 4)， -ngesは*reg-(4. 12)に由来する.ビ

ートワリゲース，ピトゥリゲースも散見されるが恐らく誤り.Cf. Meillet (1977: 243f.). 
15 Cf. e. g. Lewis-Pede問 n(1937・68f.)
16新正書法でl切 tharlJIahar/. 
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尾辞・甘かが加わって作られたとも考えられるのである17

6.27 ゲルマン人はケルト人から言語の発達史上の複数の段階で鉄の名称を借

用しているが，この点については11.79を参照のこと.

6.28 ケルト人とゲ、ルマン人とはかつて接触していたらしい【4.29ff.]が，そ

の後両者の接触は希薄になる.だが，上記のような借用語が見出されることか

らすると，両者の関係は後にまた再開したのであろう.後に印欧諸語派の担い

手となる人々が紀元前第三千年紀にどのような関係にあったかを，当然ながら，

あまりに簡略化して把握するのは得策でない.後の時代に占めることになる位

置を根拠にすれば，この時代にイタリック人は南に，ケルト人は中央に，ゲル

マン人は北に，そして恐らくウェネト人を含むその他の民族はそれらの東に位

置していたことになるのだろう.だが，ゲルマン人が他の同系諸民族と実際に

分離する契機となった子音推移がはじまるのは，その2000年後のことである.

この事実をよく噛みしめて戴きたい.一例を挙げると，後にE.fath民 G.浦町，

Ir. athir18， F. Pとre，It padre等々となる語は，問題の時代には方言の別なくおし

なべてpater，つまりベリクレースの時代のアテーナイと同じように発音されて

いた可能性が極めて高い.

17一般にE.I朗自er等はa*Ietro-“l伺血er"に遡ると説かれることが多いが語線分析の点で疑
問が残る.広く知られたIE*pel-“skin， hide"に道具等を表すえ甘口トを加え， *pを失ったケ
ルト語形を介してゲルマン語に達したとする著者の説は意味・形態の両面で魅力的である.
18新正書法でathair/:必lar/.
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第四章

比較と再建

7. 1 比較言語学の前史再建とし、うわけにはいかないが，この学問の誕生を遅ら

せることになった誤解だ、けは解いておいたほうがいし、だろう.比較言語学が誕

生したのは，西洋にサンスクリットの存在が知られ，西洋の古典語であるギリ

シア語及びラテン語とこの言語との明らかな類似が偶然の所産ではありえない

との確信が得られたときであった【1.4].だが，インドの文化がよく知られる

ようになるずっと以前にも，好奇心に満ちたヨーロッパ人が，当時知られてい

た言語聞の類似に気付かなかったわけがない.詳細は割愛するが，例えばF.p前，

m仕e，企とreとE.father， mother， brotherのような，もっとも基本的な親族名称

の対応は明らかであって，この問題に関心を抱く者なら誰でもこの対応に刺激

を受けたはずである.ただし，実際にこの作業を行うためには，これらの語は

それが指す事物あるいは存在とは一致しないIという認識に到達する必要があ

った.上に記した語のような明白な対応を目の当たりにした人々は，この対応

を解明しようなどとはせずに，これらの語が表す[指示対象との】関係が様々

な社会で同じなのだから，似たような語が用いられるのも至極当然だ，と考え

た.それどころか，これらの語が五いにもっと似ていても，あるいはさらにま

ったく同じであったとしても驚かなかったことだろう.バベルの塔の神話が語

るのはこのような反応に対する一つの答である.近年，あらゆる言語は，純粋

に表層的な相違を越えたレベルでは，同ーのモデノレに則って作られているとす

る説2が現代の人々にもてはやされたが，これも知覚される現実と言語とを一

致させたいという欲求がいつの時代にもあることを示す一例である.この欲求

は口にしたくなるものらしい.

7.2 p批:， m，的，企とre，fathぽ;mo血ぽ;bro血ぽのような対応の意義が意識されるよ

I Sa附聞の用語で言えばシニフィアンとシニフイエの関係が恋意的であるということ.
2変形生成文法を指す.
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うになったのは，発展の過程でこのような対応をまったく持たない言語に遭遇

してからのことであり，当初このような言語はいわばけしからぬ言語だと感じ

られた.このように古来の見解を脱する第一歩が踏み出されると，その次には，

空間的にも時間的にも離れれば離れるほど差異が大きくなるのではないかと考

えられた.そのため，中国語がラテン語と根本的に異なっていても大して驚か

なかった.何しろ，中国語は地球の反対側にあるのだし， 2000年もの間両者は

接触を持たなかったのだからである.しかし，遥かなるインドの地において，

上記の例に対応するp踊(r)，m勉草(r)，bhr舗〈のの3語が見つかったことが，注目

を集めないわけはなかった.そして疑問が生まれる.なぜこれほど類似した言

語がこれほど離れたところにあるのだろうか.移動したのはどちらなのだろう

か.ヨーロッパ人がアジアを出て西に移動したのだろうか.それともインド人

がヨーロツノ効3ら東に向かったのか.この疑問に対する答によって，それまで

知られていた先史全般に影響が出ることになる.

7.3 実際，ここに新たな学問分野の素材を見たのは，フランス人でもなければ，

サンスクリットとヨーロッパ諸語との類似性にいち早く気づいたイギリス人で

もなく，デンマーク人とドイツ人であった.彼らにしてみれば，自分達の固有

の言語と古代の権威あふれる古典語とが比較できるということは，自:専心を大

いに満足させることであった.比較の榊Eみの大綱を最初に示したのはデンマ

ーク人のR鎚kであったが，その後三四半齢己の間，印欧語比較文法を構築して

行ったのはほぼドイツ人ばかりであった.この語族を指すのに， ドイツでは今

でも「インド・ゲノレマンJという用語が用いられるのが普通であるが【1.4]， 

その国威発揚という点において，この新たな学問分野が果たした役割がいかに

大きかったか，この用語一つからも窺い知れよう.この学聞が他国ではまだほ

とんど知られていなかった時期にあって， ドイツのあらゆる名のある大学にサ

ンスクリットの講座が設けられ，サンスクリットとギリシア語，ラテン語は言

うに及ぱず， rドイツ語Jとの比較も盛んに行われた.当時， rドイツ語」は，

ゴート語からアングロ・サクソン語や古代アイスラント宮蓄にまでを含む，ゲル

マン諸語ほぽ全ての総称として用いられていたのである.

7.4 フランス【語圏】では 19世車E末にアルザスの B必dと，少し遅れてジュ

ネーヴの Saussureがこの新たな学聞をものにした.世紀が替わって，パリが比

較言語学の進展に有意義な貢献をなすようになるのは， Meilletの登場以降のこ
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とである.

7.5 印欧語比較言語学の目的は何なのか.こんな素朴な疑問を持つ人もいるか

もしれない.先史をさらに遡ろうとするのだろうか.一つのモデルを作り上げ，

他の語族に応用することによって，人類言語のかつての状態を究明しようとし、

うのであろうか.最古の言語資料を研究することにより，どんな条件下で，ど

のように言語が発達するのかを見組めようとするのであろうか.これらすべて

がその目的に含まれるのは明らかである.

だが，比較言語学は，特にカリキュラムの中で，古い文献の正確な読みを目

指す文献学的研究の付け足しのような扱いを受けている.英語ではこの学聞が

だいぶ以前から公式に「文献学J(philology)と呼ばれている.フランスの場合，

一般にこの学聞は長老文献学者が番をする聖なる遺物を納めた箱のように受け

取られており，この点は今も昔も変わっていない.確かにこれは信湿性に乏し

い説や愚にもつかないたわごとを排除するためには有効なのかもしれないが，

これではその成果を世に知らしめることにも，旧態依然とした教育体制の見直

しにもつながらない.

7.6 当然ながら，すべては古い単一の言語から分かれ出たと考えられる諸言語

を比較することからはじまる.ロマンス諸語はラテン語を出発点として分岐的

発達を遂げた結果生じたのであるから，ロマンス諸語の比較研究から得られる

モデルはこの分野で重要な役割を果たすと期持された.だが，この期待は裏切

られてしまった.実際，ロマンス諸語相互のきちんとした比較研究が行われる

ようになったのは，古代の印欧諸語の比較研究に先立つどころか，その後のこ

とであって，【ロマンス諸語という】直接入手できる言語事実を詳細に調査する

ことによって言語発達についての動的な理解が得られるかとも思われたのに，

ロマンス諸語の比較研究はこの点について何の寄与もなさなかった.ロマンス

語学者は印欧語学者と同様に，あるいは彼ら以上に，相も変わらず純粋に文献

学的研究に勤しんできたし，多くの場合に今日でもそのままの研究を続けてい

る.話されていることばは捕まえることができず，伝達すべき経験が多岐にわ

たるために，必然的に生じるあらゆる改新に常に影響を受けやすいものである.

それに対して，書かれたテキストは永遠に変わることがなく，安，じ喝を与える.

文献学に勤しむ方々はこの点に心惹かれているのである.

7. 7 言語の比較は一点ずつ行われる.最初に目を引くのは語形聞の類似性であ
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る.この類似性は語根，すなわち語の変化しない部分に現れることも，格，数，

人称，時制及び法の指標である語尾に見られることもある.はじめの段階では

あまり細部に拘泥する必要はない.形式的な一致を拾い出し，個々の言語の特

徴だとみなした相違のことは考慮しない.でも，すぐにこのような相違がでた

らめではないことが，例えばサンスクリットで、pが現れるときには，ゴート語

ではιが現れることがわかってくる.これはpi信紛争 "'faぬr【1.4)ばかりでな

く，家畜を表すpacu'"色白u3，pat '"節句sf足J，p歯nas4"，白llsf満ちたJ等に

も，さらには形と意味の点で類似性が見られるその他あらゆる場合に現れるの

である.このようにして， Skr. p-'" Ok. p-'" Lat. Jト'"SI. p-'" 00血.f-'" Ir.ゼ

ロというような規則的な対応が得られる.

7.8 次に疑問となるのは，どの言語が改新を経ていて，どの言語が本来の形を

保存しているかである.多くの場合に，その答えにはほとんど疑いの余地がな

い.例えばサンスクリットのp-は絶対的多数の語派に現れる要素であり，他方

手とゼロはそれぞ、れたった一つの語派，ゲルマン語派とケルト語派にのみ現れ

る.ここに音声学的な妥当性が加味される.ゼロが[P]に転じることなどあり

えない.凹が硬化して[P]となるというのもまず無理であるが， [P]が弱まり，

[や]を経て閃になることならあり得る.[や]は上下の唇の聞を呼気が通過して

生じる摩擦音であるが，これがはっきり聞き取れて，結果的にその弁別的機能

を保持する必要があるのならば，遥かに明陳に聞こえる凹に転じる必要がある.

この変化が起きない場合，両唇摩擦音は最終的に声道のもっとも狭い部分であ

る声門を通過する呼気の音となる.音声記号で記せば[や]は[h]に転じるのであ

る5 消失しても混乱が生じないのであれば，この間自体も消失してしまう可

能性がある6

7.9 pが古い形だと想定することにより，単純な対応関係のさらに次のレベル

に進むことができる.文証される諸言語の基となり，すでに消滅した言語の音

素が再建されるのである.低想的であることを示すために，うのようにその前

3 IE*~陪:kuーは本来「家畜j を表すが， r財産」や「金銭J(ゴート語形)の意にも転じる (cf.
Lat.pec刷 a“pro戸rty，money"， E. fee).さらに事pek-'明白ce"+-u・に遡り， r毛の生えた動物」
あるいは「毛を採るための動物」が原義であったと考えられる (11.46).
4サンスクリットではr/lの区別が実に暖味で，普通にはrが現れる.
!この段階はアルメニア語に見られる.日本語のノ清子音の変遷(ヤ可〉砂川)を参照.
0 ケルト語(5.79)及びラテン語からロマンス語への発達にこの現象が見られる.
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にアステリスクが置かれる.このようにして，所与の語を構成するすべての音

素を再建することができる.例えばSkr.pacu， 00白.白血u，Lat.pecuから，lli*peku 

が再建されよう 7

さて，この作業を繰り返してその言語のすべての語及びすべての文法的形態

が再建できると考えれば，その言語自体が再建され，さらにはその結果，その

言語でまとまったテキストを書くことだってできるはずである.

7. 10 これには有名な先例がある. ドイツの比較言語学者AugustSchleicherが

印欧祖語で寓話を書き下ろし， 1868年にAvis水vasaska r羊と馬たち」とし、う

名で発表した.その第一行はAvis，jasminvama na a ast， da伽 ka紘vams…「毛のな

い羊が馬たちを見た云々8Jである.運の悪いことに，その数年後に当時まで用

いられていた再建の基本的手法の一部が見直されへそのため「羊」はavisでは

なく *owisと， r羊毛」はv叩1aではなく *wlnaと記されるようになった(今日

では普通それぞれ*H3e叩s，キw!H2neH2と記される).Schleicherの試みを追従す

る者はなく，多くの比較言語学者が対応の枠を越える危険を冒すべきではない

という見解を表明したのもうなずけよう.例えばMeilletとEmoutの『ラテン

語語源辞典』には，アステリスク付きの形はほとんど出てこない.実はこのよ

うな再建形を用いることこそ対応を記すためのもっとも簡単な方法であり，対

応を常に念頭に置いておけば個々の記載は略すことができるのだが，この点に

ついて理解が得られる以前には上のような慎重な態度が採られることが多かっ

た.

7. 11 比較文法を再建という点から捉える場合の本当の不都合は，印欧語も時

の流れに従って発達したのだという点を忘れてしまうことである.再建が試み

られるのは，印欧語を話していた民族が，後に文証される諸言語と閉じ数の枝

に分裂しようとしていた，まさにその時点で用いられていた言語である.もち

ろん，歴史に足跡を残すことなく消滅してしまった校もあることだろうが，そ

れらは考慮されない.だが，今日ではこれが仮定(vuede l'esprit)であることが

7語頭音以外について簡単に解説しておく.IE *e，也事0>Skr. a (5. 15). c (=五)はサタム化
(5. 5). IE *k> Gmc. *χ(> h)は語頭のfと同じくグリムの法則(5.61).
g風間 (1978:151f.)にその全文とサンスクリット訳，阻此による改訂版，日本語訳が併記さ
れ，解説が施されている.参照されたい.
9大まかに言えば青年文法学派以前はサンスクリット中心主義で、あって，母音にはaが，
他語派でlが見られでもサンスクリットでrが生じていればrがそれぞれ採用されていた.
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図 14 子音の調音図10

調音タイプは下線で記す.スペースの関係で，上図では舌尖音のヴアリアントであ

る『舌尖・歯音』と「舌尖・歯茎音J.並びに『唇歯音J(t; v)の記載を略した.各々

のタイプの一行自には閉鎖音が，二行目には持続音治唱Eされる.一行しかない場合，

記されているのは持続音である.舌尖音については，夜音の持続音(こ行自)と軟音

の持続音{三行目)の区別がある.

スー音(5，z)とシュー音色量)の場合，呼気は舌の正中音Eの溝を通過し，庫銀音は前

舌部と前部硬ロ蓋の聞で起こる.

学術文献では次のような記載法が用いられる.反りき音Iま下の点で記される.硬口

蓋音と硬口蓋化音は同じように次に鋭アクセント毘号【'】を付加して記される.これ

は再建形では硬口蓋音を，ロシア語を記す場合には，特定の調音と硬口蓋での調音と

が結びついた硬口蓋化音を指す.

10第2版で若干の訂正治効日えられている.原著者の音声学に関する用語・記号は国際音声

学会のものと幾分か異なる.Cf.M紅白.et(1972:55住).
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よく理解されている.たった一回，突然に分裂が生じ，これによってあらゆる

印欧諸語が生まれたなどというのは，まったく信癒性のなし、想定だからである.

この点でヒッタイト語の解読は決定的であった.ヒッタイト語がギリシア語

やサンスクリットと親近関係を持っているのは確実だが，伝統的に比較言語学

の二本の柱である上記二言語に共通して見られる特徴がヒッタイト語には欠け

ていることがある.男性と女性の区別等はその一例である.また， r現在Jの・i

と呼ばれる要素uのように，該当する形が【ヒッタイト語に】見られる場合も

しばしばあるが，振り分けが行われていて，出現条件がかなり異なる12 ヒッ

タイト人は模形文字で綴られる音節文字祖織を用いていたため，形態が思いが

けない綴りで現れる.この点での影響も無視できない.

ヒッタイト語学者にして比較言語学者であったEd伊rS知市vantの反応は，実

際，再建がどのように理解されていたかをよく示している.印欧祖語とは，伝

統的に近親関係にあると認められた諸言語を比較した結果を，一つのスクリー

ン上に投影することから得られると考えられていた.これらの言語にヒッタイ

ト語を加えると，映像がぼやけてしまうのだから，再建すべきもう一つの言語

を映し出す別のスクリーンを設けねばならないことになろう.彼はこれをイン

ド・ヒッタイト祖語と呼んだ.

7. 12 このようにして加出vantは再建される印樹且語の伝統的イメージを擁

護しようとした.だが，一部の基本的な作業が見直されようとしている時期に

あって，こうすることは賢明だったのだろうか.実際，彼に追従する者はほと

んどいなかったし，もうインド・ヒッタイト祖語が話題にのぼることもない.

しかし， S知市vantの提案が排斥されねばならなかった理由をもっとはっきりと

させておいたほうがよかったと思う.実際，関係する研究者全員に次の点を周

知徹底させておく必要があった.つまり，今や問題は，ある民族が世界各地に

散らばる直前に用いていた仕ずの言語状態を再建することではなくなっていた.

考察すべき対象はすでに言語発達の動態だったのである.そのためには，でき

11動詞の人税語尾にはsg.l-n札2-si， 3 ti， pl. 3 -ntiと-m，喝-t，-ntの二種が再建され，前者は
第一次語尾，後者は第二次語尾とも呼ばれる.前者は後者にーiが付加されたものと分析で
き，この要素はしばしばhicetnuncの-iと称される.cf. 10. 138. 
12この・iはサンスクリットとギリシア語ではsg.1，2，3， pl. 3のみに見られるが，ヒッタイ
ト語では，いわゆるN・活用の場合を含めて，すべての現在形に付加されるに至っている.
他言語の完了時制はhi・活用と同起源であるが， -iは付加されない.Cf.l0.116ff. 
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得る限り過去に遡り，また相次ぐ言語状態を調査することによって確認される

発達過程が応用されることになる.これらの言語状態とは現存するテキストか

ら得られるものに限らない.比較によって再構成される言語状態も，過去半世

紀にわたり，多種多様な言語構造の記述を通して培われた豊富な経験を活用し，

文証される古風な表現を角献することによって得られる言語状態も含まれるの

である.

7. 13 以下で課題となるのは，この方向に研究を押し進めることでも，単にこ

の種の研究の手順を述べることでもない.時には微に入り細に入りつつ綴ろう

と思うのは，印欧語の構造についての理解が今日までどのように移り変わって

きたh という点についてである.上【7.101で触れたように， r羊Jを表す語

の再建形は句吋s，*owis， *H3卵色のように移り変わってきた.つまり，ここに見

られるような理解の変遷についてである.

7. 14 言語構造は，その各々の部分が他のすべてを規定する，一つのまとまり

を成しているのは確かだが，その中の様々な側面を区別しなければその働きは

理解し得ない.陳述(白once)，すなわち話者が伝えたいと思う経験のまとまっ

た言語表現(めnne加明星昼前)に到達するよりも前に，様々な単位を規定せねば

ならず，これらの単位が存在する側面をはじめとして，様々な側面を順々に調

査する必要がある.そのため，最初に扱うことになるのは音韻論，すなわち音

素や，より広く言えば有意味要素【=形態素】の形を規定するのに役立つ諸特

徴【=弁則的特徴】の検討である.その後には文法形態の検討，陳述の基本的

構造に関する考察，そして最後に語葉についての概説が続くことになる.
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第四章

音変化と類推

音変化の規則性

8. 1 印欧諸語の比較と祖語を再建する試みとが真の意味て事ト学的性質を獲得し

たのは，音変化が規則的に行われるという確信が得られてからのことであった.

つまり，ある特定の言語において，ある特定の時点で，所与の語の内部でaが

eに変化したなら，他のあらゆる語においても同じ変化が生じると期待される

のである.例外が許容されるのは【音声】環境が異なる場合のみである.例え

ばラテン語からフランス語への推移において aはEに変化したが，それは開音

節と呼ばれる音節，すなわち母音の後に何の子音も続かない音節においてのみ

であって，それ以外の場合にはaが保存された.Lat. mare (ma-re) r海JはF.mぽ

となったが， Lat.卵白(m)I部分Jはpar噌 (m)と発音されたため， F.p剖となっ

た.ただし，同じ開音節であっても，次の音節がnあるいはmではじまる場合

にはaは・ai-となった.例えばp命le(m)rパン」は伊hに， fi釦le(m)r飢え」は

faimになっているI これらすべては規則的な変化である.

8.2 その例外が見られるのは，例えば，聖職者がLat.cl盆山「明るし、」という

形態に惑わされて，本来clerでいいところをF.clairと綴ってしまったような場

合ばかりである.だが，その中には様々な影響から誘発された例外も含まれる.

例えばfianceer~敵句者(女性)J の白血・という部分はパリでは普通∞nfi組閣「信

頼」の場合とまったく同じく一音節で発音される(両者とも同じ語根，つまり

fier r託す(古語)Jや∞nfierl託すjの語根2を含む).ところが，このfiancee

をあたかも fillanceeとでも綴られているかのように読む，正則的でない発音も

聞かれることがある.ここでは血er娘Jとの連想が働いているのである.こ

の場合， fianceeと創leとが類推によって結びつけられ，これによって I[i]+母

l ラテン語形はいずれも単数対格(mareは主格・対格).第V章訳註1I参照.
2 Lat.貧d-(佃δ“1trust， et a1.") < a旬、idh_"ωpers凶 de，et a1." Cf. E. faith. 
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音」が「日]+母音」になるという正則的な発達が阻まれたのだと表現されるこ

とになるだろう.このような類推による結びつきを想定することは仮定に過ぎ

ず，このプロセス自体は観察できないという点は，よく認識しなければならな

い -ai-を用いて clairと書くことに決めた人についての確たる証拠でもあるな

らば無論話は別だが， clerがclairに置き換えられたような場合についても恐ら

く同様のことが言い得る.このような李情から，研究者がこの種の仮定を利用

するのは，そうせざるを得ない場合に限られる.

強調による例外

8.3 原則として，語の意味が変化しても，そこに含まれる音の発達に影響が及

ぶことはない.とはいえ，話者は自分の発する語の意味に影響を受けるものだ

から，特別な力を込めて語を発するような場合もある.affoIant r衝撃的な」の

凹をとても長く発音するのがしばしば聞かれるのはこのためである.このよう

に発音されるのは，綴の上でfが重ねて書かれているためではない.現にa貸出B

「事件Jや過加ぬirr解放する」ではこのような [[flを長く発音する】ことは

行われない.このような長い発音が，そのようにする必要性もない場合にも，

すなわち話者が特に「衝撃を受けたJ(affolのわけでもない場合にも，模倣され，

広がって行くと考えられる.このようなことから語の発音が恒常的に変容して

しまう場合もあり得る.例えば英語の knockrたたく」とし、う語を例に取って

みよう.古英語ではこの語は叩回ianと綴られ，母音聞の+は重ね書きされず

に[k]と発音されていた.このままの形でその後発達したとしたら，この語は

o札 so此 coke等と脚韻を踏んでいたことであろう3 ところが，この語はもっ

とも古い時代から長い，すなわち重音化した閃で発音されていたと思われ，

現にそれから数世紀を経た中英語において重ねて書かれた-kkーを含む形，つま

りknokkeが文証される.これによって現代英語の短母音を持つ発音に説明が与

えられるのである.

8.4 19世紀終わり及び20世紀初頭の言語学者諸氏は，言語の音の変化はその

音を含む語の意味には影響を受けないとし、う原則を主張し，先達を論破する必

3重ね書きされた子音に先行する母音は短く，そうでない場合は長い.英語の長母音6は
大母音推移を経て二重母音[ou]となる.
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要から，強調によって音が延長される可能性をもしばしば否定した.

8.5 E. knωkのような場合を説明するために，彼らは接尾辞・nを想定し，文

証される以前の時代にこの接尾辞が knok-等いくつかの語の語基に付加されて

いたと考え，これによって生じる・kn-という連続が後に-kk-に縮減したとみな

した.しかし，この語の語頭にも見られるように-kn-は実際に現れるため，特

別な条件を想定する必要があった.つまり， -1m・が・，kk-に転じたのは，母音に

挟まれたときで，かつアクセントがこれに続く母音にあるときだけであるとし

たのである.しかし，ゲルマン語で、は古い可動アクセントが先史時代に語の第

一音節に固定した新たなアクセントによって取って代わられたのであるから，

このような「音法則j の有効性を証明することはまったく不可能なのである.

8. 6 実際，語の意味がその語の中の音に影響を与える場合があることは否定で

きない.ただし，ここから言えることは，意味が関与し得るのは変化のきっか

けであるという点のみで、ある.したがって，強調による延長が定着し得るのは

あらゆる場合というわけではなく，該当の語が使用される条件がそれにふさわ

しい場合に限られる.

「音法則」の理由

8. 7 r例外のない音法則Jを察側に信奉していた人たちは，そのような法則が

存在することをどのように説明すべきか長い間模索していた.20世紀の 30年

代に至って，ようやくこの間に対する答えを見出した.すなわち，あらゆる言

語には音素と呼ばれる限られた数の音単位しかないとする考え方である.

各々の音素には特定の調音習慣が対応する.このため，新たな言語を学ぶ際

には発音習得の点において困難が生じることになる.例えば習を語を例に取ると，

由加の最初の音素はや/と記され，これは口腔から外に出てゆく呼気が舌先と上

の前歯との聞で作られる狭めを通過することによって発される.フランス人に

はこのような調音が身についていない.関係する諸器官を上で述べたような位

置に置こうとしても，フランス人の場合にはこれらの器官がどうしても櫛虫し

てしまい，そのため呼気の通路が塞がれて，結果的に緩んだフランス語のItIが

発されてしまう.[t]を耳にしたときに感じる摩擦を発しようとすれば，舌の筋

肉が緊張して舌が前に行き過ぎ、，呼気は舌の正中部にできる濃状のくぼみを通

ることになってしまう.これはフランス語のIslを発するやり方である.このよ
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うに，英語を学ぶ【フランスの】子供達はや/という調音習慣を身につけるのに

苦労している.

無論，このような調音習慣は世代を下るに従って少しずつ変わって行くこと

もあるだろう.だが，この調音習慣は，これを用いて発音される語の意味と依

存関係にあるわけではない.そのため，文脈上の意味がいかなるものであって

も，あらゆる【調音習慣上の】変化は同ーの方向に向かうのが常なのである.

例外が生じ得るのは，ある調音習慣が，発話の中でそれに先行する，あるいは

後続する調音習慣と折り合いが悪い場合である.

隣接音の影響

8.8 例えばフランス語の音素/a/を例に取ってみよう.これは声帯を振動させ，
はん

口腔の大きさを最大にすべく口を大きく聞き，これに口蓋帆の上げを組み合わ

せた調音習慣である.例えば岨ieurさらばJのようにこれに/dJが続く場合を

考えてみよう./dJは声帯を振動させ，口壷机を上げる調音習慣であり，ここま

では/a/と何等折り合いの悪い点はない.両者の相違は/a/で口が大きく聞かれ

た後に，舌と歯とで口腔内に閉鎖が作られるという点である.このように続け

ざまに声道を広げたり閉じたりを急激に行うことは，ことばをきちんと通じさ

せるのにまさに必要な条件である./a/の開口性が/dJの閉口性に影響を及ぼす

のは，非常に特殊な場合であり，フランス語ではこのようなことは生じない.

Mに続く子音がMの場合には，そこで用いられる調音習慣は/dJの場合とほぼ

同じであるが，唯一異なる点は口壷肌が下がって，呼気が鼻腔を通過し，音が

鼻音的な響きを持つことである.この口蓋帆の下げは口腔内の閉鎖と同時に起

こるのが普通ではあるが，若干早めに行われることもある.この現象は多くの

言語に見られ，英語において特に顕著であって./n1あるいは加/の前にある母

音が部分的に，さらには完全に鼻音化してしまう.合衆国の国会はCongr聞だ

が.r悩IIJgr凶]あるいはさらに['k.agres]のようにさえ聞こえる.このような現象

はフランス語では起こらない.フランス人はlan凶t/lanyi/r夜Jの/佃/という音

連続を発音する際.l'ennui /lanyi/ r心配」と混同を避けるため/a/を鼻音化しな

いよう無意識のうちに細心の注意を払っているのである.

8.9 言語連鎖においてこのようにある音素が別の音素に影響を及ぼすことは古

くから取り上げられており，比較言語学でもよく認識されていて，現代の言語
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学では変異の原因の一つに数えられている.

ケルト語で叩が脱落する点については上でも幾度となく言及し，またこれを

利用してきた【3.11，5.79，蹴.1.実際この現象は母音間(uper>蹴 >WIぽ)や語

頭等，ほとんどの位置において検証される.だが， -pnーという結合では-p-は確

かに弱まるが，有声化して音節を成さない[l!]となり，先行母音とともに二重

母音を構成するようになることが確認される.このように， Ir. c白nr港」は[k.o:n]
< [k.oun] く[k.oßn.o]を介して，古い*~叩!Il.oに遡るとみなされイ尋る4

この*~叩n.oから Dan.havn， E. haven， G.出 fenが規則的に導かれる.この再建

形は，比較言語学において言語聞の対応の詳細がどのようにして明らかにされ

たのかを示す好例である.Ir.凶血と G.出fenを比べれば，共通なのは末尾の・n

だけのように見えるが，両者とも規則的な，すなわち原則として例外のない発

達によって吐opno・から導かれる.すなわち，あらゆる k・はゲルマン語におい

てh・となり， .0はaとなるが語末では脱落する.pはアクセント的に一定の条

件のもとで4に転じた【5.61ff.l.末尾の-1Ilは西ゲルマン語で支え母音を発達

させ，・伽となった.英語ではその4が母音聞で有声化して4・に転じる.デ

ンマーク語では子音の前の4が同様に-v.・となり，最糊句に音節を成さない[凶

に転じた.

同一語の異形態

8. 10 上で述べたように，音素が生じる環境によって異なる発遣を遂げるとす

ると，同ーの有意味単位が環境によって異なる形態を取るような場合もあるは

ずである.Lat.田氏凶「友Jという形態を例に取ってみよう.その複数形は甜証ci

であり， cは単数形の場合と同織に阿と発音された.ラテン語からイタリア語

への発達の過程において，日正]は iとeの前で硬口蓋化され，その結果，副首<:1

は[a'mi恒:]から [a'mitSi]へと変化した.この複数形は使用頻度が高かったため，

このままの形が今日まで保存された.同様に首m∞「幹Jの複数形も[tSi]を持

つ*蜘lciとなるはずである.ところが，司Oに終わる名調守物鶴司の複数形は単

に四Oを-iに換えて作られるのが普通であるため，語基の形を変えない多くの複

4現在ではcuanと劃忘れ，その標準的発音はk白nJである.Rial臨m国間m(198め.この
場合その他におけるケルト語のffi*pの痕跡についてはLe川島Pede間目(1937:26f.)等を， u 
に終わる二重母音が6を経てIr.uaに至る点については同書p.89を参照.
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数形の類推で，問題の複数形は作り直されて，回n∞の場合と同じく悶を持つ

tronchiになってしまった.綴りは【cからぬに】変わっているが，【現代のイ

タリア語として】規則的な複数形は加nchiであるs

8.11 ある音節に強さアクセントがあるか否かによって音声環境の違いが生ま

れる場合もしばしばある.フランス語では，短音のLat.oがアクセント音節に

おいては規則的に聞となり，無アクセント音節においてはouとなる6 このた

め， iI ffiI朗氏「彼は死ぬjでは聞が現れるのに対し， no凶 mouronsr我々 は死ぬ」

やmo田註「死ぬ(不定形)Jではouが現れる.後者二形態においてはアクセン

トが語根ではなく・onsあるいはセの部分にあったのである.meurtとmo田t

とはどちらも使用頻度が高いため，フランス語を覚える過程にある子供はこの

両者を何度も耳にして，徐々に・eu-の形態と・ou・の形態との区別が大人と同じ

ようにきちんとできるようになってゆく.しかし，これには長い時聞を要する.

それは，子供が me町・と mour-とが同ーの現実を表していることを理解した瞬

間から，両者を混同するようになるからである.L'ois舗 llvaffil盟rid鳥が死にそ

うだJと聞けば，子供はs'iIm盟rt[m:盟dの誤】「鳥が死んじゃったらjと言う

だろうし， ωm盟問「君は死ぬ」と言われれば， VOUSffii盟問【m盟問の誤】「あ

なたが死ぬんだ」と反論するかもしれない.これらのケースにおいて子供は類

推を用いている.このような類推の働きは，多少の差異はあっても，かなり幼

い頃から見られる.知恵が付いてきたしるしである.つまり，子供は耳にする

あらゆる言い回しを，時には間違えながら，反復して習得するわけではなく，

たとえその形態が前後の環境によって変化する場合であっても，子供は有意味

単位をきちんと認識するすべを'L'~尋ているのである.

類推

8. 12 類推は言語発達において大きな役割を果たす.なぜなら，あらゆる新た

jイタリア語では前舌母音i，eの前のcは聞を表し，この位置で阿を表すにはchと綴る.
6 ラテン語の長短5母音体系は音長対立を失って俗ラテン語の7母音体系に至り，Lat. i， u> 

VL i， u以外のアクセント母音はフランス語において恐らく長音化を経て二重母音化する.
その結果Lat.0> VL市，]> *[J:] > OF uo [WJ]となるが，さらに後舌母音要素の連続を排除
する異化が生じて 10齢疎にue[ws]に， 12世紀頃には融合して[re]に転じ，最終的にeu
と綴られるようになる.他方，非アクセント音節ではVL*[J]が保持され，後にアクセン
ト直前音節等でou[u]に転じた.Cf.e・g.Allieres (1992: 32町，RJckard(1995:28，79f.，94)・
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な子供の世代は，音発達の点では正則的であっても，言語の機能をいたずらに

複雑化するような形態を排除しようとするからである.今日のフランス語では"

prouve r彼は証明する釦J，nous pl'叩vonsr我々は証明するJ...のように活用する

が，かつて古仏語ではiI戸開ve伊田veと綴られる)， no凶 prouvonsと活用して

いた(cf.iI meur丸nousmourons). prouver はmo町並ほどは使用頻度が高くないた

め，類推によって音論的に規則的な形態が失われてしまったのである.正統的

な形態は名調のpreuver証拠」にのみ保たれている.

8. 13 類推作用が促進されるような状況も起こり得る.古仏語では1即位「洗う」

にも母音交替が行われていた.つまり，今日のようにiIse lave“hew組問himself'，

no凶 nouslavons“wewash ourselves"ではなく， i1se1とve，no凶 nouslavonsと活用

していた7 だが， levぽ「持ち上げる」の(類推による)形態であるi1leve8との

衝突が早期の段階で起こり，これによってlaverのすべての形態に4・を拡大す

ることが促進されたのである.
たわごと

8. 14 フランス語の動詞revぽ「夢見る」は結局のところE.raver戯言を言う」

と同じ語なのだが，両言語において類推が異なる方向に働いている9

8. 15 類推の働きによって比較言語学の作業は大変複雑になると言える.つま

り， r音法則JIこよって形態の発達が予測できるが，類推の働きはほとんど予測

できないのである.例えば使用頻度が考慮に加えられることがあるが，直張観

察できる現代語についてはその算定を細かく行うことができても，低想される

言語状態についてその頻度を決定することは諦めざるを得ない.形式的な厳格

さを求める方々が類推を扱うのを嫌うことがあるのはこのためである.彼らの

気が進まないのは理解できるけれども，言語発達のプロセスにおける類推作用

の重要性は否定しようもなく，かつて先遣諸兄が再建作業の中で類推を重んじ

た姿勢は今日でも維持されなければならない.

7 < U此lavo.Lat a> VL aはフランス語において無アクセント音節では保存されたが，アク
セント下で比恐らく長音化及び*[1低]のような二重母音を経て，早期のうちに[8]に転じた.
例えばclair:clarite; je sais: no凶銅vons;mぽ:marin等に保たれる交替を参照.
8 < Lat levo. Lat e > VL市]はアクセント音節で長音化と二重母音化を経てOFie [i8]とな
る.Cf.e.g.Bo町 i区 (1937:65f.).類推により人称形態語末の閉音節でとが義務化した.
9 Latrabiδ 「乱心するJに由来するため，アクセント音節[8]I無アクセント音節[a]の交替
が期待される.F. reverでは[8]が， ONF raver (> E. rave)では[a]がそれぞれ一般化された.
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langueの例

8. 16 各種の類推が果たす大きな役割を例示するためにF.l叩伊eという語のケ

ースを取り上げてみよう.この語は，伝達のための器官[=舌】，及びより頻繁

には伝達の手段[=言語】の呼び名として， [印欧語の】ほとんどすべての語派

に現れる.再建される原形は*dQ.めNeH2という形であり，もともと子音の聞に

複数の母音が含まれていたと考えられるが，ここに残った母音は末尾のものの

みであり，以下で見るようにこの母音もその後消え去ってしまうことがある.

この語は本来的に複合語であった可能性が高い.実際，単一の記号素(moneme)

で五つの子音を伴うものは知られていない.

この原形から規則的な発達によってLat.dinguaが得られる.ただし，この形

が現れるのはまれで，通常用いられる形はlinguaである.ラテン語にはこれ以

外にも dと!とのゆれが見られる場合がある.例えばodorrにおし、Jにはolere

「におう」が対応しており，例外的な形にoloriにおし、」もある10 だが， lan忽le

のケースでは， lingl♂「なめる」からの類推によってlが生じたことに疑問の余

地はない.このようなタイプの類推は「類音牽引J(a位actionpぽ"Oll"戸凶que)と呼

ばれている.かつて短剣を意味したF.braquetが，火を起こす道具 [briquet】に

引かれてbriquetに転じたことにも見られるように，このような牽引は意味的な

類似性がなくとも行われる場合さえある.上記のケースのように意味的な類推

と形式的な類推とが明白な場合にはなおのことである.

ラテン語の語末の-aは，-eH2から規則的に生じた古い-aが語末において通常

の弱化を受けた結果である.以下[9.30tr.)で見るように， H2はG.achやSp.jota

0)のように発音されたと思われる.この音が口腔後部で調音される音であった

ために，これに最られて【先行する】時は[a]となり， H2が脱落したときに

代償延長を受けたのである.

8.17 Goth.知器，O (発音は[tur.Jgo:])から E.ωngue，G. Zungeに至るまで，ゲル

マン語の諸形態は完壁に規則的に得られる.

8. 18 ラテン語の場合に準じて リトアニア語の場合にも動詞lieZiur私はなめ

るJからの類推によってlieZuvisllの語頭にl・が現れる.第一音節の・ie・とし、う

10 Cf. Sp. olor“叫or"・
H 今日では「言語」の意味で通常kalbaが用いられる.
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母音部もその動調由来である.リトアニア語はサタム語であるからlは規則的

に主に転じる.OPr. insuwis [inzuvis]も末尾に・uvisを示すが，語頭の d-が消失

する12 (古代教会スラブ語及び今日のスラブ諸語も同様13).この場合にも類推

が働いているのかもしれないが，その詳細は不明である.

これらのバルト語とスラブ語の形は上記の -w-と-H2の間に想定される母音

が脱落した形に由来する.このような脱落は，アクセントが曲用語尾にあった

場合のみ生じ得る.つまり，主格は*・g~eH2・s で、あったのに対し，属格は*丸.め酎2片圃毛t

であつた.類推によつて後者の形が一般化されたのである.さらに子音聞の-w・

は・u・となり，そのため問題の後要素は*-gtuH2となる.対格は子音の後では叩

と記される音節を成すmlこよって形成され，これがスラプ語とバルト語では・加

に至る.この形態からの類推によって，問題の語根がーiに終わると解釈され，

そうして lieZuvisや insuwisのごとき -isに終わる主格が形成されたのである.

-l吋12i・において母音聞のH2は規則的に脱落するが，-u-と・i・の問で連結の [w]

が生じ，これがその後+へと転じた.

8.19 スラブ語の場合，類推の基礎となったのは対格の形態で、はなく，主格の

それであった.当然ながら，これは例えば属格*-gtuH2・esのような語尾にアク

セントを受ける形態からの類推で生じた新たな主格である.したがってその主

格は丸めlH2+sとなることであろう.この音声環境において， G. sechs [zeks] r6J 

におけるぬのようにH2がkに硬化し[9.訂正】，この形態はため血となった.

対格では，その指標・m はこの場合非成節的な扱いを受けた.これは次の語

が母音ではじまるケースの類推的使用である.つまり，バルト語では，次の語

が子音で，例えばtではじまる場合に-H2mt.・とし、う連続は発音が難しいため，

この場合に期待されるためlH2!Pが採用されたのであるが，スラブ語では-H2ID・

が母音にはさまれ，発音が容易な場合の*l吋12mcト【・.・後続語が 0・にはじまる

場合】が基礎となったと考えられる.この

となる(対格の語尾は-m凪，語基の末尾は-uιω-). 

そうなると主格は-uk-s，対格は・8・m ということになって，両者がかけ離れ

てしまう.ここで均一化が行われ，もが対格に， -u-が主格にも用いられたと

12音連続dQが鼻腔開放で実現されたとすれば，この脱落は有り得る(神山 1995:172). 
130CSj靭 kb;R. lI3hlK， Cz. j町 k，Pol. jczyk， SCr. jezik， 蹴.

145 



すると，それぞれ-uk-s，・uk-耳1が得られる.類推によってこの-uk-が他の格に

も広がったと考えられよう.さらに，この-uk-は・ukcトに置き換えられたと考

えられる.語基が子音に終わる場合には上に述べたような様々な処理が行われ

ることが多いため，母音に終わるもののほうが安定がよく，また好まれており，

子音語基は母音語基に置き換えられやすいのである [9.75ff.].こうして主格は

-ukかs，対格は・ukcト.m，【奪格起源の】属格は-ukcトot>・ukotに等々となる.

このようにして可g¥ikかが得られる.だが，この時代の直後にtはzに(サ

タム化)， 1)・はb へと転じた.その後この*in詞ko・を出発点として規則的な発

達が行われる inーはLを経て，その後文証されるふ【>jふ】に至り，さらにロ

シア語ではja"となる14 上記の語形中の・8・はこの言語のすべてのaと同じく

円唇性を失い，末尾の母音は脱落する.こうして現代ロシア語の形態jazyk"が

得られる15

8.20 ここで分析の対象をイラン語とインド語，及びケルト語の形態にまで広

げるのは控えておく.これらの形態には完全に規則的な鞘数だけでなく，これ

までに問題にしてきたような例外的現象も生じている16

8.21 この語基の末尾にあるこつの子音の間で母音が保持された場合，女性に

特有の-eH2とし、う連続，あるいはそこから出たるが残ることになるが，このよ

うな言語において langueに当たる語は女性名詞となっている.この場合の主格

は-sを加えられなかった.逆に，その母音が脱落した場合には，語基はバルト

語で・i，スラブ語で・k，イラン語の一部の形態で・huに終わることになり，そ

の場合には無標の性たる男性に帰属することになった. [F. langue が女，~主名詞だ、

から1言語それ自体が女性的だ，などと考えてはならない.女性と男性の対立

はここでは単なる形態上のことがらなのである.

14閉音節排除の結果，母音が後続しない「母音+鼻音」は融合して鼻母音となった.鼻母
音はポーランド語では保存されるが，その他の現代スラブ語では口母音となる.
15一般には*(d)l}gu-に拡張子・k・と+が加わったと説カれることが多いが，原著者の説
はこの不可思議な接辞的要素-k・の想定が不要となる点で優れている.Cf. 9. 67ft: 
16 Skr. jihva-r舌Jでは初頭のjとiが期待に反する.Pokorny(1959:223)はj<なを第二音
節の*ゆ(>h)からの離隔同化により， iをlih-rなめる」からの連想により説明する.彼は
またを同様の*gighvaから出発して日zva，次いで連続する zの前者が無声に異化したと
みなしホsizvaより Av.hizvか，hizu・「舌jを導く.Pedersen (1909: 88)及びLewis-Pede間 n(l937:
25)はアヴェスタ形と k回 ngaftla郎副「舌，言語jの語頭に出没のsを仮定する.何れの説
も充分な説得力を持っとは言えそうにない.
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8.22 トカラ語にはメタテーゼを受けた，つまり子音の位置を入れ替えた形態

がある.つまり *d♀g¥veHzからは術水waが期待されるところだが，そのB方言

ではk盈ltwaとなっている17 Ann.lezowの語頭の1・は【ラテン語(8.16)やリト

アニア語(8.18)の場合と]同様に lizanemr私はなめる」に由来する.

8. 23 *dQg¥veH2の末商が現れない唯一の印欧語の語派はギリシア語であり，

そこで、はまったく無関係の語glo出，glossal8が用いられている.

類推による様々な結果

8.24類推の様々な働きと，当然だが，規則的でありながらも言語ごとに異な

る音発達のために， F. langueとRjazyk程も異なる結果が生じ得る.上に記し

た langueに当たる語はこの過程を例示するのに格好で、あった.この語の場合，

類推は常に簡略化の役割を演じている.何れの言語においても，結果として生

じた形態の語基は不変化である.例えば， F. langueは常にこの形のままであっ

て，他の名詞の場合でもそうだが，表記の上では複数でこれに指標・sが加えら

れる.Lat. linguaは・arこ終わる名詞一般の変化をする.また， R.j明 rkは変化し

ない基底部であって，必要とあればこれに男性に鞘教的な格語尾が加えられる.

8.25 しかし，使用頻度のとても高い語については，同一言語の中で類推が異

なる方向に働き，結果として加えられる語尾によって異なる語基が用いられる

ような場合もある.例えばフランス語の動詞aller‘'togo"は，近接未来jevais aller 

匂 amgoing (to go)"では助動調として用いられ，その使用頻度はe回、:0be"や

avoir ''to have"とし、った他の助動調に匹敵する.子供はva，allons，国，aille等々様々

な形態を聞き覚えてゆくが，その段階ではこれらが同じ動詞 [aller】の変化形

であることをまだよくわかっていない.そのため onallera【ira(直説法未来)

の誤】やilfaut qu' il alle [aille (接続法現在)の誤!といった類推形が用いられ

ることもあるが，これらが定着することはない.nous allons ''we go"と聞いてon

17正しくはProto-Tcω:h.牟凶ntwo>Tcω:h.B kantwo， A陥nω(A必ms1999: 139;句 >Baはアク

セントによる).メタテーゼの後にlli*-eH2>*-aはえ盈1に置き換えられ，鼻音の前で規則
的に*on，末尾の鼻音を失って句，先行する -w・の影響で九百に至るはずだが，類推によ
りoに置き換えられたらしい.Adams(1988: 19庄， 11 Off.， 118). 
18γλω栴，YMiYt.ivr矢の先端J(<*glo(・ト)，y:λ句:ecr (麦の)のぎJ(複数)とともにlli*gleH3(-
f先端，とげJに遡ると考えられる.その狭い分布からして古来の語ではないらしい.y.同町民

Att.Y:凶σ0"<1(< *glo(-ya)の語義は r(舌)尖」→「舌J→「言語」と発達した.
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alleraと言ってしまう子供も， on iraという言い方は知っていて，他の文脈では

自然と正しい表現を口にするものである.

8. 26 F. pont r橋Jと，対応するサンスクリットの形態は，このような可能性

を示す好例である.すでにpontについては触れる機会があり，これが本来「道J

の意味であったのに，どのような経緯から水の上に渡した通路の意味にまで達

したのかを述べた [4.1].サンスクリットでこの語が持つのはまさにその本来

の [i道」の】意味である.その曲用には四つもの異なる語基が生じる:①単数

主格 pantha-s等に生じる p組曲a-，②複数主格 pan曲面・ぉ等に生じる pan曲面・，

③単数属格path-as等に生じる path・，④複数与格patl岱hhyas等に生じる抑制・.

基底の要素は①と③に現れている.

[単数】属格のpathasからはキpIJ.出・とし、う語基が再建され得る.属格語尾の

-e/osにアクセントが置かれたため語基の母音は縮減した.この形から血がこの

曲用全体に広がった.

【単数]主格には *p早.teH・という語基を想定でき，これに母音を介さずに語

尾・sが付加されるとやata-sのような形が予相される.だが，初頭[音節】に

アクセントを持つ形態*pen出-sも並存していたと考えねばならない.後者から

はラテン語の主格pons(く *po凶町が導かれ，またここから Skr.pan-[①と②】

に説明が与えられることになる.実際に文証される形態は panthasであるが，

これは，アクセントを語尾に持つ属格に期待される血・も，初源的に+と -H-の

聞の母音にアクセントが落ちたときに得られる・2・も，初頭【音節】にアクセ

ントがあった場合のpan-も，すべて含んだ混交形である.

語基②は上の語基の後に接尾辞の・nーが加わっているが，これはr事「王J(複

数珂如as)からの類推による20

-i・の要素を持つ語基④は， OPr. pintis (< *向田i-)やスラブ語(ただし?と・n・

の間には完全母音)の OCSPQtt' (く*pon出i-)に見られるものに等しし吐

190階梯が一般化されている.母音交替の起源、に関する原著者の説(9.17ff.)を参照.
却単なる n語幹名詞からの類推形ではないのかもしれない.-n・の要素はアヴェスタにも
見られ"B山row(1955: 229)によるとこの名詞には古く n語幹曲用も用いられたらしい.ま
た， 4.12に触れられる Skr.r貫j-(nom.sg.点。， r可a-(nom.sg. r可IU))とここに記される同jan・
(nom勾.r司ja)とはいずれも同義だが，後者二諾は明らかに前者からのそれぞれ-0-(>・a-)，
-e/on-(>・an-)による拡大形である.
21 Skr. panめ5・sの斜格には・i・がまま見られるが，アヴェスタはこの要素を欠くため，何ら
かのinnovationの結果らしい.他方，バルト・スラブ語は完全にi語幹化している.
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ギリシア語は， Rjazykの場合にスラブ、語が行ったのと同様に【8.19)，母音

-e/cトを加えることによって形態を安定させた.*p早田かからは同制「道」が，

*perr剖かからはponl闘がそれぞれ得られ，後者はギリシアのポリス聞を結ぶ最

短の経路，すなわち「海」を意味する.

黒海の名称たる Pont・Euxinが知られているが，これは文字通りには「もてな

しの海」ということであり，ギリシア人がこの海の沿岸に居住する未開諸部族

を恐れていたことを考慮すると，これは明らかに意味が逆である22

8.27 ここまでやむなく圧縮した形で説明してきたため，読者諸兄が次のよう

な印象を持ったとしても不思議はない.言語学では紙に記された既知の形態が

扱われるばかりではないか.大概は子供のことばの場合に多いが，また大人の

ことばにも観察されるように，言語は使われる過程で何らかの形が優勢になっ

てゆく.そのメカニズムがあまり考慮されていないではないか，という印象で

ある.実際，文証のない言語や，テキストのみが知られている言語を扱う場合

には，働いたと考えられるすべての類推作用を見いだし，想定することは無理

である.上述のようにl叩.gueの語頭の1・を説明する場合には， dーが1・に変化し

た言語すべてに， 1-ではじまる「なめる」という意味の語がある.これは非常

に恵まれた場合であって，再建の過程では始終不一致に遭遇する.これらの不

一致から何らかの牽引作用が行われたのだろうと推測はできるにしても，問題

のことばについて我々の持ち合わせている知識が非常に欠陥の多いものである

ため，信憲性の乏しい仮説の域を出られない場合が多い.

8.28 あらゆる研究分野について言えることだが，この分野においても，何か

新しい情報を含むことがらが現れたら，それに関連する仮説を即座に再撫すす

る心構えが必要である.多種多様な言語事実の調査から日々得られる知識から

導かれる仮説のすべてに耳を閉ざすのでは何の進歩も生まれない.これまで50

年以上にわたって主に記述言語学が行われてきたが，その後を受けてそろそろ

22 Gk.H伽叫'E仲間c(Lat. Pontus Eu曲凶)のさらに古名は日併問'i¥CEa叫酢蜘ISAxenl凶
(A泊四))であり，後の呼称と逆に「もてなしのよくない海jを意味した.紀元前8世紀煩
より黒海沿岸に数多くの植民地方鴇撤されるに及び，旧来の芳しくなJ..."名称が夜更された.
R.可I!pHoeMOpe， Rom. Marea Nae同，1i峠.Kar凶enizのように現在では「黒海」という名称

が各国語に用いられるが，その由来については確言できない.上記の「もてなしのよくな
いJつまり「厳しいJを「黒いJと表現したと考えられる OP悶 .A必醐IIIr黒い(海)J(cf. 
Av.鉱誕mうから翻訳借用によって他言語に広まったとする説が説得力を有すると思われ
る.
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再建に立ち戻ってはどうだろうか.ここには，過去数千年の聞に生じたことが

らについて，従来の理解を凌駕できる可能性が秘められている.
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第区章

音韻論

9. 1 音韻論とは本質的に個々の特定言語における発話の圭}3IJ白単位を扱う分野

である.このような弁別的単位はその言語の音素と呼ばれる.アルファベット

式の書記法が用いられている場合，個々の音素に対応しているのは原則として

個々の文字である.確かにフランス語の ω1ω1[Ikal勾Fν計算)， joli [/fuli/きれ

いな)， camaval [Ik卸Iava1/:カーニノ勺レ】は上記の[=一文字ー音素の]原則に

則っているが， roues【刷/車輪(複数))では2音素を記すのに5文字が使われ

ており，ここに見られるように，フランス語の正書法はしばしば，そして体系

としてその原則に合っていない.古い言語ではこの原則が重んじられており，

これらを扱う場合には文字と音素とを同一視しても差し支えない.しかし今日

の様々な諸言語には各々事情があり，両者を区別しなければならない.

9.2 これとともに音韻論と音声学も区別される.音声学は広く言語音を扱う分

野であり，これに対して，音韻論は個々の言語の弁別的単位の組織を集中的に

取り扱う.斜線 [1I】が示すのは音韻表記であって，特定の言語に特有の弁別

的単位を表す:例)F. rlωhe r岩」はlroSl.音声表記を表す角かっこ[[]】が注

意を向けているのは，これに挟まれた記号で記される物理的現実である:例)

上記の語のパリ風の発音[豆諸:].

サンスクリットを出発点に

9.3 印欧祖語の音素を確定し提示するという作業において，初期にはサンスク

リットのイメージが絶対的な影響力を持っていた最初，印肘且語はサンスク

リットと同一であるとさえ考えられた.初期の比較言語学者諸氏は，サンスク

リットの持つ子音組織の調和と均整を目の当たりにして，心底から驚嘆したの

である.もっとも，このように均整が取れていること自体は異常なことではな

く，多くの言語においてサンスクリットと同様の完全な均整が見られるのだが，

インドの文法家がこれをたいへん重要視していたのである.今日 5類5系列と
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も呼ばれるこの組織のあらましは次の表に示される通りである.

類

無声音

無声帯気音

有声帯気音

有声音

p t t c k 

ph e e ch ピ1

b d d J g 

bh dh dh jh ま

m n n 員

V N E E 

① 

③ 

④ 

② 

系

列

鼻音
一一一」

軟

口

蓋

音

硬

口

蓋

音

そ

り

舌

音

歯

音

唇

音

⑤ 

9.4 上表では均整を乱すのを避けるため，⑥の系列たる摩擦音の記載を略した.

ここには歯音(8).そり舌音(事)と硬口蓋音(c)トslはあるが. 1とVの類が欠

けている.

9.5 子音の他に四つの「半母音J.すなわち音節を担って母音と同様の機能を

持つことも，音節を担わずに子音と同様の機能を持つこともある音的実現が存

在する.まずこれに該当するのは iとuであり，音節の頂点とならない場合に

はそれぞれyとwに転じる.パリの発音でje凶E【[凶]私は否定する】のiがno凶

nions【[吋5]我々は否定する】では音節核でなくなることに見られるように，こ

れはフランス語にも見られる現象である.yとw以外にも，サンスクリットで

はlとrが実際に音節核となることがある2.例)p凶u・ f広いJ(2音節).これ

1軟口蓋鼻音の白すなわち闘が省かれているが，これは位置による異音とみなされるため
:である.同様の扱いが早[rI.]と nf.J1]についても可能である.9.13を参照のこと.
z音節核となる場合には転写の際にこれらの子音字の下に小さな丸を付すのが慣用である.
ただし，サンスクリットには成節の lを表す文字は存在するが.rに転じるのが原則であ
るため，ほとんど実証されない.今日の慣用ではこれら音節を成す1.rは直後に挿入母音
のiを伴って発音される.
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に類する現象は他の言語にも見られる:例)Cz. prst r指J，plny r充ちたJ.イ

ンドの書記法では母音として用いられている場合と，子音として用いられてい

る場合とがきちんと区別される.伝統的には，ここでW と記している文字は今

日の発音に合わせてvで転写される.このような発音は恐らくインドの書記法

が確立した時代から行われてし吃と思われる.

9.6 [サンスクリットの】母音は本質的にaの一つしかなく，これに長短の別

がある.この言語にはEと6もあるが，これらはi及びuと交替し，初源的に

は ai及びauであって，今でもそのように感じられている.フランス語の場合

にも，血ler鼠径部Jや auner約1.2mJが ene[[m]】及び one【[:l吋】と発音

されるが，かつては二重母音を持っていたことは綴りから窺える. [サンスクリ

ットには】また成節の長い「半母音J，つまり TとU，並びに長い成節の rとl

もある.だが，これらの音素はより古い様々な結合から転じたものである.こ

の点からすれば，本来的には母音はたった一つしかなく，それが延長したり，

縮減してゼロになったり，あるいは周囲の音と様々な融合をしたりして，印欧

諸語に見られる様々な母音組織が生じたと推論できる.今日では我々はもはや

サンスクリットの優位性を信じていないが，この点だけに関して言えば，仮想

される非常に早期の印欧祖語のモデルはここにあるのではないかと考えている.

恐らく初期の比較言語学者諸氏にも増して，我々のほうが真剣にそう考えてい

るのである【9.17ff.]. 

9. 7 祖語の再建に際し，サンスクリットのみごとな子音組織から， mのそり舌

音の類は程なく除外された.さらに古し、イラン語のテキストがかなり古くから

知られており，これによってかつて「頭頂音J(cacUl凶nalω)とも呼ばれたそり

舌音がインド諸派の改新であることが明らかになったからで、あげ.これによっ

て四つの類，すなわちここで 1，IT， N， Vとした唇音，舌尖音[=歯音]，硬

口蓋音及ひ歌口蓋音が残った.

IとEが他の言語の同じ音と対応することにはほとんど疑問の余地がない:

3 Skr.m面泊四lya-“oftheh切 d"の訳より句隠bralとも.この音は印欧語の中でインド及びそ
の近隣の言語にしカ唄れず，他方，インドの先住民の言語であるドラヴィダ系の言語には
豊富に生じるため，後者から前者への影響が想定される.最初に生じたのは Fであり，こ
れはiu r r kの後に位置したIE*sから転じた.与と隣接する位置でその他のそり舌音が生
じた.*肘t>詩;勾+d>別 >4;*事+s> 旬〉市〉勺(語荊/*~(語中)，etc.ただし， Qは同
一語中のrr号あるいは後続するそり舌音の影響でnより生じた.Burrow (1955: 96ff.). 
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例)Skr. pi酌)，Gk.p諭;L弘開館「父j (既述【1.4]) ; Skr.回ryas"'，他国:is"'，Lat. 

紅白:4r3j. 

だが，lV硬口蓋音とV軟口蓋音についてはそうはいかない.サンスクリット

の硬口蓋音，例えばjna-r知るjのjは， Lat gnõ唖CδやGk. gignÕs~δ の軟口蓋音

gに対応している【5.5ff.].また，サンスクリットの軟口蓋音は通常ラテン語

やゲルマン語の唇軟口蓋音に対応する.例えば疑問詞はサンスクリットでk・を

持つが，ラテン語では停止・，ゴート語ではhw・を持つ.しかし， Skr. kravis r生

肉j，Gk. kr加『生肉j，Lat cruo~ r血Jや Skr.yuga.・「くびきj，Gk.zug加， Lat 

iUgum6のように，サンスクリットのk，gにギリシア語やラテン語のk，gが対応

する場合もあり，そのため祖語には三つの類が想定されることになった.無声

音を記せば，すなわち吐'で記される硬口蓋音の類， kで記される軟口蓋音の

類， *kwで記される唇軟口蓋音の類である.

今日では，祖語に硬口蓋音と軟口蓋音の区別はなかったと，そしてギリシア

語の k，ラテン語のcにサタム語でも kが対応しているような場合は特定の条

件と類推的発達によって説明されると考えられることが多い.そのため，以下

では祖語における硬口蓋音と軟口蓋音との区別は考慮しないことにし，例えば

無声音の場合だと *k及び*kW と記す，二つの類のみを扱うことにする.

9.8 極めて微妙な問題を提起するのは子音の丞塑の再建である.この点で初期

の比較言語学者諸氏はサンスクリットに封直の信頼を置くことをためらわず，

上記①，②，③，④の4系列，すなわち無声音，無声帯気音，有声音，有声帯

気音を祖語に想定した.4系列を持つのはインド語派だけであり，イラン語派

でさえ2系列しか持たないのであるから，改新が考慮の対象となってもよさそ

うなものであった.だが， 4系列は一見して非常につじつまが合っており，②

の系列すなわち無声帯気音の系列が幾分か周辺的な性質を帯びていることには

目が及ばなかったのである.この点については以下で再度触れる【9.83ff.l.加

4<IE句eyes<句官i・.母音聞のyが消失してラテン語形が得られる.ギリシア語形も同様
にして得られるが，匂+e>句はη[E:]と異なる狭い[e:]と発音され，Elと綴られる.
S<IE・b官ua回‘'rawflesh". 5. 41並びに同所に加えた訳註を参照のこと.
6<IE旬開g-"10 join" (11.ωI).E・yoke，G.JI∞h，F.jOl喝あるいはR缶百もすべてここに端を発
する.この例に見られるように寸恵の場合において他言語の y-にギリシア語の zーが対応
することがある.さもなければ対応するのはGk.h-である.高津(1954:78ff.， 8η等を参照
されたい.Gk.z.・Ih・の分布に関しては，有声のラリンガル+y>Gk.z-，無声のラリンガル
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えて言えば，通例，気音化というのは無声音に行われることで、あって，この現

象が有声音の場合にだけ生じるような組織は奇異であると今なお考えられてい

る.

9.9 このように， 19世紀の終わりまで用いられていたのは， 3類の舌背音を有

する下記の子音組織であった.今なおこのような組織を支持する向きもある.

*p 本t *k' キk キkW

*す キt キピ" *ピB *ピ1w

*b *d *g' *g *gW 

権bh *dh *i" キt *r 

9.10 表記方法について一言添えておく.多くの場合にg"hのような表記法が

好まれているが，これはhが口腔内での調音に後続する要素であるという少々

幼稚な発想法から生まれたものである.実際には，円唇化並びに閉鎖(上の例

の場合には舌背)と気音とは同時に行われている現象である.横に並べて表記

しているのは，これらを重ねて書くわけにはいかなし、からである.

9. 11 このみごとな組織に関しては後に詳しく考察する【9.83].

9.12 古典的な再建において想定される歯擦音は唯一、のみである.サンスク

リットにあるそれ以外の歯擦音は，新たに生じたそり舌音 h】と *k'からの規

則的発達 [c(= s)】である.サンスクリットの表 [9.3]の中の c7はインド・イ

ラン語内の硬口蓋化によって生じた音で、あり，単純無声音の場合を除いて，そ

の結果はサタムのプロセスの結果と合ーした8 この過程はラテン語からフラン

ス語への変化によく似ている.つまり【有声音の場合]Lat. ga1binu(s)【[g]+a】

「黄緑色のj及びgentes[[g] + e] ，部族J(複数)はF.jaune'黄色のJ，gens'人々 J

となり，初頭音はどちらの場合にも[主]であるが， [無声音の場合には]異なる

発達が行われていて， Lat. campu(s) [[k] + a] ，広場JからのF.champ，畑Jには

+y>Gk.h・という Sapirの想定が知られている.
7伝統的発音は[切だが，その定義に則れば本来の音価は硬口叢閉鎖音[c]であったと考え
られる仰叩nofer1978: 16) .叫が[切等に歯擦音化するのは多くの言語に観察される現象
である.神山(1995:152ff.， 248，256)を参照.有声音jも本来の[j:]から [d3]に転じた.
8 IE *1<，権与*i'1まサタム化によってSkr.c(=の，j，hlこ，前舌母音の前のIE*kw， *gW，市i'WはSkr.
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[司が， Lat. cen制m [[k] +e】rl00JからのEωntrIQOJには[s]が生じている.

9. 13 【祖語に】想定される鼻音はm とnの2音のみである.サンスクリット

にあるそれ以外の鼻音は，少なくとも初期において，実際の独立性を持たない

異音に過ぎなかった9

9. 14 次に想定されるのは二つの「流音jキ1，*rと， *y及び*wである.サンス

クリットの場合に準じて，これらの音素と二つの鼻音は，鳴音(ソナント)の

項目の下に一括され，母音がない場合に音節頂点として機能し得たと考えられ

る.この場合，これらの音は勺，可， *i，*u，事lp，可と表記される.団，ホ釘，キ卸1，*佃

という連続は国， *auとまったく閉じように二重母音として機能すると考えら

れる.この点については後述する [9.109ff.].

9. 15 母音に関しては， aとaの他に，音節主音的ソナントを除外しても，少

なくとも二つの長母音吋と句が想定される.

9. 16 そして最後に，インド・イラン語の iが他語派の aに対応するとき，シ

ュワーと呼ばれる母音*aが想定される.例えばSkr.pita( r) r父jとGk.pat&， Lat. 

pateζOIr. a由民Go血.fa白rのような場合である【1.4]. 

母音は一つだったのか?

9.17 上記のような[サンスクリットを重視した】組織の基礎的特徴に疑義が

投げかけられたのは， 19世紀も三分の二を過ぎてからのことであった.比較作

業が精密化したためである.既述のように，インド・イラン語は*k'を歯擦音

化するというサタムの発達を受けたばかりでなく，古いキkWIこ起因する体]をも

時に硬口蓋化する.例えばラテン語の小辞-quer~と」に当たるのは Skr. kaで

はなく， ω(発音は肘a]‘あるいは[tSa]10)である.この硬口蓋化の条件が検討

された結果，この現象は音声環境によって生じたものに過ぎないことが明らか

となった.すなわちLat.旬民「私は覆う」と togar覆い， トガ」のようにeとo

とは交替するが，ラテン語やギリシア語等の他の諸言語の支持するところだと，

c，j， hとなる.後者の過程はしばしば第二硬口蓋化と称される.
9サンスクリットには9.3の表に記されたQ[叫と日[J1]の他に白[lJ]及び釦凶varaと呼ばれ
通常血やmで転写される鼻母音もある.sは上記訳註3に記したような環境で，自は硬口
蓋音が隣接する位置で，白は軟口蓋音の前で，組凶varaは摩擦音の前でそれぞれ生じた n
あるいはmの位置的な異音である.
10上記訳註7参照.ここで肘]は[c]と同趣旨と考えられる.
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この[インド・イラン語の硬口蓋化の]現象が生じるのはoではなくてeが期

待される位置においてである.この交替については以下に詳述する.ここから

導かれる結論として，かつてeとoとの区別が古くから行われており，インド・

イラン語統一体の初期においてもこの区別が保たれていたが，インド・イラン

語にのみ起こった後代の推移のためにこれらがaに合ーしてしまったと考えら

れたのである.

9.18 この事情をよく理解するためには，紀元前3000年，つまりベリクレース

【495?-429BC】の世紀を遡ることさらに2500年前に， eとoの区別という現

象が何を意味したのかをはっきりさせねばならない.アッティカのギリシア語

において， leg'δ 「私は話すJの6はF.leguerr遺贈する」の6と，またlogosrこ
とば」のoはF.role r役割」のδとそれぞれほとんど同じように発音されてい

た.つまり，これらは二つのまったく異なる母音であった.だが，これらが両

者とも単一の母音に端を発していることに疑問の余地はない.諸言語から得ら

れた経験からすると，当時存在したのは，我々が耳にしたとすればaで表記す

るような母音一つであった.だが，その調音は環境によって変わり得た.パリ

のフランス語では凶ser一杯Jのaの発音が人によって異なり，ぬsse11の母音

[[a])を用いる人と， 1ぉser疲れた」の母音 [[a])を用いる人がいるが，これ

と幾分似た現象である.ギリシア人の言語的祖先が，インド・イラン人の祖先

と分かれた時代には，その言語にはわずかに異なる二つの母音の質があったと

考えられる.つまり， E.catのa([a])及びE.potのo(英音[a]【=IPA[吋]，米

音[a])に類する母音である.インド・イラン語の祖先において， [k] + [a]は[k'a]

を経て[岱a]に転じたが， [，α]の前の[k]はそのままで、あった.その少し後に，

インド・イラン語は[a]と[吋を合一させた.これは， 50~60 年前には巷でそ

れぞれ[pat]， [pat] 12と発音されたpatter動物の足」と p枇「パン生地Jを，今

日のパリの若者が区別していないことに少々似ている13 ギリシア語では逆に

両母音聞の差異が強調され， [a]は[e]に，続いて [e]となり， [a]は[斗を経て [0]

に転じた.

11 faire rする，作るJの接続法現在 1，3.sg. 
12問は巻末の記号表に記載されていない.原著者によれば後舌性を強調した表記とのこ
とである.lPAで書けば[pot]であるから，他所と統一すれば[pat]と記してもよい.
13現在でも規範的にはそれぞれ[pat]，[pat]. 
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9. 19 他方，該当する方言において問題の後舌母音に[a]あるいは[a]のどちら

が生じたのかも無視できない.[叫が用いられた方言においては， [a]と[a]の中

間に， *kaput r頭j (恐らく本来の意味は「査j) のような平俗な語形成に見ら

れる [a]が生じる余地があった.ギリシア語やラテン語では，本来的な単一母

音のこの後舌の異音がかなり早期のうちに区別されるようになったらしく，こ

のような言語ではこの[a]は[吋に合一しなかった.例えばI瓜 potis(原義「主

人，能力のある者J; cf.戸t咽 1r彼はできた，主人であったj)のoと， caput 

「頭Jのaとはきちんと区別されている.他方，サンスクリットではk削叫a1a

「束ねた髪」【〈事同lut】でも， p:剖sr夫 L主人】jの場合と同じaが用いられ

ている.ゲルマン語も aとoを区別していない.Lat.ωIputに対応するのはOE

hafudl4であり，戸也に対応する Goth.-fats r夫j (b而ト坤sr婿‘j)の場合と同

じく aが現れる.ラテン語とギリシア語のように%と *0を区別する言語には

イタリック語，ケルト語，アルメニア語， トカラ語があり，他方，インド・イ

ラン語やゲ、ルマン語のように両者を区別しない言語にはヒッタイト語，パノレト

語とスラプ語がある.ちなみにスラプ語の場合には，両者の合ーは後代に生じ

たのではなし、かとも考え得る.

9.20 インド・イラン語を別にすれば， *eと交替母音の事0，あるいは%と%

の区別は一般的である.このような区別がどのような条件で生じたのかは今日

に至るまで解明されていない.問題の言語の発達の中のどこかの時点で，アク

セント位置が関わっていた可能性は極めて高い.

9.21 アクセントの性質，その出現の諸条件，アクセントと談話のメロディー

との諸関係，といったものは，音素や音素聞の関係がそうであるように，時の

流れの中で移り変わって行く.文証される印欧諸語はいずれも独自のアクセン

ト組織を持っており，比較によっても，抑制E語の】ある一時期において母音

はアクセントのある位置で保存され，それ以外の位置では消搬する傾向があっ
えい

たことぐらいしかわからない.母音がeあるいはoの形で見られる場合には盈瞳

盤(d噂句le泊(5)，母音が失われた場合には宝旦盤盤(degre泊。)，母音の痕跡が

14通常の形は(伽c..xafud-a->匂ωぬかa->)OEh副叫(>E.h剖)・原著者によればhafudも
文証される.ONhQfud c.: u・ウムラウトにより a>Q)への置換も可との指示を受けた.
目今日ではこの用語はあまり用いない.下記のように本来的な母音はeであるから，この
母音を持つ場合を「正常階梯jあるいはe階梯，これと交替する母音。を示す場合をo階
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残っている場合には盤撞瞳盤(de群 r剖凶t)という呼び名が用いられる.低減階

梯の母音はその後の発達において特定の質を持つ完全な母音としての地位を取

り戻すことになる.無アクセント音節において通常期待されるのはゼロ，すな

わち母音が脱落することである【=ゼロ階梯】が，このゼロによって発音困難

な子音連続が生じるような場合には，支え母音が用いられたと考えられる[=

低減階梯].これはフランス人がmatch[a] de football [サッカーの試合】， arc[叶de

凶ompher凱旋門j，ours[a] blanc r白熊j，Felix[a] PO出といった場合に子音連

続の発音を容易にすべく，いわゆる「無音のje【たる [a]】を用いるのと同種

の現象である16

9.22 単一の画面に再建を投影することをやめ，相次ぐ複数の段階を区別しよ

うとした場合， e/oの交替を説明するために，まず頭に浮かぶのは次のような考

え方である.つまり，母音はアクセント位置にあるとき前舌の響きを獲得して

[a]となり，アクセント位置以外では脱落するが，脱落によって発音不能な子

音連続が生じるような場合には，その母音は保持されたかあるいは復活し，後

舌の響きを獲得して [a]あるいは聞となったと考えられる.

9.23 伝統的な再建において縮減母音17を用いて説明が与えられるような場合

は，一部の言語あるいは言語群に特有の，結果として完全な母音を復活させる

という，より後代に生じた現象によって説明されるべきである.その復活した

母音の質は言語によって異なり，例えばラテン語ではaであり，ゲノレマン語で

はuである.

9. 24 はじめ [a]と聞とは同一音素の異音に過ぎず，その分布はアクセント位

置によって決定されていたしかしアクセント組織がわずかに変われば，これ

ら両者の音韻論的独立性が確立されることにつながり，その結果/お/と/釘とは

アクセント位置に無関係に生じるようになったと考えられる.そのときから，

あらゆる類推による拡大が生じる余地が生まれたのである. r足の」【属格】に

当たる形は非常に古くはうedesであったはずだが，ラテン語形はeを二つ持つ

梯(あるいはドイツ語だとしばしばAb蜘 ungr変色J) と新:する.
16 したがってゼ、ロ階梯と低減階梯に本質的な相違はなく，今日では後者を特に設定しない
のが普通である.
17いわゆる釦hwasecundum.例えば高津(1954:99ff.)を参照.
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pedesから転じたpedis18，ギリシア語形はoを二つ持つpodOS19である.本来，

期待されるのは[アクセントを持たない語根の母音が失われた]キpdesなのだ

が，これが早期のうちにより発音が容易な形に置き換えられたのである.支え

母音を用いた場合には叩odesが生じることになり，また対格*pedrpに期待され

る母音を類推によって拡大すれば，上記のラテン語形の基礎となったホpedesが

生じる.別な環境においては，属格の語尾・esがアクセントを失【って母音を

失]い， 0 でその母音を復活させたと考えられるから，ここからギリシア語形

の基礎となった *podosが得られることになる.しかし当然のことだが，このよ

うな道筋を経ればほとんど何でも説明できてしまうわけであり，そのため多く

の人々にはこの説明法に説得力が欠けているように思われるらしい.

9.25 一種の妥協案として，非常に古し、時代にこの言語にあったと認められる

諸形態には*e/oという単一の母音を想定すべきなのであろう.恐らくこの母音

は本来/aJであり，その実現には[a]と[a]の間でゆれがあったと考えられる.

例えば複数の指標*唱は勾とは交替するが*-osとは交替しないし，母音語基

の呼格の指標はも複数属格の語尾は*-omであり，また完了の語基には市+が

現れる.このように%と句が区別されるようになるのは，後に特殊化が生じ

てからのことである.とは言え， *e/oのように常に二文字を並記することにす

ることにもやはり抵抗を感じる.このようにするとテキストは読みにくくなる

し，声に出して言うことができないのでどの形態かがわかりにくくなってしま

う.確かに暖昧にはなるかもしれないが，以下では単に%という表記を用いる

ことにしておきたい.

9.26 以下にも述べるように [9.82]，印欧語の非常に古い層において母音が一

つしかなかったとする仮説は生き続けている.この仮説は最初サンスクリット

の組織がヒントになって生まれたが，今日ではコーカサス諸語に類似の現象が

見られるという支持を獲得するに至っている.これらの言語では，知覚される

母音の質に確かに幅があるものの，少なくとも本来的な語棄においては母音音

素をたった一つで、あるとみなすことが可能であり，その質は環境によって決ま

る.慣例に倣ってその母音をaで記しておくと， paは[P]が唇音であるため母

18主格は*ped-sより dの脱落と代償延長を経てpes.
19主格は*pod-sより dの脱落と代償延長，さらに狭母音化(*pos> *pus)を経て7tOUc.
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音も円唇化して[Po]と，句は[t]の調音位置が [e]のそれに近いため[低]と発音

される等々である却.

長母音

9.27 ここで，印欧語の再建をどのように把握すべきかに関して結果的に大き

な影響を及ぼすことになる，もう一つの問題点を取り上げることにする.長母

音の占める位置についてである.長母音は様々な言語に現れ，また印欧祖語に

想定されるが，これらにはこ穫を区別し得る.そのうちの一方は，母音*e/oと

交替し，母音の質が変化しない長母音，すなわち句と句である.これは例え

ばLat.pedem r足J(対格)， pedis (属格)に対する主格pesにあるいはその

対応語Gk.p剖a(対格)， podos (属格)Iこ対する主格pδs[>pus](pousと綴る)

に，あるいはまた同じ語の複数属格Lat・伊dum(< *pedom)に対する Gk.卯don

にも見られる.

9.28 この他に，いわゆるシュワ-[*a]，すなわちヨーロッパ諸語ではa，イ

ンド・イラン語ではiとして現れる音と交替する長母音がある.例えば:

「立っている」但.s回d)

Skr. S白星(基底形) vs. sthita-(分調)

Lat. s毎，-re【不定法] vs. s包tus【過去分調】;

「与えるJ Lat.毎numr贈り物J vs. d星回【過去分詞】;

「種をまく J Lat. s~uï [完了] vs. s~tus [過去分調].

すなわち，分詞では母音ゼロが期待される本来的無アクセント音節に匂が想

定されるが，完全母音が期待される位置では長母音が生じ，その質は場合によ

って・5・，ふ， -e-のいずれかである.Ferdinand de Saussure【1879]は，このよう

な場合に、ンュワー匂がソナント，あるいは例えばi，Yのような半母音として機

能するとしづ提言を行った.*leikw- r残す」のような語根がアクセントを失う

と，母音(*e/o)が消失し，ソナントのiが音節の頂点となる:例)Gk.leipδ 「私

は残すJvs. elipon r私は残したJ[アオリスト].これと同様にLat.satus r種を

却原著者への照会によればアブ‘ノ、ズ藷が考慮されている.

161 



まいた」の祖形を *satcトsと考え，ここではse凶「私は種をまいたJに見られる

語根キS好からアクセントが別の音節に移ったためにた3・が【aの形で】残った

とみなしたのである.また，長母音ふは-ea・という「二重母音Jが単純化し

て生じたもので，これはGk.leipδに現れる二重母音elが早期のうちに長母音の

[i:]に縮減してしまったのと同種の現象であると解釈された.

9.29 他方句が再建される基底形にも，通常シュワーとの交替が見られる.ま

た句と交替しない句の場合にも同様の現象が現れる.そのため，これらの場

合において母音の質を決定しているのはシュワーなのではなし、かと考えられる

に至った.このように考えれば，三つのシュワーの区別が必要となる.第一の

シュワ-alは母音の質に影響を及ぼさず，したがって【先行する】母音は、ンュ

ワーのない時にeとoが現れるのと同じ条件下でEとδで現れる.第二のシュ

ワ-~は母音に [a] の「色づけJ (colomtion)を与える.第三のシュワ-a:Jは母

音に[0]の「色づけJを与え，そのためこの場合には Eと交替する条件が見え

なくなる.

『喉音J(ラリンガル)

9.30 セム諸語では，一連の子音が隣接する母音に上記のような作用を及ぼす

ことがよく知られている.確かに多くの場合にあまり適当な呼称とは言えない

のだが，これらの言語ではこの種の子音が「喉音J(l紅戸gal岱)と呼ばれており，

そのため程なく上記の三つの、ンュワーの総称としてこの用語が用いられるよう

になった.上に紹介し，また以下に続くこの説全部をまとめて「喉音理論Jと

呼んでいる.長い間この理論では， Saussureが行ったのと同じ，かなり代数学

的な手法が採られていた.物理的に~はいったいどんな音なのかという問題は

究明設なし、ままに*町=匂といった公式が利用され， r喉音Jを記すのに母音

を表す宇であるaが相変わらず用いられていた.その後， [aの代わりに】 Hを

用いてらに加えられたのと】閉じ番号を加える習慣が一般化したが，問題の

音の性質についての熟慮には必ずしもつながっていない.

9.31 長母音とシュワーの関係についての考察と並行して，以下の点が注目さ

れた.シュワーはインド・イラン語で iで[，その他の語派ではaで】現れる

が，インド・イラン語の場合を含めてすべての言語でaで現れる%があり，こ

の%が生じるのは語頭と *kaput[9.19)のような平俗な形成の場合にほぼ限ら
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れているという点である. r畑」を意味する語(Latager)や， r駆り立てる」を

意味する語(Latago21)，鋭さを表す語根ak_22等が比較の足がかりとなる.同様

にLatodO~3 rにおいJ，octδ，24 r8J， ouis25 r羊J.OS26 r骨Jといったように， e 

と交替しないキoが見られるのも語頭の位置が一般的である.もっとも， eを持

つ交替形が実証されないのは単なる偶然であるとする議論も後を絶たない，

9.32 そこで，もともと語頭に「喉音」があり，そのために母音の色が変化し，

後にこの音自体は消失したと考えられた:例)H2egroト>agrlか「畑J，H3ewi・>owi-

「羊」等.当然だが，この場合に「喉音Jは量童旦薗にあるため母音の延長を

引き起こさず，それがかつて存在していたことを示す唯一の痕跡は母音の質の

変化である.

ヒッタイト語の「喉音」

9.33 半世紀もの間，時の指導的立場にある比較言語学者諸氏は，【上記のよう

な喉音を】完全に仮想的な代数学的単位であるとみなし，これを利用するのを

ためらった.だからと言って，まったく無視されたわけではなく，少なくとも

一部の比較言語学者は自身の見解にこれを取り入れていた.例えば「喉音Jを

無視したら Meilletの著作は理解できなし、(ただし番号付きの、ンュワーは使われ

ていなし、).一連の研究者が公然と「喉音」を採用する勇気を得たのは，ヒッタ

イト語に証拠が発見されてからのことである.模形文字で書かれるヒッタイト

語をローマ字に転写する際に与という文字が頻繁に用いられる.これは【本書

のように】略してhと記されることも多いが， ドイツ語のアッハラウト[[xJl

と同様の実現を持つ音素であると考えられる.この字が現れるのは，非常に多

くの場合に，先駆的研究で「喉音j が想定されていた語においてである.例え

21及びSkr.ajati， Gk.百yω等より IE*ag.・<*H2eg-‘加企ive"が想定される.前例のLatagぽ
やSkr.ajra・，Gk.'aypó~ ‘和ld'吋cf. E. acre (OE即 er)，G. Acker < Gmc.市山泣)等はその派生語と
考えられ，ラテン語形は*ag-rに挿入母音を加えて，その他は*a昌-r-o-より得られる
22 < *H~k-: e. g. Lat 鉱山“needle"< *ak・u・;Li血.akmuo， akme自s“幻one"< *ak・men-，etc.メタ

テーゼを経た*ka・men-等を想定することにより(Gmc.*kamer・>)OE hamor (E. hamrner)や
(Slav. *陥mon・/*陥men->) OCS kamy， kamene (R陥MeHL)が導かれ得る.
23<本od-os-< IE *00-(< *H3ed-). Cf. Gk.砧同--'00'同“smell"，玖知(<*od-yo・)"to smell"， eぉ.
24<肥事oktδ(<*H3ekteH3). Cf. 9.56; Gk. b悶ぬ，Gmc. *axto (OE eahta， E. eight)， etc. 
25 <IE *OWト(<*H3ewト).Cf. 7. 10， 11. 44; Gk. '6U;， Skr. avi-， Li血.avis， OCS OVbCa， etc. 
話 <IE*ost-(<町出・).Cf. Hi仕.ha血(9.33)， Gk. '00"tぉv，Skr.紬 i，臨.Lat.co血「肋骨J，OCS 
koぬでは事同がk・に硬化したともみなし得る.α:9. 69:0:， Mar泊施t(1975: 133). 
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ぱHitt.new，油h-r新しくするJという動調はLatnoua-re r新しくするJに正確

に対応しているし21「骨」はHitt.has凶であり，この語の「喉音Jを用いた想

定形見出・に対応する.また，この種の形態においてアルメニア語ではしばし

ば語頭にh・が現れる:例)Ann.hot rにおいJ，haw r祖父J(Lat.剖 os【>auus】)，

haw r鳥JCLat.加担).しかし，アルメニア語では後代に語頭でhが付け加えら

れたケースもあり，そのためにこの証拠の信頼性はあまり高くなくないお.

9.34 ヒッタイト語がこの理論の裏付けとなるのは部分的に過ぎない.この言

語と他言語との対応が確実な範囲に限って言うと，確かにヒッタイト語のhは

「喉音」が予想される位置に現れるのだが， r喉音Jが予想される位置でヒッタ

イト語にその痕跡が見られない場合もまた存在するのである.例えばSkr.anti， Gk. 

anti， Lat ante r前に』の語頭のaの説明のために「喉音」が予想され，そして実

際にそれは同じ意味のH批 hantiに現れる.だが，Skr.叩a“'away"，Gk. apo‘官。m"，

Lat. ab官。1m"の初頭に予想される喉音は，対応の田弘 ap凹“もehind"には見ら

れない.そこで[α]の色に染める喉音は一つではなく二つあり，そのうちの一

方だけがヒッタイト語に保存されたのだと考えられた.ここに代数学的手法は

限界を迎え，これら二つの異なる音が，両者とも隣接する母音を後舌に引き寄

せるカを持っと考えられるようになった.【ヒッタイト語に】現れる喉音は軟口

蓋あるいはむしろ口蓋垂の摩擦音 (G.achあるいはSp.jo包の音 [00】)と思わ

れ，他方【ヒッタイト語で】消失した喉音は咽頭音のような調音点のより奥深

い音であったろうと想像される.すなわち口蓋垂音と咽頭音という，二種類の

叫が想定されるべきであろう29

9.35 ヒッタイト語ではaとoが区別されないから， 0色の「喉音J[H3] とa

色の「喉音J[H2] も区別されない.他の言語のデータから oの音色が予想さ

れる場合にも， aの場合と同じ状況である.すなわち， ha蜘 ir骨J【<*町民t・1

のように期待される「喉音Jが現れている場合もあるが，例えばLat.peト歯er痛

飲する」に対応する伊sir飲み込む」【<*p~・1 におけるように，その「喉音」

T1s知市V副以来事neu-e・Hz・(匂u>Lat. Ou)に帰されている.Cf.TI悶h1er(1983・:ll32佃ふ
沼これらでl討侯音がh・で現れているように見える:*H3ed-， *H:zeuHcト(11.15)， *H:zewj-.だ
がhogi-ogi“早irit"のようにh・を欠く形が併存する場合や， h口組問bぽ‘な旬加"のように
外来語(oc，帥 er+ september)に付加された場合もあり， h-は喉音の反映とは考えにくい.む
しろ一般的にはルの付加に語源的根拠はないと考えられている.Cf. e. g. ScIuni'吐(1981:4η.
29ヒッタイト語に現れないHzを， Kwylowiczはぬと呼ぶ.
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が現れていない場合もある.したがって， 0色の「喉音jたる砲にもヒッタイ

ト語で保たれた音と，失われた音の二種を想定する必要性が生じる.暫定的に

H2とH3との調音上の差異を考慮しないとすれば， H3に想定されるのはやはり

口蓋垂音と咽頭音である.

9.36 r喉音JHIには音色を変える力が認められず，隣接する母音の交替する

音色%と *0はそのままに保たれる.Gk. ti・出るmir私は置く」に対する Hi仕.te-30 

「置く」の場合，あるいはbe動調に当たる Hitt.es-31， Lat吋δ 「私は食べる」

やE.eatに対するHi社.ed_32 r食べる」のそれぞれ初頭の場合には， HIの痕跡が

見られない.だが， eに隣接するときにHitt.hが生じている場合もあり，これ

らはギリシア語やラテン語のEを含む諸形態と比定され4尋る.例えばHitt.mehur 

は「時点Jの意味と思われ， Lat. metior r私ははかるJと比定される33 この例

に見られるようにhには音色を変える作用はない.興味深いことに，このhは

母音の間にあるときには一つだけ書かれるのに， aの隣にあるときには二つ並

べて書かれる.この点から， mehurのhとnewahh-[9.33]の凶とは異なる音

棄を表すと考えられる.一般にヒッタイト語で母音聞の二つ重ねた文字は他の

言語の無声音に，重ね書きされない文字は有声音に対応している【5.93].だが，

ここから言い得るのは，ヒッタイト語のhと抽とが異なる音素であったという

ことだけであって，必ずしも有声・無声の差異であったとは限らない.だとす

れば， -hh・は舌全体を後方へ押しやる作用を持ち，隣接する母音が aに変化す

るのであるから軟口蓋ないし咽頭摩擦音を，他方重ね書きされない・h・は舌の

位置に何等作用しないのであるから声門音をそれぞれ表したとみなしていいだ

ろう.音韻表記すれば上の例語は/new蹴・/及び/me?町/のように記されよう./?/ 

は，舌の後退をもたらすような咽頭音ではなく，声門音，すなわち舌にまった

く関わりを持たない気管レベルの音である.

9.37 以上をまとめると， r喉音J理論と二つの色づけが区別されないヒッタイ

却 IE*d"e-< *dheH1・(第N章訳註 1).1勾・白出(臼-ih・hi)，3.sg.必i(da-a司i)のように語頭子音の
表記が一定しない点についてはSturtev，組t(1951:26)，大城・吉田 (1990:23ff.)等を参照.
31 <IE明 les-.Cf. 3. sg. Skr.制 ;Gk.'roτi; Lat. est; Gmc. *iはi(G.i幻);OCS jestb (R. ecn)， etc. 
32 <肥*H1ed-. Cf. Skr. 3. sg.制 (<*ed・ti);Gk. I.sg.混同Gmc.inf.匂凶(OEe加1，G. essen，臨.);
OCS inf.j錨世(<*ed，却i;R.eロ'b)，etc. OCS jぉHから想定される長母音はWm記r(l978)の法員Ijに
よって説明されよう.
3沼3<IE*me尚H同1-.汀αα:S蜘kr.m耐嫡E滋ぽt

S~ 
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ト語のデータを比較検討することによって，次のような[祖語の】組織が想定

されよう.

色あり

(口腔奥哨 [H2，H3) 

色なし

(押腎)【H1)

気音化と有声化

【ヒッタイト語に】

現れる場合 現れない場合

x h 

? h 

9.38 だが，この理論に従えば消失した「喉音Jの痕跡は音色への影響(色づ

け)と先行母音の延長にとどまらない.喉音は先行する子音を気音化したり，

これを有声化したりすることもあったと考えられる.気音化は主としてサンス

クリットに現れる.例えば， E.蜘 d，G.gl醐 n伽【紬m“血nd"の過去分詞】

に生じる「起立Jσ.s凶 onde加国)を表すよく知られた語根を例に取り上げてみ

よう.ここに記した踊圃温onにも， [e闘の】半過去etait(< Lat s包・bat)にもこの

語根が含まれている【3.12).祖語に再建されるのはキ噸，すなわち字自H2，・で

あるが，サンスクリットの形はstha・であり，その弱韻形はd出-r起立」に見

える.*s旬H2・から出発すれば姻が期待されるが，母音が脱落した場合【=ゼ

ロ階梯】には*stH2が得られ，これに支え母音(Skr.i)と接尾辞4が順糊日えら

れた廠I 傘stH2泌ーから d雌が得られ，ここから・hがこの語根に属す他の形態

にも拡大された.他の言語の場合には，類推によって気音を伴わない形態が選

択されたか，あるいは気音が一般に何の痕跡も残さずに消失したと考えられる.

9.39 他方，後続する「喉音Jによって生じる有声化は多くの言語に痕跡を残

している.好例は「飲むJを意味する諸形態である.F. po抽 ler飲料用のj に

対して bo出「飲むJの初頭に bが現れるのもこの有声化に起因している.想

定される語根はLatpふ歯er痛飲するjにも見えるホ戸時である.この語根か

ら出発し，動作の持続性を表す常套手段である重複を用い，語頭にpをもう一

臨 IB町row(1955: 105-6)の提言を採用する.ト殻にE匂のインドでの反映はiであると
されるが，この一樹句見解に異論を唱える Burrowはその反映をhあるいはゼロとし，本
文の例やlE*pa蹴・>Skr.p加・のごとき場合は支え母音のiが挿入されたとみなしている.
またBurrow(1950;1979)，抽出，et(1956)，風間(1984)，神山(1992)を参照.] 
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つ加えてiをはさめば*pi-pH3e-(*pとキH3の聞の母音はゼ、ロ階梯)が得られる.

文証される Skr.pibati r彼は飲むJや，これと完全に対応するIr.ibid (語頭のp

は規則的に消失)等において， H3の直前の pが有声化している.とすると H3

は有声音，すなわち声帯の振動を伴って発された音で、あったに相違ない.語頭

の子音を重複させたこの形態にはP…b…というつながりが現れることになるが，

このつながりは奇異なためローマでは嫌われてみが一般化された.こうして

Lat. bibit r彼は飲む」が生じたのである.だが，その北方40krnほどのところに

あるファレリイー [5.561ではその逆に語頭のpが一般化されてpip的「私は

飲むだろうJが生じている.

9.40 r喉音J理論は長い間かなり胡散臭いものと受け取られていた.そのため

この理論の支持者は，想定される「喉音」の数が増えれば，この胡散臭さが増

すだけだと感じていた.したがって，その数を少なくして，最低限まで減らす
ふえん

必要があった.上記の二例を敷街して， aの色づけと気音化とを，そして oの

色づけと有声化とをそれぞれ同時に生じるとみなす決断が下された.また，た

とえ eを有する形が実証されない場合であっても， 0は常に eの交替形である

と無理にみなして， 0の色づけを採用しない向きがあることについては上に触

れたが【9.31]，これも同じ趣旨に添った見A事で、ある.

9.41 さて，あらゆる点から見て，印関E語には弁別的な母音が少なかったと

考えられる.だとすれば，同じような状況にある現実言語の場合を敷街すると，

その代償として非常に豊かな子音組織が期待されることになる.もちろんサン

スクリットのみごとな組織という宝を重んじることもできょう.だが，既に触

れたように，また以下に詳しく述べるように， 5類 5系列の正方形の組織，す

なわち 25の単位原註2のうち，再建される最古の印欧祖語に想定されるのは 13

個34でしかない.これに歯擦音 [s1とソナント [i，u， r， 11を加えても都合 18

個である.これらに唯一の母音が結合するとしたら，子音+母音とし、う形式の

弁別的な音節は 18個だけということになるが，これは滑稽に思えるほど少ない

原註2軟口蓋鼻音が欠けているため実際は24個である.9.3の表(p.152)を参照[原著者か
らの指示による迫力日].
34 9.3の表に記された24個の子音からそり舌と無声帯気音，及て順口蓋鼻音を除けば残り
は14個だが，さらにbが除外されている.9.94以下を参照.
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数である.現在のパリのフランス語にはこのようなつながりが234個35もあり，

確かにこれらの中には実際には用いられていないものも含まれているが，これ

らはいずれも可能なつながりである.この点からすると，独立した分節という

形では文証されない複数の音素が前史時代に栴主したとの想定を受け入れるの

であれば，その数が3あるいは4を超えても何等不都合はないはずである.

対立の保持

9.42 以下のような論拠からすれば「喉音Jの組織を拡大することが適当と考

えられる.まず， [言語の】発達の過程で何らかの音的特徴が保持されるのは，

諸形態を互いに区別するのにその特徴が単独で役立つ場合のみであることを認

識する必要がある.弁別的な関与性は時を経ても何らかの形で保持されるが，

余剰な諸特徴は結果的に失われる方向に向かうものである.これはすでに確立

された事実である.したがって， r喉音Jが気音の形で保持されたのならば，あ

るいはまたその隣接音を有声化することがあったのならば，気音化と有声化の

主註歪匙が弁別的であったということになる.換言すれば，母音が脱落した後

にpeH3・「飲む」の叫が?を有声化したのなら [9.39)，この言語には有声で

ないもう一つのH3があったはずなのである.

9.43 これは多くの言語に確認されることである.フランス語を例に取ると，

物理的に言って有声音，すなわち声帯の振動を伴って発される音には/bvdzzg

mn削 rj"'1の音素がある.しかし，有声性が弁別的なのはIpftssk/と対立する

/bvdzZg/の場合のみであって，それ以外の六つの音には有声性は弁別的でな

いフランス語には無芦の/mMIrifが碑しないからである さて，これら

の有声子音のうち/bvdz主ダの有声性は関与的であるため，その前に無声の子

音があればその子音にも有声性が及んでしまう.例えばE釦 ecdoter逸話Jに

おいて有予言の/ψの影響でその前のM が有声化し/ダとなることがある.他方，

例えば臨l四nぽ「要求する」では/l/の有声性が関与的でないため/k/の無声性に

は何の影響も及ばず，フランス人にぽclamerを*reglamerなどと発音する人はい

35子音 18X母音 13.フランス語には 17子音と 3半母音があるが， 9.43に見られるよう
に原著者はIjlのみを半母音とし， [w， q]は母音/民ylの異音とする.したがって子音数18.

同語の母音は 12個+鼻母音4個だが，パリを中心とする現代のことばでは[a]・[0]，[コ]・[吋，
問・[re]の区別が明瞭でない.結果として母音数は 12+4・3=13となる.
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ない.同様に泊/の有声性も関与的でないため， shrapnel i植教弾Jを*shr百bnel

と， Daphne iダPプネーJ(ギリシア神話7を*Davneと発音することもない.

9.44 以上より H3には有声と無声という二つの音素が想定されるが，これと同

様にしてH2にも二つの音素が想定され，その一方は無声であったと考えられる.

その根拠は，この無声性が後に「気音」の形で現れ，これによって他方との区

別が維持されることである.

9.45 興味深いことに，このような気音化と有声化の現象が生じるのは色つき

の「喉音J[H2， H31の場合に限られているようである.これは?上でヒッタイ

ト語の考察から得られた結論，すなわち色なしの「喉音J[H11が声門音であ

るとする結論【9.361に符合する.声門音はそれ自体が声門で調音される音(声

門が閉じている場合はρ/で，声門が開いている場合は/h/で記される)である

ため，その性質上，声門[すなわち声帯】の振動と結びつくことがないのであ

る.閉鎖状態と開放状態というこれら二つの特徴は，通常，同一器官の振動と

相容れない関係にある.

非声門音

色づけあり

[a]色 但2) [0]色但3)

無声 有声 無声 有声

口蓋垂音 χ原Z主3 H χ W HW 

咽頭音 h T hW cW  

声門音

色づけなし

但1)

閉鎖音 ? 

摩擦音 h 

原註3 ここでは国際音声学協会(IPA)の勧めるところに従い耐を記した.本来ならば，この
ギリシア文字は軟口蓋の擦音(sp凶nte)の意味で用し、て， [x]は口蓋垂の摩擦音(出切tive)に
割り当てるべきである['.・原著朝虫自の立場).擦音と摩擦音の違いlこついてはM制 inet(l960，
1972a)~2・24 を参照されたい.もっとも，この場合のように発達のプロセスを取り扱う際
には，軟口蓋音なのか口蓋垂音なのか，問題の音素の調音点を明示しない記号を用いるの
が得策とも言えるだろう.だが，ここで [x]ではなく凶を選んだのは下記の理由による
つまり，以下では寸車の「喉音Jが硬化するケースが取り扱われ"Lat. senex や impe~町'x(x
は[ks])のような形態が導かれることになる.その際に「喉音j をか]と記したのでは読者
に混乱を招くかもしれなし、からである.
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9.46 以上より前頁のような車断裁が想定される.aとoの区別のないヒッタイ

ト語のみを扱うわけではないため，ここではこれら二つの異なる色づけ【同，H3)

が区別されている.以下で詳述する事情により，H3には右肩にwを添えて記す.

9.47 ここで言明せねばならないが，上記のように再建される音素一つ一つに

ついて納得の行く対応を示すことはあきらめざるを得ない.

上で検討した有声化が想定されるケースでは，有声化はoの色づけとともに

生じている【9.39f).そのため，上表のfとrは単にバランスを取るために

記されているように感じるかもしれない.だが，隣接する子音が有芦化するか

らには，その「喉音」に有声性が関与的であり，したがってその組織には有声

の「喉音j に対応する閉じタイプの無声の「喉音」があるはずだと言える.一

方，有声のかたわれを持たない無声の「喉音」が弱まって[h]になり，その後

に先行子音の気音となることは充分に可能である.つまり，有声化について当

てはまることは気音化には当てはまらない. r喉音jの音価には摩擦音が想定さ

れるが，多種多様な音韻組織の調査を通して今日培われた経験を基にすると，

摩擦音の組織の中に有声と無声の対立が【一つでも】確認されるならば，この

対立はその摩擦音組織の全体に及んでいたはずだと考えられる.0の色づけは

有芦性と，aの色づけは無声性と共起するはずだと断じる根拠は見当たらない.

総じて言うと，上の表に載せてあるからといって，その言語のある発達段階

にその音素が存在していたと断言しているわけではない.音素目録の中にその

音素が含まれていた可能性があるという点，また，新たな事実の発見や既知の

事実の新解釈によって必要となるのなら，その想定をためらうべきではないと

いう点.この二点の指摘であるとこ宮治手戴きたい.

aの色づけ

9.48 上で「色づけJと呼んだ現象に立ち戻ることにしよう.母音の質が隣接

する子音(群)に影響を受ける可能性があることが認識されるようになったの

は，上でも触れたように，セム語，特にアラビア語の経験からであった[9.30).

このような現象は他の言語にも見られることである.例えば英語では/r/と11/

を発するときに舌がスプーン状にへこむ36ため，【これらに隣接する)!J/がかな

M これらの調音に際し，舌先と歯茎での主要調音と同時に後舌部地歌口蓋に描Eするため，
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り/u/に接近する結果となり， pre'吐y;1p凶/はほぼ由ruti]のように， silk/s批/や人

名のWi1son九rIisIJIはそれぞれ[suk]や['wus早]のように聞こえることがある37

F.1鎚se(く 1assぽ「飽きさせるj】の咽・はかつて舌尖を口蓋に近付けて発音さ

れ， 131ω 【く1acerrひもで結ぶJ】の cとは区別されていた.そのため今日のパ

リの発音でも 1ace0叫と l拙 e[108]とが明瞭に区別されており，子音が母音の

調音に影響を与えたことが見て取れる原註4

9.49 アラビア語ではいわゆる「強調」にこの作用が広く見られる.

通常，アラビア語の亘は前寄りに調音される.川，あるいは川に浸食されて

できた谷を意味するArab.wad(i)はグアダルキビノレ川 (G国側q凶vir;原義「大き

な川J)38等のスペインの河川名に含まれており，この川の名には aが綴られる

が， Arab.w剖は今日では[wa:d]のように発音されており，フランス語にはoued

[[w剖]】「水なL-)IIJ の形で受け入れられている.また，しばしば否定で用い

られる隠語のF.bezef【[bezef]1 rたくさんJはArab.bezzafに由来する.

他方，アラビア語で/百がいわゆる「強調音Jに隣接すると，極めて後舌の母

音となる.これはパリ 16区のいわゆる「マリー・シャンタノレJ(T.伽ie-Chan凶i9
風の発音で1asseに用いられる母音である.この「強調Jとし、うのは実際には舌

塊を口腔の奥に押しやることであり，これによって筒b[ほ:b]r彼は悔いたJと

taJ?[ta:J?] r彼は焼いた」とが区別される(下点が「強調」を表す-40). r強調Jの

しかたを心得たアラビア人にとっては，たとえ物理的には違っていても，これ

らの母音は同じであり，主たる，そして決定的な違いは子音部にあるのである.

この現象になじみのない外国人の場合だと母音の違いが目がついてしまう.い

わゆる「強調音」のtとは閃の調音にこのような舌の後退を加えたものである.

9.50 しかしながら，この舌の後退は，音素の他の調音特徴-/tIの場合だと

中舌部は不可避的にくぼんだ形状を取る.換言すればこれらの子音は軟口蓋化している.
37実際， Kenyon & Knott(1953: 341)及びWells(1990: 55ηにはprettyの第1音節の母音がア
メリカ英語においてい]と発音されることがある旨の記載がなされている.
思匙，4M創也let(1955a)9章 ~9・15及びJ∞s(1952: 222ff.)を参照.[1ωeの+同通常の舌端的[s]
だが，凶seの・s・は本来舌尖的凶だ、ったらしい.英語は自凶sh(< fmiss-)やpush(<po凶沼・)の
ように~]を凹として受け入れた. Posner (1982: 130)及び同書訳註23参照.[s]では舌は
口腔前部に， ~]では後部に集中するから， [a]-[a]の差違が誘発されることもあり得る.] 
38カディス湾に注ぐ‘アンダルシア地方の川.wadが伊adの形で受け入れられた.
39もともとは 1956年にダンサーのJωqu凶Chazotが冗談で作り出した架空の人物.お高く
とまった名家のお嬢様を表す(LeQuid).
相音声学的にはむしろ舌根後退音であり， IPAでは(.)で表記する(IPA1999: 52f.)・
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舌先での調音と声門での調音ーーに付け加えられる単なるー特徴に留まらず，

子音の調音の主要な部分を成すとも考えられる.そうみなした場合には，これ

は口蓋垂音，あるいは舌の後退をもっと激しく行えば咽頭音である.そして，

隣接する母音も，子音に「強調Jが加えられた場合と同様の影響を受ける.こ

れこそが上で色づけと呼んだ現象である.

9.51 印欧語のし、かなる段階にであれ，子音の調音に付加される「強調Jに類

する現象を想定すべき根拠はない.その代わりにこの言語に想定されるのは調

音点の奥まった音素である.これらは時を経る聞に弱まり，最終的に現在のい

かなる印欧語の形態にも残っていない.この弱化は徐々に行われ，子音の調音

は隣接母音の調音に影響を与え，ついには子音そのものは消失してしまった.

問題の子音を/yjで，その言語の開母音を/がでそれぞれ表せば，/xalという

つながりは実際には後舌の [0]を用いて[xo]と発音されたことであろう.この

言語に声門音のゐ/があれば，この音は隣接母音に影響を与えないから， /haIと

いうつながりは中舌の[吋を有する伊a]と発音されたと思われる.

さて，/yjが弱まり，ついには聞こえるのが声門で作られる摩擦のみとなって，

結果的に凹に合一したとすると，かつての/xalと/halとの区別は/halと/halと

して行われることになる.さらに後にその血/が弱まれば，/aIと/がとの区別が

残ることであろう./aIと/aIとが二つの弁別的単位，つまり二つの異なる選択

枝になれば，両者の差異は次第に強調され，/aIは[e]及び[e]に近づいて行くと

考えられる.例えばLat.agδ(く*H2eg<δ<)i私は駆り立てる」と eglδ 「私J(く*H，ego)
との差違はこのようにして生じたと説明される.

oの色づけ

9.52 0の色づけにも舌の後退が予想されるが，これと同時に唇の丸めが加わ

っていたと考えられる.口腔の他の部位における調音にこのような円唇化が組

み合わさる場合があることはよく知られており，円唇化は伝統的に印欧祖語の

特徴の一つに想定されている.

Lat. qua加 ori4J及びその末爾たる It.qu蜘"0， Sp. cua住oに*kWが見られるが，

このタイプの唇軟口蓋音に現れているのがまさにこれである.さらに，円唇性

は[k]等の閉鎖音ばかりでなく，凶等の摩擦音にも加わることがあったと考え

られる.これに類する場合として，例えばスペイン語にはcuanto[kw却to]“おsoon
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as"と並んでJuan[Xwan]“Jo加"がある(ただしここに生じる[kw]及び[Xw]の両

要素の密着度は*kW及びホfと記される音の場合ほど緊密ではない腿5)• 

こうして Gk.ozos (くキosdos)，G. Ast， Hi比加sd・.wer等の「枝」を表す語の古形

は*XWe.・sdかと考えられる.この語はE凶d，Lat.J官dus，E. nest r巣J(く*凶-sdo)と

よく似た方法で形成されており，両者の第二要素は語根 sedr座る，とまるJ

の母音度ゼロの形である. r巣」の第一要素凶・はよく見られる語根であり，下

方への運動を表す. r枝」を表す旬、圃sdcトには別な接辞が加わっており，一時

的にとどまる場所が示されている.つまり，今日制commel'oiseau sur la branchω 

「枝にとまった鳥のようにJと表現されるような場所である.

9.53 上記のように代数学的なH3が音韻論的にkつであるとする解釈には反論

もあった. Sp.C田町'0 r 4Jで*kWがcu-に至るが，この場合のように[1と記さ

れる要素は後代に [w]となるはずであって，喉音理論が想定するように，後続

母音の[α]を[勾に円唇化するという形で現れることはないとされたのである.

このような反論をする方々は次の事実を忘れている r4Jの語頭のキkWがSp.

cua甘oのようにIkw/に至るのはむしろまれで、あって，サタム語ではkに，ケル

ト語ではkあるいはpに，ゲルマン語ではp次いでfに，ギリシア語ではt・(前

舌母音の前)に転じている41 また，キkW，δrに由来する Lat.cfu rなぜJに見られ

るように， *kwは円唇母音の前で常に kとなる.*kwはゲ/レマン語で hWとなる

が，E.how(<huくhWo)のように，その円唇性はδの前では失われる.つまり，

この[円唇性という】子音特徴は，次の母音の質に影響を及ぼした後には，独

立した分節を成す意義を失ってしまうのである.

9.54 キf等の唇軟口蓋化摩擦音が母音の後に位置するときには， /exw/が一つ

の音節に属す場合(語末の場合や次の音節が子音ではじまる場合)を別個に扱

う必要がある.この場合にはぜvは先行母音を延長させて消失するが，その円

唇性は母音に影響を残す.このアマルガムは結果として [a:]となるのだが，こ

の長母音が他のプロセスから生まれた閉じ質を持つ長母音と異なる音調で発音

されるなら(5.31 f.)，そこにはかつての[exつとしづ連続の弁別的能力がすべて

原註SM凶 inet(1955a)第8章を参照.

41 e. g. Li由.除制ri，OCS ceゆe(< *ke組問)， Skr.ωωIa-(< *keturo-) ; Ir. ce由.irIωathair， W. 
pedwar ; ON fjorir， OE reower (くαnc.*fe(d)wor < *戸twor(*penkWer5Jの影響で *kW>p)); 
Gk.抵抗日pcc(A世.)，'tEtOpcc (Dor.)，τEcrcrapcc (HomふCf.6. 24， 10. 89. 
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保たれていることになろう.ここではこのような長母音をδと，対応の短母音

をoとそれぞれ簡略に記しておく.

9.55 /xw/が二つの母音の間にあれば，音節の切れ目は*-e-x:e・となって，/xw/は

二番目の音節に属すことになる.この場合， /Xw/が消失しても先行母音の延長

は生じない.だが，その円唇性が母音連続を避けるために利用され，二番目の

音節は-WIかのようになる.この [W]と実現された唐音的要素に先行母音の質を

変える力はもはやないだろう.だが， -we-には現れなかった[伐，W/の】舌の後

退は先行母音の中に痕跡を残し，この母音は舌の後退を伴ったaの音色となる

と考えられる.結果として得られるのは・a-we-，あるいはこの位置で oとの交

替が行われれば-a-w，かである.この二番目の母音は母音ではじまる語尾の一部

となることが多いため，この交替はかなり生じやすいと言える.ただし，もち

ろんこの語尾は子音ではじまる他の語尾と交替する.したがって，この語基は

場合によって-aw-【く母音が後続する場合の*苛つあるいはる[く母音が後続

しなし、*吋w】に終わることになる.

9.56 ここから類推による拡大が行われて，はじめの音節の母音がoになった

・owcトや， aを延長した・awかなる形が生まれる.この過程を示すには基数調 18J

から作った序数調が適例である.基数調 18Jは 叫ekteH3と再建され得る.-eH3 

は双数の指標と考えられ，語基の部分が表すのは親指を除いた手，つまり 4本

の指であり，したがって基数調 18Jの原義は 14本の指X2Jであろう [10.72).

序数詞は普通，基数詞の語基に+を加えることによって形成される.以下に

述べる理由から，末尾のH3は音韻論的に言って/χW/ではなく，有声音の/KW/だ

と思われる.これにより 18番目のJは*H3ekteKWoと再建されることになり，

これは規則的に o畑aWIかとなる.ところがギリシア語とラテン語に現れる形は

それぞれogdowかと∞偏Uかである.ギリシア語形の哨ーの前の-cトは期待通り

に短いのだが，その質はaではなく基数詞 Okt，δからの類推でoとなっている.

他方，ラテン語の4・の質は期待通りだが，基数調【octδ]のるからの類推で

長くなってしまっている.ギリシア語に現れる有声の-gd・は*xwek也wかという

形から導かれる.ここに含まれるような3子音の連続は一般的な語棄には現れ

ないが，数詞とし、う幾分特殊な言語領域にはまま見られ，またこの領域になら

あっても不思議ではない.
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数調

9. 57 数調の習得のされ方は他の語葉の場合と異なっている.一般の語集はこ

とばを交わす文脈の中で学ばれるものだが，数詞の場合は…5，6，7，8等々と数

えながら覚えるのである.そのため数詞相互に類推が行われることが多々ある.

中でも先取り [5.331による類推がとても多い.例えばE吋ng阿国民 i24J

は vingte-q国民と書いてあるかのように発音されるが(パリでは[vEtkam]，南

部では[ventoka凶])，これはむ-entei30J， q田 rantei40J等の阿を先取りして

生じた発音である.Gk. hepta i7Jに対して，序数は有声音を含むhebdomosと

なる.これも ogdowcト i8番目の」の有声音を先取りしたからだと説明されよ

う.古代教会スラブ語で i7番目のj はお命前であるが，ここにも勾叩加か〉

*seb伽1かのように三子音の連続が想定される42

序数詞は実に活発な派生によって形成される.それは話者個々人が必要に応

じて新たな序数詞を作り出すものだからであり，そこには予想できないような

音的な結果がしばしば含まれる.例えばE.eigh血に[・φ]という結合が生じるが，

この音結合は綴りに対応しておらず，この言語の中では完全に孤立している.

フランス語では「子音+r+i+母音」とし、う結合においてiは-ill-と書かれて

いる場合と同じように [[ij]と】発音されるのが規範であり，したがって例えば

ou、rrieri労働者」は*ouvrillerと書かれているかのように[uv吋e]と3音節で発

音される.ところがこのような規範的発音をする人でも， q回凶とmei4番目のJ

を I規範に則った拘也ijEIIl](3音節)ではなく】酔細dEIIl]と 2音節で発音する

ことがある.このような発音は明らかに de山 iemei2番目のJ，troisi如lei3番

目のJ…cinq凶とmei5番目のJとし、う 2音節語の連続の中で生じたものである.

唇軟口蓋音の『喉音』

9.58 H3が有声あるいは無声の円唇化音であった(そして恐らく調音点は二つ

あった:口蓋垂音fとf，咽頭音 hW とT勺とする解釈は注目を集めた.これ

によれば，語根*伊eHW_トキgneH31tこ特徴的な語尾43を加えて作られたLat.gnou-I 

42原著には<<avecune sonorite de meme ori伊e>>とし、う記述が添えられているが，原著者に照
会したところ，同箇所を削除するよう指示を戴いた.その場合， *septmo-> Slav. *se凶ma・〉
*sedmo-(> OCS sedmb)に生じる有声化の説明は難聞として残る.
43完了一人称単数の諮尾九H2e(10. 116ff.)に現在を表すーi(10.138)を加えた*-ai>-1. 
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「私は知ったJのような，ラテン語の完了時制に現れる [w]をみごとに説明で

きるのである判.一部にこの解釈に反対の意を唱える人もいるが，それは「弁

別的価値を有するならば音的な特徴は保持される」という機能的原理が醐草さ

れていないためである.また， ["類推を使えば何でも説明できてしまうのだから，

これは結局何も説明しないのと同じことではなし、かj という漠然とした印象か

ら，類推を広く利用することに対して抵抗を感じる向きもあることだろう.だ

が，例えば印欧語の完了時制に用いられる指標は言語によってばらばらで、あり，

このような問題を考察する際には，たまたま一部の完了時制を特徴付けていた

諸特徴のうちの一つ(時にはそれ以上)が個々の言語に保持され，これが類推

によって他の形態にも広がったとみなす必要がある45

9.59 ["喉音Jが話題になるずっと以前には，ラテン語研究者は[w]を持つ完了

を長母音に終わる語幹から類推によって拡大したものだと考えていた.英語で

はこのような長母音を含む動調がすべて・w に終わる形態を示し，それも完了

の場合ではなく，すべての時制においてそうである:例えばLatflare ["吹くJ

の完了血+と E.blowを参照.他方， ドイツ語の対応語blahenにはその・wが

まったく欠けている.このような状況では類推を排除することなど無理である46

類例に sew-鋪hen，mow-mahen， glow-gl出en等があるが，これらにおいて G.-h-が

E.・wに規則的に対応していると考えるべきではなかろう.

9. 60 注目すべきことに，伝統的に長音δが再建されるすべての場合において，

-w-を有するその交替形が見出され， .. w，・の前にはしばしば短母音 aが生じる.

これは，唇軟口蓋化音から出発してこの言語の機能的音発達により予想される

ことに一致する [9.55).

9.61 唇軟口蓋化した「喉音」を想定することから得られる様々な結果を例示

するために， *prlδのケースを取り上げてみよう.フランス語の前置調pour“for"

や接頭辞 pro-[" ~~こ好意を持つJ はこれに由来する.その原義は「前に向かつ

て」である.はじめにうer["貫いてj があり，これに接尾辞・eHW が加わった.

制従来説得力ある説明は知られていなかった.Palmer (1954: 273f.)掲載の諸説を参照
45例えばサンスクリットには重複やーVお・を用いる分詞，ギリシア語には重複，接尾辞-K-，
気音化，ラテン語には接尾辞-y-やアオリストに由来する -5-等がある.
岨 E.know (< *gneH3・)のように，本来E.-wはLat-y・と同様に-H3の痕跡である.だが，
この場合はE事bhleH2・(<*bhel_吋oblow")に遡るため， -wは類推によると判断される.
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*oktδr8Jに含まれるような双数の接尾辞の『はIInと想定されるが [9.56]，

この場合のH'"は恐らく /χ，W/である.両者を合成した事pr.吋:" (前要素はゼロ階

梯)は，何かを通過し，その先へ向かう運動を表したと思われる.期待される

のは叩roだが，ギリシア語やラテン語のようにδとaとが区別される言語にお

いて短いoが生じる場合もある.だが，末尾の短縮化は様々な母音についてし

ばしば観察されることである.この基底形に母音・oを加えれば一番単純な派生

語ができる.これは「先に行く者J，r第ーのJ，r重きを成すJ，r正しいJ，r公

正な如J，r頃真の例」等の意味になる.古い時代には接尾辞の母音のみが保たれた.

そのため成節のrを持つ*官F箆耳χx.W，

p泊v叫首(合成語の第一要素としてのRp釘町V(争ωト吋) r第一の」が得られる4初7

9.62 語基の母音が保たれた場合には*戸ey_W-o->傘戸百.wcト【9.55]となり，そこ

からGmc.*fraWIかが得られる.その意味は社会の第一の人物，すなわち君主で

ある.ドイツ語ではその女性形Frauのみが今日まで残った.これと並行した発

達がフランス語にも見られ， Lat dominus r主人Jとdominar女主人」の末商の

うち，女性形の dameのみが今日でも用いられており，男性形はvi必mer司教

代理」や固有名詞Dampierre，D副首班血 (S姐1t-Pi町e，S血 1t-M紅白のなぞり)Iこ

名残が見られるに過ぎない.このようにフランス語とドイツ語には並行的な発

達が見られるが，これが偶然でないことは明らかであり，カロリング時代の二

言語併用に端を発している [5.77].G. S関が「湖」の意で男性σ.lelac)， r海」
の意で女性σ'.lamer)であることなどもその一例である [4.3].

9.63 このう，rey_Wo-【〉キpraw叫が【*prey_W>*proの】類推による母音の延長

を経れば市伽かとなってRprav吋「右の，正しいJに至り，そこからさらに

pravda r真実」が生じる.興味深いことに，ラテン語で形式的に対応する prauω

【>pr量U凶】は合成語吋e-prauosr歪んだJの意味に転じている (cf.dep曲.Jati，δ

「歪曲J).これはF.<<(;'ωt du joli!持に類する皮肉的な用法に端を発しているの

かもしれない綿.ギリシア語で「第一のJはアテーナイでp出ω，ボイオティア

で戸叡閣である.却という接尾辞はギリシア語においてもラテン語においても

若い数の序数(白番目の」を除く)に用いられている:Latqu盈回 r4番目のJ，

47 'X，W (H3)は母音聞の場合と同じく・w・を残存させ，喉音の消失に伴って先行のEが代償延
長されることになる.各語派での発達に関しては神山(2001:6住)等を参照されたい.
相文字通りには「すばらしい」だが， r全然だめだJという反対の意味で用いられる.
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qumtus rs番目のJ，se蜘 sr6番目のJ.ギリシア語で用いられた接尾辞はその

変種-atoであって (cf.hupatos r最高のJ)，これが*prow-あるいは*pr，δIW-に付

与されてアッティカ形が，ホpmw・あるいは叩raw-に付与されてボイオティア形

がそれぞれ生じたのである.

9.64 所格の規則的な指標-i 【10.53ff.】は時を表す副調にも用いられる:例)

Gk. perusi， peruti r去年jくper+uト(wet-r年Jの母音度ゼロの派生語基H・i. この

所格の-itJ'i *prexw ~こ力日えられればキpra引となり，母音聞のwが脱落してLat. prae 

r(物理的・時間的に)前にJが生まれた.類推によって *prlδwir適時にJが

作られ，これはGk.prδir朝に，早く」やG.血ih(同)に現れている.

9.65 船の前部を表すF.proueは， Lat. promを介して，同じ意味のGk.pro(i)ra 

に由来する(く*prexW +接尾辞-ria).

9.66 陥拍lS.Rui戸時z(1983:27S・277)はラテン語の-tio，・-tio凶【単数属格】に

終わる形態と・白山に終わる形態との並行性を指摘している (e.g.a低cti白δ“、actiωon"，
a削.ctli如u凶“、aω刷.ct叫tivl刊"e"

が後続して形成されたと見る.このようにして得られた接尾辞の基底形丸山H3・

は形容調的接尾辞・か (10.102]の前で九ほも・に弱化し，ここからキ-tiwかとな

るが，【母音が後続しない場合の*-tiH3・からの】類推で生じたTを伴えば*-tiwo‘
となり， Lat・tiu凶に至る.この接尾辞の基底形に他言語でもよく知られた「拡

張子J-n-が付加され，名調が構成される.主格では*-tieHJfi-がラテン語で・tio

に，オスク語で・tiuf(く・tions)になる.ここでは規則的な音発達と類推による復

元とが行われている.属格で、は語尾-es(10. 50ff.】の前で母音度ゼロの基底形，

すなわちた也元n-.>九血・が期待され，これはオスク語に想定される形と一致す

る.Lat・tio凶sは当然主格からの類推によって生じた形である.

拡張子・k・

9.67 本来的な接尾辞とは初源的に母音を含む要素であり，その母音は維持さ

れることも消え去ることもある.比較言語学では，この他に子音的な付加要素

も存在していることが早期の段階から知られていただが，その正体は何なの

か，よくわかっていなかった. r拡張子J(elargissement)とし、う呼称が用いられ

てはいるが，これはこの要素の価値が不明なために考案されたごまかしの呼称、

に過ぎない.*H3から wが生じることを考えてみると，語基の末尾でゼロと交
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替する子音が初源的には無価値の場合があることがわかる.このような子音は

類推による拡大によって，後代に一つあるいは複数の価値を獲得することがあ

る.これはラテン語の完了のーu-のケースの他に，若干の色の名称に見られる

ことである.後者に現れる・w・は基底の*bhleH3-【11.841に端を発すると考え

られ，これに接尾辞+を加えればLat.flau-os ['黄色の，金色のj 【〉白uus;aは

類推による]が，接尾辞-ro-を加えればfleドrus['黄色の，輝く」が得られる.

9. 68 例えばLat.加pera血「皇后」の語基末に見られる -k-は不思議な「拡張

子」である.男性形が接尾辞-torを加えた加戸市:orなのに対し，女性形は+と

-r-の聞の母音を失い，-I-を付加して構成される.この点には何ら不思議はない.

女性を・1・の形で呼ぶことはサンスクリットでは始鮒子われているし，その他の

諸言語でもしばしば見られる現象だからである [9.76ff.， 10.471.だが， -k-が

加わるのはなぜであろうか.この場合のように・iaと交替する長音の・T・には本

来「喉音」が含まれていたと考えられる49 だとすれば，この-k聞は「喉音J(す

なわち調音点が後方の舌背摩擦音)が舌背閉鎖音に硬化した結果と考えられ，

この硬化が生じた環境を調査することが課題となる.

9.69 文証される一部の kの起源を喉音に求める提案をはじめて行ったのは

Edward Sapirで、ある.彼はギリシア語の完了の規則的指標である -kaが二つの「喉

音Jの連続に由来すると考えた(S卸r防組t1942: 19).先行するのは，伝統的に

言うところの長母音(つまり母音+['喉音J)に終わる語基の末尾にある喉音で

あって，これは特にラテン語で完了の・w・として現れる要素に等しい.後続す

る喉音は完了の一人称【単数】の語尾市・H2e[10. 1161の初頭の子音である.

例えば切eH3・「与える」を取り上げてみよう.これに九九♂が後続すれば，得

られるのは *deH3・H2♂で、あって，二つの喉音が合ーして -k-に転じると考えら

れる.ギリシア語に期待されるのは丸dokaであるが，類推によってoが延長さ

れ，完了で規則的な初頭子音の重複が行われたため，実際にはd剖okaとし、う形

を取っている.その後S回 tevant(1942: 87・89)は「喉音Jが隣接することから得

られるkの他の例を検討したが，根拠のないまま「喉音j を想定し，それらが

49問題の接尾辞は正常階梯*ya<*yeH2，ゼロ階梯*ya<*yH2である(9.73).後者はGk.唱
として現れるが，それ以外の諸言語では4に転じる (e.g.高津 1954:164).原著者への照
会によれば，ここに記される交替形-iaとはGk.-ta (ゼロ階梯)と， 1. 34の方針で記され
たうa(正常階梯)の両者を指す.
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合ーして[k]に転じて喉音自体はすぐに消滅したとみなした場合があまりにも

多い.このような乱用はあったにせよ， Sap註の想定を退けることはできず，恐

らく他にも *H+Hから kが生じるケースがあると思われる.

9. 70 しかし，喉音が[k]に転じる，ずっと生産的な場合がある.ゲルマン語

によく見られる， -sの前で舌背摩擦音が閉鎖音に硬化する現象である臨6 ド

イツ語において現在/ks/と発音される音連続の第一要素はかつて摩擦音であっ

た.これは今日の書記法からも窺われ，例えば今白血kSIと発音される G.Fuchs

「狐」【の綴り]は，かつて/ぬがとし、う発音が行われたことを物語っている.

この/がは古い*kよりゲルマン語の通常の発達を経て得られる50

9. 71 Lat. senex r老いた(人)Jのケースにこの現象がはっきりと現れる.こ

こ語にんk-/が生じるのは，語尾-sが後続する[単数】主格の場合のみである51(綴

りでは合わせて・，x).senexは*sen紘sからの規則的発達であり52，上記の想定を
ふえ ん

敷街すればこれはさらに */seneHtザに遡り，初期のアクセントはムneHzfの部

分にあったと考えられよう.属格の語尾-esにアクセントがあれば， -n・と・Hz・

の聞の母音は消失し，キse叶h-esが得られる.・H2・に隣接する・6・は-a-となるは

ずだが，通常の語尾唱が類推によって復活したと恩われる.このようにして

規則的にχトH21が脱落し， r喉音」の痕跡はすべて失われて，属格帯sen凶が

得られるが，これが通常の発達によってsenis，すなわち文証されるラテン語の

形態に至ることとなる.本seneH2，・に接尾辞・制ーが加われば*seneH2・tu-が得られ，

これは規則的に senatu・「元老院j となる.幼少時からこの語の形態すべてがき

ちんと教え込まれたためか，使用頻度が実に高かったこの senexC: v、う語に類

推が働くことは皆無であって，そのため曲用と派生のパラダイムはまったく不

規則的である.そのため比較言語学にとってはとても役立つ資料となっている.

9. 72 主格の指標以外にも，喉音の硬化を引き起こしたと考えられるsがある.

それは，文証される諸言語においてアオリストと呼ばれる形態を構成する動調

接辞の指標であって，この形態はラテン語の一部の完了の起源である.Lat.取it

臨 6Cf.M紅世間t(1955b:42品 )=M凶 let(1975:14ふ168)【及て牌山(1995:187f.)]. 
珂 *puk-‘'b凶:hy・haired"(yVa嗣郎)に接尾辞を付した.puk-so-に由来すると考えられる.子音
推移(5.61丘)，及びoとaの合ーを経て，ゲ、/レマン語に期待されるのは宇品χm・である.
出したがって従来は単数主格とそれ以外とに別々の語幹が想定されていた.
52語頭音節以外の閉音節における%はLat.eに転じる.Cf. e. g. Palmer (1954: 220)・
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f(彼は)生きたJのような形態を現在形の凶凶 f(彼は)生きているJと比べ

ると，・砲に終わる語基が想定され，この喉音がアオリストの-s・の前で硬化し

て[吋に転じ，他方母音が後続するときには [w]が残ったと考えられる.語根

傘gWe出3は接尾辞+の前で母音度ゼ、ロの形*gWiH3を取り，これが *g'1-となって

Lat. uita53 f命」やR Zif f生きるJが得られる.母音が後続する場合に類推に

よって長いTが採用されれば， *g可w・から Lat.凶uδf(私は)生きる」やRZiv'ot

f (彼は)生きるJが生じる.接尾辞・oを加えた場合には， Lat. uiuかs【>uiu凶]

「生きているJ， Skr. jiva-(同)， OCS温vu"(同)で類推による長母音Iが用い

られているが， Gk bios (< *biwlω:) f命JやGo血.qiwa-f生きているj には正則

的な短いiが現れている.語根から直接形成された場合には， [単数】主格gW出3・s

から得られる gWikーと gWiw_とが交替すると予想される.これら両者の混交によ

ってOEcwicu (> E. quick)に説明が与えられることになる.

9.73 -sの前の「喉音Jに由来すると考えられる接尾繭句な-kを集めてみると，

気付くことがある.広く文証され，地域的な改新を受けていない語糞あるいは

派生語の場合に，このような・k-が見られるのは長短のa，i， uの後だけなのであ

る.つまり古い時代にもそうだ、ったと考えられる.この位置には「喉音Jが期

待され，これによってaの音色やi，uの対応の長音との交替に説明が与えられ

る.もちろん，もっとも重要なのは語根自体に属す市侯音から kが生じた場合，

例えば「言語，舌J(Rja勾色 [8.19])や「魚J(Balt.【=OPr.J zuk， Arm.jowt1 

[4. 9ff.， 9. 101 ff.】)，あるいは前項で述べた「生きる」等を表す語のケースであ

る.だが，もっとも頻繁なのは初源的に接尾辞・eHzを用いた語形成で、あって，

この接辞は語末で通例-aとなる.その前にヴ・が置かれることもしばしばあり，

その場合に-yeHzは・出2・に弱化し，語末では-iの形状を取ることが多い.

9.74 -aに終わる諸形態の中には，-aが女性を表す場合がある.-aが自然性(sexe)

Iの女性】を表すのは比較的新しい語の場合であって，文法性(genre)【の女性】

を表す語のほうがそれより幾分か古い.このような-aに終わる女性名詞は【単

数】主格で、・sを取ることはないが，その理由はこの-aが韮盤蓋白(お戸ltaxique)

指示代名調*safそれ(女性)Jに由来するからだと考えてまず間違いない.干

のあたりの事情については 10.39以下で詳述する.

53従来はやむなく vlvusから作ったホvivitaよりハプロロジーを用いて説明されていた.
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-a(く-eH2)に終わる男性名調はこれとはまったく別物である.この場合の接尾

辞・2は r...._，する人jのような意味を有していると思われる.例えば， Lat.scnoa 

「写字生Jは字を書くことを生業とする人のことだし， agricola r農夫」は「畑

を耕すことを生業とする人J， R voevoda r軍司令官」は「兵隊を導く人Jを原

義としている.ラテン語の主格は-sを欠くが，これは恐らくその発達の何れか

の時点で「喉音jの後の・sが規則的に脱落したことに起因している.他方，ギ

リシア語では-sが現れるが，これは後代に再度付け加えられたものに違いない:

例)poli臨(くヤoli也)r市民」つまり「都市(ポリス)との関係を有する個人J.

9. 75 ある言語形態が語基と語尾の組み合わせで構成されている場合，話者は

以前に耳にしたことのある組み合わせをただ繰り返すのが普通である.問題の

形態が不規則的であれば，必ずこうなることだろう.しかし，話し手が自己流

に語基と語尾を組み合わせるとしづ場合もあり得る.その場合，社会的に認め

られている形態が不規則的ならば，その人は「誤り j を犯したことになり，誤

りは訂正されることになろう.だがこの誤りが他の人々にも模倣され，ついに

は正しい形態として定着してしまうこともあり得る.

上述【9.711の*seneH2の主格の再建形*sen・eH2・sを例に取ってみよう.こ

の言語の発達の何れかの段階で哲ーが硬化により圃ks-となり， [sen依s]とし、う発

音になる.この語の使用頻度が高ければ，この発音が維持されることだろう.

現にラテン語の前史においてもそうであった.しかし，使用頻度がもっと低け

れば，この形態は各々の世代の段階で新たな語基と語尾との組み合わせに置き

換えられてしまう可能性がある.その際に用いられるのは様々な変化形との関

連を失った語基と，一般的にもっとも広く用いられている語尾である.このよ

うにして，結果的に[s四 球s]が[キseneHrs]に置き換えられることも考えられる.

この時点では恒2]は少し弱まっていたかもしれないが，以前の場合と同じく [a]

の音色を定着させ，母音を延長してそれ自身は無音化する傾向があったとすれ

ば，最終的に [senas]が生じることになる.また別の時代に，あるいは印欧語の

別の方言において， *H2sが発音しにくいと感じられ， [s]を脱落する傾向が生じ

たかもしれない.その場合には最終的に[se踊]が生じる.

このようにして，この種のケースにおいて古いキ-eH2・sから得られることが

期待されるのは以下の4種である:①[紘s]，②[訟s](語尾が子音ではじまる

場合 (-sを除く)の類推)，③ [as] (ギリシア語の4・語幹男性名詞のケース)， 
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④[司(ラテン語では普通これ). 

ただしラテン語ではaudaxr勇敢なj，mordax r噛むJ等の一連の形容詞に②

[紘s]が生じてし、る.ギリシア語にも世lOI叡「鎧j，m蜘 ex'"r蟻j(< murmaks) 

といった同種の孤立した形態がある.これらの例では類推によってkがすべて

の格に取り入れられている:例)属格Lat.audacis， Gk.血6厄kos，etc. 

子音に終わる語基が子音の後に+を加えた形で置き換えられるとし、う千年

にもわたる傾向によって [8.19]，・政令に終わる個人名も生じている.これは

スラブ語に頻繁に見られ，一例にNovak[Cz. novak] (原義「新参者j)がある.

南フランスには Savignac(他の地方では Sa吋伊yや Savi伊 e)のように-acに終

わる地名由来の名があるが，これら比恐らくケルト語の同上の要素に由来する.

9. 76 接尾辞-ey-の母音度ゼロの形-y-は擬似的な属格の意味を持っており，

単純な母音【i】となることもある.例えばn(e)ur今」 ω血.nu，E. no同 Lat.nu-n-c) 

からは，キnew-or新しし、jあるいは同義的な接尾辞を重ねて *now-y-oという形

容調が作られる【10.102] (後者はノワヨンNoyon54の古名 Celt.*Nowio-magos 

(原義「新しい市場j) にも見える). *チeH2・とし、う組み合わせは，弱化すれ

ば九i-H2・となり ，r~に所属するもの」のような意味になる.例えば *wlkW(ト

「狼Jを例に取ると， *wlkw-出2は「【雄】狼の所有Iこ帰すものJということで

あって，その子供を指すこともあれば，当然ながら雌を指すこともある.Skr. vrki 

やOIs.ylgr r雌狼」はここに由来している.

9. 77 複合形*-y-eH2の弱化した形丸田2(> *-1)は且盆佳としての女性を表す伝

統的な指標と考えられる.主盗盤としての女性が生じたのはその後のことであ

って，これは最初は指示代名調で，後には拡大されて対応の形容調で表された

【10.39ff.].その際，【文法性女性の1接尾辞*-eH2，あるいはその発達形-aは，

自然性【女性】の指標*-出2と競合するようになる.現に*・eH2の拡大はラテン

語において歴史的事実である.r雌狼Jは古典時代にはlupustemina [..・名調は

男性に同じ】と呼ばれており， -aに終わる改新形 lupaは派生的な意味 (r売春

婦j)に用いられた.

既に述べたように，自然性としての女性を表す接尾辞はラテン告で、はimpera臨

「皇后j，n加'ixr乳母j，uic臨「勝利者(女性)j に見られるように/一面であっ

剖パリの北北東，ヒ。カルテ、ィ一地方の町.768年にシヤノレルマーニュが戴冠した地.
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た(フランス語には羽inqueurrn解リ者J(男性)に対応する女性形はないが，

ラテン語はこの点でフランス語よりも融通が利き，凶ctorr勝利者J(男性)か

ら女性形を作ることができる).これらの形態のムkIは主格で・sの前に立った-H2

が硬化して生じ，類推によって他の格にまで拡大したと考えられる.本来・i・は

短いはずだが，例えば対格の形丸山2mは*-nnとなるため，このような格形か

らの類推で長母音に置き換えられている.

前述のように， *-eH2(+宮)に由来する・，ak・を持つ形態には接尾辞・oが付加され

ることが多い.例えば*now-ak，・は事now-ak-。に置き換えられ，これによってLat.

【対格】 ped回 1，【属格】 pedis等に対する[主格1pes r足」のように主格が

他の格よりも音節一つ短いような場合を排除し，曲用をそろえることができる

というメリットが生まれる.これと並行する形で，また上と同じ理由から，女

性形の-'fl(-にさらに接尾辞・5が付加されることになった.次第に-aが圃0に対

する女性形のように感じられてきたためである.Gk. m加nexr蟻J(男性，<

*munn紘s)に対するLat.fom百ω，55(女性)や， Gk.耐取「鎧J(男性)に対する Lat.

lonca(女性)にこの現象が見える(後者の例に現れるb と1・の交替はLat.din伊a

とh郡a，吋，orと01<ぽのゆれに類する [8.16]).同様にL低 mδ 「私は愛するJ

の語根 [*H2em・1から価証偽「女友達」が作られ竺これを基に男性形町白山

「男友達」が作られたと考えられる.

また，このような並行性は語基に母音を加えていない基本形態の場合にも見

られる:例)fomix r丸天井J 【男性】に対するお，~7 r焼き窯』【女性】(前者

に現れる短い・i・は音論的に正則的である点に注目).aud叡「勇敢なJ(男性)

の-axやn加ixr乳母J(女性)の -IXのような生産的な接尾辞が用いられている

場合だと，母音接尾辞を持たない形態がさらによく保存されている.

9. 78 スラプ語では九回2・の「喉音」が[k]に硬化した形，すなわち正則的な・k・

と長母音を持つ類推形・1k・の両者が非常に広く見られる.この接尾辞は長の硬

口蓋化を経て， -∞(例 :Rσ臨「父J[a~'1由:]'''< *at(t)a (幼児形態の指小形))や

ssラテン語の前段階においてm-mがbh_mに異化されたと考えられる.
指 *H2CsI・出a>*amik・-"*ami・の混交形*amik・に，さらに匂H2>*-aiÒ~付加されてし、る.
幻*・，y-eH:rのゼロ階梯丸山rが主格の*-5の前で*-ik・lこ硬化し，Latfor叫xに受け継がれた.
fomaxに用いられるのは*-y・を欠いた*-eH:rで，主格匂の前で硬化したえak・と，他の形
態での匂・とが混交して晶?となった.ドーム状である点に両者の意味的な共通性がある.
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人名の [-i包:]， [-iiS]等，無数の形態の形成に用いられている58

9. 79喉音の阿への硬化を扱う際，これまで問題の喉音は一貫してH2と記し

てきた.当然のことだが，この記号は，有声音と無声音，口蓋垂音と咽頭音の

差異を捨象して，様々な別個の音素をまとめて表示したものである.音声学的

に言えば，【これらのうち][k]と記される舌背閉鎖音にもっとも近いのはドイ

ツ語のach-L叫に相当する無声口蓋垂音であろう.だが，無声の・sの前では有

声口蓋垂音も自然に無睦化したはずである.

9. 80 OPr. zukのように魚を示す語には常に母音Uが現れる【4.9]が，この場

合にkとして具現しているのが果たして*砲なのか，あるいは*H3なのかは判

然としない.だが，H2に円唇化が加わったのが H3であり，その予期される位

置において円唇性が閉鎖音への硬化を妨げるとは思えない.したがって *-eH3句

は*-ok・sとなると考えられるが，類推が働けばド・eH3>丸δより1・δik-sや，

【事-eHz-s>*-ak-sより]*_akw_sを経て丸ak-sも得られるだろう.このように考

えれば，様々な「烏」を表す諸形態が説明できることになる.子音に終わる基

底形*krHrから出発し， kとrの聞の母音をo階梯とし，接尾辞・oを加えれば

*kc町民ーoが得られ，H3が[w]を残して消え去ることにより，ここからLat.∞lru-ω

【〉∞m凶】「大鳥」が導かれる.kとrの聞は同じ階梯で， rとH3の聞に母音

が加わり，接尾辞・oを加えなければ， *koreH3(+古)となり，ここから Gk.korax 

「大烏」が得られる.kとrの聞がゼロ階梯で， rとH3の聞に母音があり，接

尾辞が加わらなければ，*臨時(+包)‘となり，類推によって母音が長くなれば，

Gmc.市がk・に到達し，ここから OEhrok (> E. rook)やR加lXrミヤマガラス」

までもが導かれる.[n]に終わる接尾辞を加えれば，中型の烏の名ができる.

*koreH3・n-aからはGk.koroneが，市korH3nーからは異なる接尾辞を加えることに

よってLat.∞lfi血や∞mIcula【指小形】(>F.∞meille)がそれぞれ生じている.

9.81 声門閉鎖音はHlに想定される二つの音のうちの一つであるが，この音の

調音点が声円から舌背・軟口蓋にまで移動し， sの前の Hlから[k]が生じるこ

ともないとは言えない.確かにこの想定を支持する裏付けは少ないが，例えば

見-ec<*・ik-o-;・ic判。&・(a);必 0 ・忠y-o-・また原著には地名の形成にも用いられる旨の
記載があるが，原著者に照会の上，該当箇所は削除する.
59原著者はここで意図的に母音あるいは成節ソすントの記載をしていないそうである.こ
の語は明らかに鳴き声に端を発しており， Pokomyや柚tkinsは祖形に‘ker-・を想定する.
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複合語要素Lat.・fex(<-fak・s)r作る人J(e. g.紅曲:xr職人J【及び4.1])には語

根【正常階梯旬、:H)・1 末の -H) の硬化が見える.動調 fac~δ 「私は作るJ の長は

ゐ:k-sからの，あるいはむしろ完了reci< *dbeH)-H2e-i柑からの類推であろう.

母音はーっか

9.82 上で行った「喉音」に関する考察の後を受けて，印欧語のどの発達段階

についてであれ，母音車郎裁の再建を試みるのは差し控えておきたい. r喉音J理

論を取り入れた場合，理論的に単一母音組織が想定されることになるのは明ら

かである.すなわち，この母音は音声学的に/aJのように記述されると，思われ，

これが音声環境によって様々な音色を獲得するということになる.諸言語に文

証される，あるいは再建形の中の凹や[u]は，古い[ay]や[aw]という連続が無

アクセント音節で弱化した場合にしかありえなくなる.伝統的な再建法におけ

る長母音はすべて， r喉音」であれ何であれ，後続子音の脱落による代償延長，

あるいは連続する二つの母音の融合と説明されることになる.

母音が一つしかない言語の存在，あるいはさらに，子音はすべてひとりでに

支え母音を伴い，その質は音声環境によって決定されることになるため，母音

音素を欠く言語の存在がまともに検討されるようになったのは，コーカサス諸

語の例が報告されてからのことである.だが，このような言語を細かく，現実

的に調べてみると， 1母音体系と考えられるのは，外来語や周辺的・口語的，

あるいは俗謝句な形態を除外し，さらに実際の文証よりも以前の想定形を共時

的に有効であると強引にみなした場合に限られるのである.ここから次の結論

が得られる.言語学者は正当な根拠をもってここまではよしと線引きを行い規

範を決定するのだが，その枠の外を完全に無視するわけにはいかず，いかなる

言語のいかなる段階であれ，一時点での規範にもはや完全には合わない，ある

いはまったく合わないような諸特徴もあって不思議はない.

以上を考え合わせると，いかなる時代の印欧人にせよ，凹や[u]を発するの

が困難であったとなどとは，とても考えにくい胞7 ここでF.neuf， E. new， G. n叩

「新しいJ【<*new-】や，あるいはD阻 .nu，E.no刊 Lat.nu-n-c r今J[ < *nu-， *nu・】

田正常階梯の語根に完了語尾仰が;10.116)とIucetnunc・i(10.138)が加えられている.
鵬 7Cf.M鉱山et(1勿2c:301-4)=M:紅白et(1975: 108-113). 

186 



に用いられている語根を例にすると，以下の2点が指摘できる:

①両者のうちより古いのは副詞の*[nu]と思われる.この場合の[u]はDan.nu

のように短くとも， OEnuのように長くてもよかった.

②「新しいJを意味する形密司のもとになった旬開・はこの切から逆成さ

れたと考えられる.つまり，例えばGk.pu-n-th-血"omair照会する」と未来形

のpeu_S-omai61に見られるようにuは本来無アクセント音節にのみ現れるが，
ふえん

こうして得られたewとuとの交替が敷桁されたのである.

閉鎖音は3系列か4系列か

9.83 すでに上で示唆したように，サンスクリットを出発点としなかったら，

祖語に無声帯気音の系列が想定されたかどうか，すなわち，インド語にしか見

られない2系列の帯気音が両方とも祖語に存在していたと想定されたかどうか

はわからない.

実際，サンスクリットの無声帯気音が現れる対応は数量的にかなり少ない.

無声帯気音phが生じるのは語頭の sph・という連続の場合が多い.例えば Skr.

sphya-r木のしゃもじ」はGk.spb如「くさびJ，OEs向「木片J，E. sp∞n rス
プーンj と比定される.この場合，初源的な語根は bh_を有していて，その前

に「出没の sJ【5.82)が加えられ，これが無声音であるために bh_の有声性が

失われたのだとみなすことが可能である.つまり，帯気音を有する言語である

サンスクリットとギリシア語では帯気音が生じるが，ゲルマン語ではSkr.bhに

対応する無帯気音bが生じ，これが無声音sの後で自動的にpに至ると考えら

れる.例えばSkr.phぬか「泡」のようにph・が語頭に見られる場合には，OPr. spoayno 

のような他の言語からすると，かつて出没のsとゼロとの交替が行われたこと

が窺われる.

インド語に見られる無声帯気音の大部分は，単純無声音と古い「喉音jの弱

化によって生じた[h]との結合であると説明される.気音を欠く Gk.platus r広
い，平らな」と比定される Skr.p刊lU-r広い」については9.5""で触れたし， r道」

61 a *bhewf'-“ωbeaw師:"(>pre心k.*phe叫吋より一種の具化(いわゆる@お鍋llIIII1の法則)
により初頭音の気音が失われる (cf.Skr.刷 h剖‘'hea'明胞内.現准形ではゼロ階梯の語根に
接中辞-n-(cf. Li由.bund・a“heaw配 5";9.111)と岨・が加わる.未来形では正常階梯の語根
に未来(本来は願望訊壬;10.135と同所訳註)の接辞+が加わり，語根来の曲が脱落する.
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を意味する語 [pa血-】のケースについては詳述した [8.26). ここではF.roue 

f車輪Jに当たるは m飽(<*脱出)の例を加えておこう.これに形容詞的接

尾辞-0-[10.102)を加えれば，第二音節の母音が脱落し，ホro田ρ となって，
チャリオット

気音を伴う Skr.r紬 a・「馬車，二輪戦車jが得られことになる.

ギリシア語は， pla臨 [cfSkr.問自立ー】， pontos i海J[cf path-)，及びM・s億四mi

「立つ，立たせるJの語根-s健闘に見えるように，多くの場合このような気音を

持たない.だがp創出・enosr乙女J(cf Skr. P伊1・法ar動物の子J)や，完了二人

称単数形の語尾・tha(cf Skr.品a)[10.116)のように気音の痕跡が見られる場

合もあり，後者は特に注目される.

9.84 このようにして，印欧祖語における4系列の想定は断念できょう.だが，

こうして得られた3系列が，実際どのような音的特徴によって区別されたのか，

という疑問が持ち上がる.従来の考え方では，これら 3系列はそれぞれ無声音，

単純有声音，有声帯気音とされた.ところが困ったことに，このような組み合

わせを持つ言語はどこにもない.実際，有声帯気音が現れるのは，サンスクリ

ットのように無声帯気音を持つ言語においてのみである.声門の性質からして，

声，すなわち有声性を形成する声帯の振動と，声門での摩擦とを同時に行うに

は，声門の前部と後部とで異なる動きを同時に行わねばならない.つまり，前

部では声帯が接触し[て声が調音され】，後部には肺からの呼気が通過する隙聞

が残され【て気音が調音され】るのである62 このような槻少な組み合わせは，

問題の組織が有声性と気音化という調音タイプを持っている場合には両者の組

み合わせとして存在し得るが，これらの調音タイプのどちらかが欠ければ，そ

の存在意義を失うことになる.無声帯気音は名前こそ複雑そうだが単純な調音

であって，問題の言語にこの音がなければ，有声帯気音は，エコノミーすなわ

ち最小労力の法則によって，その有声性を失ってしまう.このようにして，問

題の組織から有声帯気音を排除するならば，伝統的に *bh，*dh，ぜ，*'I"と記さ

れる系列はこの表記とは異なる実現を持っていたと考えざるを得ない.

9.85 閉鎖音の車脳裁に3系列がある言語では，大概の場合，下記3種の声門位

置が用いられている:

62この状態を音声学では「息漏れ声J(brea血Iyvoiω)あるし、は「つぶやき声J(munn町)と
呼び， (.・)を加えて表記される E.behindや日本語「ご且んJに聞こえるいわゆる「有声の
hJ [町もその一種である.Ladefoged (I999: 170ff.)の一読をお勧めする.
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①声門の唇状の部分が接近している状態.この状態で口腔内の閉鎖が開放さ

れ，その瞬間に声帯の振動が開始される.

②声門がきっく閉じられた状態.口腔内での閉鎖が開放された【直】後に声

門閉鎖の開放が聞こえる.これはいわゆる声門化(glo出1isation)である.

③声門が広く開いている状態.口腔内での閉鎖が開放された後にもこの状態

が若干続けば帯気音となる.

9.86 この種の閉鎖音車出裁において，有声性，すなわち声帯の振動が利用され

るのは，母音と，声の支えが必要な子音の場合である.声は口腔や鼻腔が形成

する共鳴室(個々の子音によってその形状や大きさは異なる)の内部で反響し，

問題の子音はこれによって明瞭に聞き取れるようになる.例えば[n]，[m]， [1]， 

Mや，両唇のv(Sp. v， b)ト[s]】のような弱い調音がこれに該当する.

9.87 したがって，これら3系列は次のように言い表されよう:

①声門が中間的状態である単純音，

②声門が閉じられた声門化音[=放出音)，

@声門が聞かれた帯気音.

舌尖音を例に取れば，これらは以下のように記すことができょう.

t
?
t
・A
t

①

②

③

 

9.88 ①の場合に， [口腔内での】閉鎖が開放される前に，後続母音を先取りし

て声帯の振動が開始されるということも起こり得る.これが行われたとしても，

単純音と区別される有声閉鎖音が存在しないのだから，何の不都合も生じない.

このため，上記の車郎裁は次のような状態に至る可能性がある.

d
?
t
，A
t
 

①

②

③
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9.89 話者は必要以上のエネルギーを使うことを望まないものであるから，こ

の種の組織においては，帯気音に重きが置かれて声門化が弱まる場合もあれば，

その逆に声門化が強調されて気音が弱まる場合もある.

9.90 発達のもう一つの可能性として，声門化の開放が早まり，問題の子音が

部分的に有声化することもある.この場合には[t']は['d]に転じ，その組織に

有声閉鎖音がなければさらに問となる.そうして得られるのは下記の組織で

ある.

t
d
h
r
 

①

②

③

 

9.91 アラビア語，へブライ語，メソポタミアのアッカド語等の祖先であるセ

ム祖語の再建においても，声門化が介在する3系列の閉鎖音組織が想定される.

声門化は今日でもエチオピア語【=アムハラ語】に現れるが，現代アラビア語

では『強調J[9.49ff.】に転じており. r強調」は声門でなく咽頭で行われ，有

声性・無声性と組み合わさることができるため，結果として4系列の組織が生

じている.

①

②

③

 

d >①  

f>{3 

t" >③  

d

t

d
仰

9.92 上で単純音と呼んだ音楽【①】はここでは明らかな有声音であり，これ

に呼応して，声門を聞いて調音される閉鎖音【③】の気音も実際上なくなって

いる.これら二つのケースでは声帯の振動が先取りされていると言える.

9.93 印欧祖語に関して，非常に古い時代に声門化音の系列が存在したとみな

すのが今日では翫直になっている.この声門化音 [e.g.t'】は声門閉鎖を前置し

た音 [e.g.引を経て，古典的図式の有声音に至る閥8 つまり，次頁左欄のよ

うな初源的組織が右欄のような組織に移行したと考えられる.

鵬 80釦帥lidze(1981: 571-60めは有標の概念を活用して本書と同様の再建を入念に行って
いる.【祖語に声門化音を想定する説を最初に唱えたのは原著者Martinet(1953)である.] 
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d
h
r
 

>

>

>

 

t

，t
f

 

①

②

③

 

9.94 上記のような再建を支持する要因として，再建される最古の段階に刊

が存在しないという点があるω.

例えばラテン語で語頭にbが現れる場合は非常に限られている.つまり外来

語や，古いdwーから転じた場合 (bonusrよいJ<*dwenωベbisr再度J<事伽包

(語根は伽δr2Jに同じ))，あるいはまた様々な偶然の結果にしか見られない.

例えば barbar鷺jは本来*歯切が期待されるところだが65，第二音節の-b-が

初頭にも用いられて生じた形である.語頭以外の場合でも， barbaやuerbumrこ
とば」の-b-はキdhに由来しており，現に英語の対応語beardとwordにはdが

現れている“.

また，既に触れたように，ゲ、ルマン語でも祖語の刊に対応する pが現れるの

は，外来語や強意的な形成の場合に限られている [4.13，5.641. 

さて，唇音の類に声門化音が欠けていることは，声門化音の系列を持つ言語

において頻繁に見られる特徴である.Trube包koy(1949: 165ff.)【1980:157ff.】が

記すこのような言語のうち，少なくとも半数は〆を持たないか，あるいはこれ

を持つ言語でも例外的であるか使用頻度が低い.声門化音を発する際の条件を

調べてみれば，この事情は非常によく理解できる.このような音を発するため

には，口腔内での閉鎖と声門閉鎖とを同時に行い，続いて喉頭を持ち上げるこ

とによって，閉鎖された二点の聞に閉じ込められた空気の圧力を高めねばなら

ない.口腔内での閉鎖の開放が聞こえるようにするためには，このような圧搾

臼 Hau句 (1979:11)によると祖語に再建可能なのは事bel-“蜘ぜ'の一語らしい:Skr.凶la-

“諸問1帥t"， Gk. sD.;rEpOC“bette円 I瓜.debilis‘W回k"(E. debile)， OCS bolijb市igger"(R. 6on，関
川明"，白sb皿0量‘もiの， e弘残念だが岩本氏による同書の邦訳(白水制は誤りがあまり
にも多く，薦められない.この該当箇所(p.I6)もまったく逆の意味に訳されている.
制 *deu-‘10do favor"のゼロ階梯に接尾辞を加えた*dw-en-o-に由来する.Cf. OIr. de(i)n， Ir. 
dian/d'i凱/“紺ong".語根部をさらに*dH3-eu・と分析し， *deH3‘10 give"からの派生とみなす
説もある例allory&A也ms650)が，意味の発達の点で難がある.
“<*bhardha.語頭の*bh>Lat. fは常j{IJ.語中の*dh>Lat. dだが， rの前後， 1の前， uの後
ではLatbが対応する仇lmer1954: 228f.). Cf. OCS br泌a，R 6opo.na， Lith.同国主(・，z-出致新). 

面Lat.verbum < *明r-dho-< *wer，・吋{)speak" ; E. word < Gmc.句凶制〈句r-dho-.
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が不可欠である.口腔内での閉鎖が口腔後部で，例えば口蓋垂で行われる場合，

閉鎖された二点の聞に閉じ込められた空気の体積はわずかであり，そのため声

門を上昇させれば必要な圧力がすぐに得られる.口腔内の閉鎖が硬口蓋や上顎

の歯茎で形成される場合には，密閉部分の容積が大きくなるため，同じように

喉頭を持ち上げても内部の圧力はあまり上昇しない.とは言っても，この密閉

部の隔壁は骨に支えられ，あるいは筋肉の塊である舌で形成されていて強固で

ある[ため声門化音の調音は可能である].だが，口腔内の閉鎖が唇で作られる

場合には，唇と声門とで密閉された部分の容積は相当大きくなり，その上，密

閉部の隔壁の一部を成すのが弱し、筋肉車脳裁である頬になってしまう.このよう

な条件の下で声門化音を発するのはかなりの困難を伴うのである.

9. 95 声門化音が声門閉鎖音を前置した音を介して有声音に転じるのはよく確

認される現象であるから [9.90)，印欧祖語の古層においても，ここで②と記し

ているfがdに転じたと考えたい.閉鎖音全体の車邸裁を記せば，左図から右図

への推移が行われたことになる.

① P t k kW 

② f ピ k?W

③ ph t" 0 0w 

V
w
g
p
 

k
g
t
 

t
d
A
t
 

n

y

n

y

 

①

②

③

 

4
『

9.96 ラテン語とギリシア語の子音組織は右の図式から容易に得られる.

例えばラテン語で②の系列はd:QUO r2j， g: gen凶「種類j，gW: in型enr鼠膜

部」及び旦eniδ 「私は来るj (γgu> u; cf. Goth. qim血‘=kWiman)にそれぞれ現

れ，すでに触れたように[dw-]からbが生まれた【9.94].

①の系列はp:natぽ「父j，t:!res r3j， k:cor r心臓j，kW
:型叫「何Jに現れる.

③の系列は閉鎖が弱まり，まず f，t，ル fとなり， tとfが排除されて f

に転じたため，この系列は最終的にfとhに縮減した.ただしt，xW > fは語頭

の場合のみであり，語中では音声環境によって様々な結果になる.語頭の例)

ph: fer，δ「私は運ぶj，Gk.曲的(E.b即);許:faciδ 「私は作る・行う j，Gk. ti-岱 -mi

「私は置く j(E. do) ; 0: hiems r冬j，Gk.辿.eimdnr冬j，出idnr雪j; 0w: formus 

「熱い，暑いj，Gk.血ermos(帯気唇軟口蓋音‘はeの前で規則的にGk.thに転

じる;E. warm). 
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9.97 上では初頭に帯気音を有するギリシア語形に英語の形を付け加えておい

たが，その英語形からも窺われるように問題はこれほど単純ではない.③のph，

t"， 1('， 1('wの系列からはゲルマン語のb，d， g， wも，ケルト語のb，d，gも，スラブ

語のb，d，ζgも説明できない.これらの言語では何れも有声音が生じているの

である.そこでや怯り③の系列はある段階においては気音と有声性が結びつい

た音素であったとの考えに引き戻されることになる.これはサンスクリットに

現れ，伝統的な比較言語学で想定された音素に等しい.だが，この段階におい

エ第四の無声帯気音の系列【④】を想定する必要が生じる.ここでぽ7と称し

ている系列の音素と，より古い無声の「喉音」の残存物である[h]とが結合し

て生じた系列である.例えば【④)[t+珂の結合は【@)t"と合一することはな

く，前者の声門での調音はより激しいから，両系列の区別を明確にするために

【③)t"が弱まり，弱い有声音に転じると考えられる.これら【④】強い帯気

音。+h>*許)と[③】弱い帯気音(*許>*dh)の両者を保持したのはインド・イ

ラン語のみである.ラテン語を含むイタリック語とギリシア語は両者を世に合

ーした.他方，北部ヨーロッパの諸言語では【④】噌は【①】 *tに合一し，【③1
*dhは最終的に[司に縮減した.この【③】 *dhは【②】古い切 (<キt?)の結果と

合一しないこともある.例えば，ゲルマン語では【③】*dhはdになる (E.do)が，

【②1切はtとなる(E.two). また，ケルト語では②の*gWはbになる(Ir.凶“

「峰牛J)が，③の*rはgになる(Ir.伊曲伊「私はやっつけるJ). 

9.98 ヒッタイト語には古'v¥P侯音の一部が明らかな子音[1iI】の形で保存され

ている.これはhとも転写されるが単なる気音ではない.そのため，ヒッタイ

ト語がその前史において単純音と凹との結合から新たな帯気音の系列[④1
を生み出すプロセスに関わったとは考えにくい.何れにせよγヒッタイト語は，

我々がここで呼んでいる①の系列と残りの二つの系列は区別しているようだが，

②と③の系列を区別した痕跡を持たない.現行の音価推定に従えは系列①と

系列②+③は硬音と軟音の対立ということになろう.

U 原著者に照会したが誤記ではない旨の回答を戴いた.私見ではやはり①の誤記を疑う.
剖一般には*gWou_が想定されるが，さらに*gWeH)，・に遡ると考えられる(11.41).
国 <*ren-‘'tostrike， kill".現代アイルラント腎ではgoinimtg6rrirrN. cf. Skr. hanti‘h 宙i胤
kills"，批判voc加凶er"，9sivco句錨ike"，OCS hnjQ“I cut ofl"，臨.英語で同ト来語の思m(<
ONgunnR)や・fend(<Lat.品目do;as in defend， 0能nd)がこの語根に由来する.
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印欧語の閉鎖音組織について上で想定した発達は下記のように概括でき

w
t
d
-
d
f
 

> 

III 

t I 

d I 

t" ( 
t+h I 

> > 
① t 1 
② t ト
③t" J 
④ 

9.99 

ょう.

9. 100 上記Nはサンスクリットの高周裁に等しい.ギリシア語とイタリック語

では N の状態から③と④の系列が合一し，ヨーロッパのその他の言語で、は恐

らく④の系列が①の系列に合流したと考えられる.

複合閉鎖音

9. 101 閉鎖音にはもう一つの類がある.これについては再建作業において考慮

すべきであったが，ここまで青虫れずにおいた.これは，複合的(complexe)な調

音であり，その初源的な形態の再建についてはいまだ定説がない.

一例に「熊J【11.55)を表す語の対応から祖形を考えてみよう.この動物の

呼ひな包はSkr.r~a-， Gk.幽か，Lat. ursu-s (く*urcso-s)であり，ケルト語代表とし

てW.紅白(<*arkto-7ちを加えておく.ケルト語の形態からは*H戸・が予想され，

これはサンスクリットとラテン語から予想される *H:zrーと交替する.ギリシア

語とケルト語の tがサンスクリットとラテン語のスー音あるいはシュー音と交

替しているが，この交替が見られるのは，その前に軟口蓋閉鎖音がある場合に

限られている.

この交替はまた斧71や目72を表すよく知られた語にも現れる.同種の複合は

上記の③の系列にも生じる.例えば「大地」の呼称は Skr.~am・， Gk.抽出onで

ある【9.104).

伝統的な再建においてはこの複合音の第二要素として無声あるいは有声の歯

70以下で上付き文字はその前に綴られた子音とともに不可分の一音素を成すことを示す.
以下の記述から察するに原著者の想定する「複合閉鎖音Jとは同時調音を指すと恩われる.
71 r斧Jを表すORτ'eCJJa， OHG d由民 OIr.凶(<寧tokslo-)やLat.texo r織るj等は*teks・を，
「大工」を表すGk.τEICrωv(cf.Skr.凶均an)は*tektーを想起させる.α11.73. 

72 Skr.向i，Av.!iSi(<恒星i;uSI“開s"の影響)は*okws・を， Gk. 'O)'I'， Dor.加iAOcは*okWt・を
怒起させる.だがLatoculus， Go由.augo， OCS oko， Li出.akis等には%、/kWtの痕跡なし.
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間音が想定されているη. これは，英語の血血の命を聞いたとき，外国人がs加

や血とよく混同することに着想を得た説である.だが，思慮深い比較言語学

者諸氏は，この場合に記されるt[やdIを未解決の音的実現に対する単なる便

宜的表記としか考えていなかった.

9. 102 再建される印肘且語には，複合調音に対応する他の音素もある.想定さ

れる *kW では [k]と [w]の調音が旦壁ιなされるとみなされる.ただし [w]の要

素は閉鎖の開放の瞬間のみに聞こえるわけではなく，その若干後にも余韻を残

し，そのためLat.q回伽.orの問はSp.cua回で[k]+ [w]に転じている.

特に西アフリカを中心として多くの言語に， [k]と[P]の調音を結合させた複

合音素が見られる.日正]の閉鎖と[P]の閉鎖が連続して開放されるが，それは，

当然ながら，肺から上ってきた呼気がまず舌背と軟口蓋で作られる閉鎖にぶつ

かり，次に唇での閉鎖にぶつかるためである.

こうして勾11，lgblと記される層軟口蓋音の系列に行き当たる.これらの音が

弱まればr及び gWに転じやすいことは容易に理解でき，そのため，!k勺を持

つLat.中包が実はもともと[kpis]であったと考えることが可能だと思う.例え

ばオスク語に見られる *kWisからpisへの変化も，単に民]が弱まって陶i]が[Pi]

になったとすれば，遥かに理解しやすいだろう.Lat.叫闘に由来するぬnn.apa 

の例は，確かに体勺が直接に[P]に転じ得ることを示唆するが，その中途の段

階でこの陶]が生じなかったとは言い切れまい.

9. 103 それはさておくとして，本題の「熊」や「大地」を表す語のケースに戻

ると，拙血，kt/kSの対応から[kt]， [gd]に類する複合音素が想定されるとは考え

られないだろうか.14 この[kt]，包;d]は，二つの閉鎖音の間にあった無アクセン

ト母音の脱落によって生じたキkt，キgdという連続とは区別される.この点から，

例えば句協同のような形態では*kと丸t・の聞に母音の痕跡が長い間残り，

oki加のように発音されたと考えられよう.

η この想定が誰の発案に帰すのかは不明だが，すでにBru伊llIIIll(1904: 20ηに見える.同
じ立場を取るPokomyには次の再建形が載せられている:r熊Jポ炉込「斧J*te年.r目」
旬以'_t-，r大地J齢制、「魚」ゆ品(9.105).その他の例を含む高津(1954:81ff.)，泉井(1%7:
1lOf.; BenVI削指に倣いゅの代わりにk'と記される)の概説を参照されたい.
74原著者の独創的見解.現海のところ，例えば「大地JHitt.te凶I，gen.taknぉ，Tc∞h.A蜘 pを
重んじて初源的な音連続を*dhrf等とみなし，ギリシア語にメタテーゼを想定する説が大
方の支持を得ている.これは 1930年代に恥協同町やBrand拙凶が表明した見解らしい
が.Schindler抗争7rache13 (196η'，23 (197ηでこれを採用してから一般化した.
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9.104 複合音素に対しては上で肘]等を提案したが，これらはサンスクリット

とギリシア語以外では簡略化した形で現れる点も指摘しておかねばならない.

上に述べたようにLat.ぽsusでは+が.w.紅白では也が生じているものの，ま

た③の帯気音の系列からきれいな対応が見られる. r大地Jの名称の語頭には*gdh

が想定し得るが，この音素が本来の複針金を保っているのは Skr.均m・と Gk.

凶Ithdnのみであり，その他のすべての場合に事tあるいは句hからの発達が見ら

れる.当のギリシア語でも「地面にjは油即凶【*めp-)であり，これはLat.b叩宜

[*g"om-)と起源的に等しい. r大地」はラテン語で hwnusであり，サタム語

では*g"に規則的に対応するzあるいはまが生じる:Li血.主釦le，OPr.s回 tme(=

zeme)， OCS zer凶lja.神に対して地上の存在である人聞は接尾辞-en-を伴し、Lat

homδ 【*g"om胴on-).属格horr血is[*g"om-en・J.OEgwna [*めp-on・) (変形され

てbridegr'∞mr花婿」の-groomに残る)のように呼ばれる75 Ir. duトdu】「場

所J.対格donもGk.油tlldnに対応し，【その派生語】 d由le76はやはり「人間J

を表す【10.31，11.31). 

9. 105 同様の *gdhと*g"との交替は魚の呼称にも現れる(上記【4.9ff.， 9. 73) 

参照).Gk.i・拙也前には複合形【*gdh)が，バルト語の諸形態Li血.zuvis，Zuk・'，OPr.

zuk・やAnn.jowknには簡略形 IぜIが生じている.

スー音

9.106 上の想定からすると *gdhもぜも Skr.4-に至ると考えられるが，この

変化は句という連続の奇妙なふるまいを思い起こさせる.この連続は語根末

の舌尖音に接尾辞初頭の tが後続する場合に生じる.この連続がそのままの形

で保持されることはほとんどない.その唯一の例外がサンスクリットであるが，

この連続は類推によって復活したと考えられる押.それ以外のすべての言語で，

この連続は4・あるいは-ss'・の形状を取る78 例えば. r見るJ及び「知るJを

万いわゆるn語幹名調を作る接尾辞・e/on-はある性質を持つ名詞を派生するため.Lat.homo 
等は r(天ではなく)地上に(つまりこの世に)属すもの』を原義とする.またE.-groom 
lまgroomr馬丁J{growと同語源ι思われる)に影響されたらしい.Cf.G.Br制限1m.

市現在では，本刺句な母音であるuが非硬口蓋化のしるしとなり，逆に本来的に後続子音
の硬口蓋化を表記したiが母音となって/品加と発音される.Cf.l..ewi岳民de悶 n(1937: 98f.). 
H すでにMeil1et(1937:131)に同趣旨の指摘が見られる.
78かつては句が地tとなり，叫が一つ脱落することからM及び地〉命鑓が得られると説
明されていた.高津 (1954:144)にも同趣旨の記載がある.だが，現今ではむしろ「閉鎖
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意味する語根*weid-/wid岨に接尾辞品rが付加されればGk.(w)istor ["賢人」が

得られ， Lat. pat-ior ["私は苦しむ」の過去分調は(pat+ tos >) passusと説明され

てきた.だが，これらの言語でもまた，類推による復活が行われたと考えられ

る.接尾辞初頭の子音が復活すれば・st-が生じ，語根末の子音が復活すればー匂ー

となってさらには-ss-に至ることになる.実際，発達のいずれかの段階で重子

音が単純子音に置き換えられたとみなす根拠はふんだんにある.一例を挙げる

と，可obe"に当たる動調の二人称単数形はesに語尾-siを加えて作られるから，

*essiとなって *-ss-が生じることが期待されるが，ギリシア語の対応形は eiで

ある.つまり，その以前の段階には匂siが想定され，母音聞の・5ーが規則的に

脱落したと考えられる.この九位ーから *-s-への推移が何によって引き起こされ

たのかは不明だが，その中途で*-ss・の段階を経たことは間違いない.他方，こ

の現象の原因が杏として不明だとしても，閉鎖音がスー音に転じる推移が存在

していたことに疑問の余地はない.この発達の想定よって説明が与えられるこ

とになる形態論的な特徴については後述する【10.36，10. 112]19. 

9. 107 この考えを押し進めると，伝統的再建でーっとされる sが古い複数の音

韻タイプに対応していると考えることもあながち無理ではない.上で述べたよ

うな叱*e，ψという閉鎖音の三系列を持つ世界の言語の大多数は， [P]，凹， [k]の

ような厳密な閉鎖音の類の他に，様々な破擦音の類を持つ.無声音のみを記す

と，特におやtS，さらにはtl_80等である.だとすれば，我々が再建で用いる一

つの勾が三音素を有する一つの類に糊るとみなすことも可能であろう .[匂]を

cで表記するなら，これらは*c，*c?， *chと再建できょう.これらの破擦音が弱ま

って単純な摩擦音sに転じる過程が，声門化音の有声音への推移以前に生じた

とすれば，これらの三つの単位が交じり合って一つの音素を構成したことにも

納得が行く.声門化と気音化は閉鎖音あるいは閉鎖音部に加わる特徴で、あって，

摩擦音には関わりを持たないからである.有声音の場合を除いて，摩擦音を発

するには声門を全開にする必要があるのである.

9.108 文証される諸言語においても，再建形においても sの出現頗度は高い.

音+閉鎖音」の一方が摩擦音に異化したとみなされることが多い(e.g. Szemerenyi 1990: 108). 
79 この驚くべき想定例-t>*ts> *ss> 1蹴 E引は原著者の発案ではない.すでにMeillet

の高弟Vaillant(1936: 106)及びこれを発掘したHeller(1956: 7)により指摘されている.
舶側面摩擦音に終わる破擦音[佳]が意図されている.
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上記のようにスー音の類を想定することによって，この頻度の高さに説明が与

えられることになるかもしれない.名調の単純な曲用においても，主格と属格

の指標へと発達することになる助詞(pぽ也叫e)と，複数の指標へと発達するこ

とになる要素とは，本来は区別されていたと思われる【10.68f.).ヒッタイト

語の一部の特徴もこのような仮説を支持するようにも見え，この仮説が広く様々

な言語の音韻組織から今日得られた経験の上に構築されていることは認めねば

ならない.比較言語学で伝統的に扱われてきたすべての言語において，すべて

のsは一定の環境において同じふるまいをする.

ソナント

9. 109 ここまで流音と鼻音については，ソナントというカテゴリーに属すとい

う点しか述べていない.ソナントとは， yやwと同じく子音として働くことも

あるし， r母音jとして，より正確に言えば音節核として働くこともある音素を

指す.アクセントのある音節には母音が保たれ，この母音は後代にeあるいは

oの形で現れる.アクセントを失った音節では母音が失われるが，もともと母

音の後に鼻音や流音の lやむあるいはyやwがあれば，これらのソナントが

音節核として機能するようになり，それぞれ早，1;).，l，r， i， uと記される.そのた

め，これらの子音としての性質が失われてしまうこともある81 ただし，これ

らのソナント相互の区別ははっきりしていたと考えられてきた.

9.110古い時代においてlとrの区別がまったく脅かされていなかったという

証拠はない.側音と顛動音の区別があいまいであったり，あるいは区別がまっ

たくないような言語も世界の各地に多々あり，例えば日本人はE吋llar別荘J

をbiraのように発音する.だが，古い印欧諸言語の中で，この区別があやしか

った痕跡を示すのはサンスクリットのみである.

9. 111 鼻音に関して言うと， (mとn】各々が存在していたことに疑義が唱え

られることはほとんどない.再建される語末の九mが・nとして現れることも確

かにしばしばある.例えばギリシア語の単数対格や複数属格の末尾がこれに当

たる.しかし，祖語において唇音と舌尖音の区別があやしかったと想定する根

拠はない.語の内部において， mやn，あるいは[1]]といった鼻音の質は隣接す

81 e. g.句，ヤGk.，Indo-Iran. a : Gk. (ii同蜘'，Skr.倒 m，Av.酔 m<IE句 tom.
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る子音によって決定されることが多い.例えば動調の活用において鼻音接中辞

と呼ばれる要素がある.これは， Gk.e・lab・onr私は取ったJ[アオリスト]に対

する現在形la・m・b釦δ「私は取る」や， Lat. liqui r私は残したJ[完了]に対する

li-n陶quδ 「私は残す」の場合のように，語根の末尾子音の前に挿入されることの

ある鼻音である但.だが， Lith. si血凶 rlOOJ(< *(d如何かmく *de同1rl0J +接尾

~'f" -to-・)のように m が律儀に保存されているような場合もある.普通は Lat.

centumに見られるように+の前では・n・になってしまうものである【5.5tf.].

前置鼻音化音83

9.112 ここで4・の問題を取り上げねばならない.-ntーにはもともと 4・と+の

間にあった母音が脱落したことによって生じたものも， cenωmのように語根末

と接尾辞初頭の接触によって生じたものもあるが，これらに当てはまらない複

合音の-nt・に出会うことも非常に多い.言い換えれば， -nt・が子音連続ではな

く，一つの単位としてふるまうように見える場合が多々ある.加えて，その出

現頗度から察するに，二つの音素の結合というよりも，単一の音素で、あったよ

うに思われる.さて，各々の類において，例えば/dIのような非鼻音と/げのよ

うな鼻音の他に，fdlのような「前置鼻音化音J(prenas必凶e)を持つ言語も世界

にはめずらしくない.セネガル人によくある姓に N'diayeがあるし，チャド共

和国の首都の名はヌジャメナ(N河町聞のであってその語頭には前置鼻音の[n也]

が生じている.またユネスコの事務局長の名はムボウ(M'bow)である.鼻音と

閉鎖音の聞にアポストロフが綴られているから母音が省かれているように感じ

るかもしれないが，もちろんそうではない.

9. 113 だが，この現象はアフリカのみに見られるわけで、はない.バスク語の

m制 ar棒Jは明らかにLat.bacillum，複数bacillaに由来しており，この例から

すれば古代パスク語にはt"b/があったと考えられる.様々なデータの比較によ

ってエウスカラ語には弱し、?と帯気音の?が想定されるが，ラテン語のかを

写すにはこれらよりもt"b/のほうが適当だったらしい.t"b/は地中海沿岸地域

にかなり広く分布していたと考えねばならなず，例えばLat.samb百cusrニワト

む本来的にホnが想定される (10.128)が，後続子音への同化により mと[1)]が生じている.
田原著者は原著(初版)の刊行後，さらにMar也let(1987， 88， 89， 91)を発表してこの想定
の周知に努めた.
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コjがsabiicusとゆれているのもそのためと思われる糾.

9. 114 以上からすると印欧語の古い段階に前置鼻音化音が存在していたとみな

すことができると思う.特にその可能性が高いのは舌尖音の類であり，例えば

①の系列にはNが，②の系列にはf'u>f'd1が想定されよう.複合音素のリス

トには，伝統的な唇軟口蓋音‘や， r熊」や「大地Jの呼称、に残る音に加えて，

このような調音も加えられることになる.

9. 115 前置鼻音化音は母音間ばかりか語頭にも生じる.それが一音素を成すの

ではなし、かと考えられるのはこのためである.アフリカの最高峰キリマンジャ

ロ匹目加飢djaro)の名を音節に分けると ki-li-ma-ndja叩となるようだが，ヨーロ

ッパ人だったらこのような切り方はしまい.ただし，古い叫.が語頭にあった

場合，文証のある印欧諸語でどのような発達を遂げたのか，よくわからない.

I叫・>[吋の想定には無理がある.)n・ではじまる語は，否定の場合もあるた

めテキストの中でまれではないが，印欧諸語の語集の中では特に多いわけでは

ない.内・>[ト]とし、う発達も考えられないことはないが，このような発達を支

持するデータは見当たらない.

-r/・n・の交替

9. 116 印 肘E語において・nトが特殊な位置を占めていたと想定することには利

点がある.一連の中性名詞末尾の-rが-nーと交替するという奇妙な現象8Sを説

明する可能性が生まれるのである.この現象は非常に多くの言語に残るが，特

に顕著なのはヒッタイト語においてである.他の言語においてこの現象は淘汰

される過程にあって，痕跡を留めるに過ぎないが，ヒッタイト語の場合には生

きた派生法に用いられているのである.一番わかりやすい例はLat.fem町「腿」

であろう.主・対格はこの形態を取るが，その他の格の語基はfemin-となる(例:

属格feminis).だが，類推が2方向に働いて，主・対格形femenとその逆に属格

形 femorisも形成された.後者は最終的に規範として確立され，ここから形容

調形femor宮lisr腿の」が派生している.

9. 117 さて，ある古い段階において，末尾の*々が-nに近づき，これに押さ

白日本語の濁音の起源にも前置鼻音化音が想定され，一部の語棄や方言等に残る.
85具語幹曲用。1出 roclitica)と剛苛Lる不可解な現象で，今日に至るまで起源についての納
得できる説は知られていない後に発表されたMartinet(19鳴も参照されたい.
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れる形で【本来の】 *-nがq に転じたという想定を提起したいと思う.母音聞

の*-'1-は・nt・に転じやすいため問題とはならなかった.名詞の場合，もともと

nに終わることがあったのは中性名調だけである.有生名調(後に男性名詞と

女性名調に分かれる)には，対格では-m，主格では-sのように常に語尾が加

えられていた【有生名調の場合で】語基末の4ーが語末に現れるようになるの

はだいぶ時代を下ってからのことである.つまり，主格末尾の連続 n・sは子音

連続の簡略化によって排除され[てnとなり]，次にその前の母音が【nと合体

して】鼻母音化し，その鼻母音もしばらく後に口母音化して鼻音的要素が消滅

したのだが，後になって他の格からの類推で鼻子音が復活したのである“.

9. 118 確かに -nに終わる中性名詞は多数文証される.例えばラテン語には

自耐nenりIIJや伺nnenr歌」をはじめとしてふんだんにある.さて，この-men

は丸ment，さらには*-lI1I}tに遡り，さらにその末尾は本来丸、であって，【本来

の】*引が-dこ転じると同時に，これが-nに縮減したと考えられる.ωnnenと

ローマのニンフの名 C回 n閉包(切れ目はCarment-a) とを比較して戴きたい.

9.119 ラテン語のこれらの中性名詞では，使用頻度の特に高い主・対格形から

の類推によって-n・が他の格にも広がり，そのために属格の形は自耐凶nis，叩minis

となった.他方，ギリシア語の-ma(< *1I1I})に終わる対応形の属格は・matos(< 

*lI1I}t-)であって，後者では母音が後続したために本来の丸、が保存された幻.

ラテン語でも，このような中性名調に接尾辞・oが付加された場合には，問題

の+が残っている.古い・menはこのようにして作られた・mentu-に置き換え

られることとなり，・mentの形でフランス語の非常に生産的な派生要素として

今日に至っている88

非中性名詞において，主格のたontは様々な発達を遂げた.ギリシア語の現

臨一例にE事kwon-r犬jを挙げておく.Cf.ll. 52. Skr.cva(語幹cvan-)，Av. spa (s凶n・)，Li血.

suo(s削，Ir.CU(I∞n-)のように古いあるいは保梢句な言語において主格末のnの脱落が見え
る.Gk.幼ωv(gen.悶JVOC)の末尾のnは後代の復活による.また.Lat.ωnis，E.h叫叫G.Hund
(<Gmc. *xundaz<傘加n-tcト)は新たな接尾辞を付加して語根の保全を達成している.
釘伝細句には逆にラテン語に本来の-nが保たれ，ギリシア語が改新によって奈幡に+を
拡張したとみなす(e.g.高津 1954:1η， Szemerenyi 19卯4:183; 19%: 173). この拡張に根拠
が見出せないとすれば，一見荒唐無稽にも思える原著者の説の信想性が高まる.
88一例にLat血biliδ“醐刷ish"の名詞形stabit"unenと，-0-による新形帥ilImentum(It御 bili-

mento， F.伯blis鍛 nent， E.釘旬blishment)を挙げておく.蛇足だが，副詞を作るF.-ment等は
Latmensの奪格menteに由来し，まったく別語である (cf.島岡 1991:26-38). 
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在分詞では・onとなり，ラテン語では例えばponsi橋」に見られるようにーons

(発音は[・os])となった.

9. 120 ラテン語でやはり引に終わる iteri道Jは，末尾の【本来的】 *-nが・r

に発達したもう一つの例である.この語の属格形はi也erisであり，また別形に

it，釘おもあって，古い形は*i白risと考えられる.他方，託ぽは古くは語末にアク

セントを持つホi防であり，アクセント位置の異なる別形ei智はLatitur89 i人々

が行き交うj を生じている.この-rは非人称性を表し，後に拡大されてイタリ

ック語とケルト語で受動を表すようになったのだが，これも結局は末尾の【本

来的1-nに起因すると考えられる [10.146]. 

9. 121 以上を表にまとめておく.

キ-n 一一歩 ・r 丸、
一→ -n

たn・0回→ -no・ *-'1cト 一一歩 -nto 

九on+s→ -δ → δ たo'1-s →ーonts→・6
-ons 

-os 

*-bh_/ー官「の交替

9.122 前置鼻音を伴う閉鎖音を持つ言語では，この種の音が，唇音，舌尖音，

舌背・硬口蓋音，舌背・軟口蓋音のように，様々な類に生じるものである.つま

り"b，nd， ng90のような前置鼻音化閉鎖音の系列が形成される.このような音が，

例えば上記のような有声音と mp，可等のような無声音のように， 2系列を形成す

ることもめずらしいことではない.この点からすると，印欧祖語には叫の他

に， *jJや*ndhもあったかもしれず阻9，下記のような前置鼻音化音の組織が想

定され得る.

*mp 傘'1
キndh

9. 123 古く*"bhが存在したと仮定すれば，名調複数の与格，奪格，具格の形

態に一致が見られない点を説明することが可能になる.これらの格において古

相自動詞の受動相で一般的状況を表す，いわゆる impersonaIpassive ∞nstruction. 
同当然ながら以下で軟口蓋音の前に記されたのはのを指す.
開 9 r海綿Jの再建形ではさらに*nrの想定も可能である.第V章原註2(p. 105)参照.
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い言語の多くはたbh_を含んだ再建形を支持するが，これに対しゲルマン語，バ

ルト語，スラブ語は-m-を持つ.Lat. nふbisI我々にJと対応語Rna-mを比較

されたい.つまり，初源的な形態に*D1j，hが含まれていて，その鼻剖生が北方の

諸言語では優位に立ち，その他の言語では失われたとみなすことができる.

例えばサンスクリットの[複数】与格・奪格語尾はーbhyas，具格は・bhisであ

り，古代教会スラブ、語の場合はそれぞれ・m11，-miであるが，これらには【従来】

*bhiと再建され，ギリシア語でphi(例:au蜘“oneself'の斜格代用の加もoRhi91)

の形で文証される古い助言司が含まれていると考えられる.この *bhiに母音e/o

が付加された場合， iはyとして保持されることもあるが， Lat.om凶ーb凶【omnis

"aIl"の複数与格・奪格]の尾部ゐus(く・bω)に見られるように消滅してしまう

こともある.ゲルマン語ではこれはbe・の形でG.besprechenやE.b郎P伺 k等に

現れ， G. sprechen I話すJに対してのb句，I'(ヨchenI論ずる，批評する」に見られ

るように特に自動調を他動詞化する働きを持つが，また近接や付加を表すG.bei 

やE.byのような前置詞あるいは接頭辞としても用いられる:例)G. beisteuem 

「寄付するJ(Steuer I税金J). 

【他方，このような場合に】問題の仮説に従えば， *D1j，hiが再建されることと

なろう.これに接頭的な要素を加えれば*H2e-D1j，hi I周りにJが想定され，ここ

から Gk.amphlや，ゲルマン語では第一要素の母音度がゼロとなった *H2mbhi>

*H2rpbhiを経て， OEymbやG.umが得られる.Gk. amphlは 1'"の両側lこ」を

も意味し，双数の接尾辞-δ を加えた Lat.ambo I両方のJと比定されると考え

られる.これと同じ意味で，ゲルマン語は接頭要素の H2e・の部分を除いた基底

形を用い，語頭の*冊bhを*bhとしたここから G.beideやE.bo出，あるいは均，hei

に指示代名詞を加えた*bhei-y，かより Dan.begge等が得られる92

9. 124 ここで想定している前置鼻音は，言語によって，また位置によって，つ

まり語頭，母音間，語末で異なる発達を遂げたことになるが，これは特に驚く

べきことではない.一般的に言って，前置鼻音は語頭では失われ(*D1j，hi> bhi)， 

語末では鼻音が残って口腔での閉鎖音が失われる(九nt>叫ものである.つま

引詳しくはPalmer(1980: 45)， Meier・B凶gger(1992: !I， 6乃等を参照されたい.
抱ただしOCSo凶‘‘h加由"(侭R.o吻白刷1)，Li愉白.a油b色
らず鼻音要素が消失している.また前置詞・接頭辞のOCSotト“脚und"についてもほぼ閉
じことが言える.
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り，どちらの場合にも排除されるのは音節の中心から遠い要素である.母音聞

の場合だと両方の要素が保持され，複合音は2音素の連続に転じる.その際，

もともとte-'加であった音節の切れ目はten-teとなる.文証される・nトの中には，

古い・net-というつながりから -e-が消失して生じたものも含まれているはずで

あり，この点からすると *te・ne-teに由来する*蜘-te-は*te-"te由来のそれと合

ーしたと考えられる.これも驚くに値しない.文証される印欧諸語において，

古い単一音素と音素連続とが合一することがあるのはよく知られた事実である.

例えば，ラテン語のquは古い*kW ばかりでなく *k+ u (+母音)という組み合

わせにも対応している.例えばGk.・teや古いゲノW ン替の・h93に対応するLat叫que

“血d"はキピNeに由来するが，Lat equos r馬J[>equ凶】は古いキeku・「速いJ(恐

らく Gk.o凶sr速し、」と同源)，こ形街司的な接尾辞・o[10. 1021を付加して作

られた派生語である.同様にLat.inguen r鼠径部J(cf. Gk. ad~n r腺‘J)はホgW

を有する可gWen_に遡るが， Lat. lingua r舌，言語Jには既述のように-gh+u+eH2

とし、う連続が含まれる【8.16ff1.

9. 125 *"1Jhjに由来する諸語尾において， *"1Jhが言語によって *bhになったり m

になったりしている点は，以下のように説明できょう.南方諸言語においては，

Gk. phiに見られるように， ."1Jhjはある程度の自立性を保持した.これによっ

て語頭に期待されるキbhjが得られる.-mを示す北方諸言語においては， *"1Jhj 

が lを失い，より早期のうちに語尾化したと考えられる.古代教会スラブ語の

与格na，・mu(<圃m・+叫や，またラテン語の語尾ーbus(く *-bhos)等でiの痕跡が見

られないことを説明するには，この脱落を想定する必要がある.キ"1Jhjの様々な

反映形は下記のように整理できょう.

*"1Jhj → *bhj 副詞として.後に前置調に転化:G. bej， E. by 

→ *bhj 融合していない助調として:Gk. phi 

→丸山後に融合し，語尾に:Skr. -bhy・as，-bhi-s 

→ -m 早期のうちに融合した形.融合していない助詞の句hiと共

存.北方諸言語では-mが，ラテン語等ではホbhが，それぞ

れ類推により拡大.

目例えばLat・que等と同様にencliticで用いられるGoth.・曲，-hに見える.同じ要素を含む
白血.jahも同義だがLatetのように併記される語の聞に置かれる.
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咽頭音

口蓋垂音

声門開

声門閉

声門開

声門閉

f 

T • 

b • 
摩擦音

• KW 

χ χ w 

t ts k kp kt 

f • ピ kp1 • ? 

日 P • ピE kph kf h 

• '1 • • • • 

'11 • • • • 

可h • • • 官ph • 

苦 m n 

Lーーーー
声
門
音

舌
尖
軟
口
蓋
音

唇
軟
口
蓋
音

舌
背
音

溝
型
音

舌
尖
音

唇
音

閉鎖音

前置鼻音化音

極めて早期の印欧祖語に想定される諸音素

黒丸が記されている箇所は，可能性はあるが想定する根拠の薄い音素である.
閉鎖音と「喉音」の配列については説明が必要である. r舌背音Jの列に置かれた諸音

素は舌の「背面Jすなわち上面で調音される.だが，この器官が櫛虫あるいは接近する部

位は異なり，閉鎖音の場合には軟口蓋，摩篠音の場合には口蓋垂と咽頭後壁である.閉鎖

音と摩擦音の対立のみを弁別的とみなし，この差違は捨象した.唇軟口蓋音についても同
様である.また，後者の場合，唇軟口蓋性を表すのに閉鎖音については[p]を，摩擦音に
ついては門を用いた.咽頭音と口蓋垂音の第一行目は有声音，第二行目は無声音である.
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アクセント

9. 126 音韻論の章を終える前にアクセントの問題に立ち戻らねばならない.こ

れまでアクセントというものをずっと次のように扱ってきた.印欧語のある発

達段階において，アクセントを持っていた母音は保持されたが，アクセントを

持たない母音は消滅し，あるいは少なくとも弱まった.また，子音だけでは音

節核の機能を果たせない場合，子音連続の発音が可能なように，必要な母音が

保持されることもあった.その後，アクセントの事情が変化してから，類推に

よる母音の復活が生じた.

9. 127 このような非常に早期のアクセントが再建されるが，各所で改新が生じ

ている.そのため，結果的に多くの母音の脱落をもたらすことになったと考え

られるアクセントの位置と性質を解明するには，サンスクリットにもギリシア

語にもラテン語にも全幅の信頼を置くことはできない.ヴェルナーの法則(5.66)

によって生じた隠れた音交替により判明することだが，実はもっとも長く初源

的なアクセントを保存したのは恐らくゲルマン語である.G. ziehen r引くJと

ge-zogen (過去分詞)に見られる・h・と -g-との交替から，かつてのアクセント

は現在形で *deukcトの語根に，過去分調 *duk・on・で接尾辞にあったことが窺わ

れる94 これらにはLat.duco r私は導くJ(uは二重母音起源[<*deuk-]) と接

尾辞が異なる Lat.ductu-s【過去分詞;く旬uk-to-】が対応する95 かつてのアク

セント位置は【母音eを保つ1・eu・と【母音が縮減した】+によっても確認さ

れる.

9. 128 アクセントが上記のような働きを持っていた時代に，その位置は一般的

原則で決められていたのであろうか?チェコ語やハンガリ一語ではアクセント

は第一音節にあり，ポーランド語では次末音節に置かれる.またラテン語では

次末音節の長さでアクセント位置が決まる.このようにこれはしばしば見られ

る現象であり，国定アクセントと呼ばれる.それとも形態によってアクセント

判つまり IE*k > Gmc. *x (> *h ;グリムの法則(5.61 ff.))は母音聞に位置するとき一般に有
声化してGmc.*yに転じるが，直前の母音にアクセントがある場合にはこの有声化が生じ
なかった.また，語頭の*1>z [:お]は第二次子音推移による (5.76).母音について簡単に解
説しておくと， IE *euはゲルマン語で・iu(G白血削1lIII)，io (OHG ziohan)， ieφ佃 Gziehen)の段
階を経て新高ドイツ語でie[i:]に転じた.過去分詞に見える E 事u>αnc.*oは後続音節に
おける IE*o>αnc.*aによって引き起こされた開母音化，すなわちいわゆる a-ウムラウト
の結果である.
95 IE *eu> OLat. ou > Lat. U. Cf. e. g. Palmer (1954: 218). 
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位置が変わったのだ、ろうか?一連のデータを根拠にすれば，ある時代にアクセ

ントは語の末尾の要素，すなわち語根か接尾辞に置かれる傾向があり，一部の

語尾はアクセントを引き付け，その他の語尾の場合にはアクセントはその前の

音節に置かれたと考えられる.この点については，以下で文法について述べる

際にも触れる【10.24ff.). 

9. 129 ここでは次の点を指摘するに留めておきたい.古代演劇で突然登場する

神(de凶 exrnachina)のように，アクセントはいきなり天から舞い降りてきて言

語の母音組織を破壊するのだ，そんな無邪気な想像をしてはいけない.上でそ

んな印象を抱いた向きがあるとしたら，そのほうが手っ取り早し、からだろう.

実際はこうである.談話の中には情報的価値が低い要素があり，これらが形式

的に特徴ある何らかの品調の中に集中している場合，これらの要素は弱まって，

これらを発するのに要したエネルギーの大部分が，運良くそこにあった隣接要

素へと移行する.換言すれば，強いアクセントによって母音が間引かれるので、

はなく，母音の弱化によって結果的に残った母音が強められることになるので

ある.本来アクセントは，発話の連鎖の中にある様々な部分の聞にメリハリを

つけ，部分同士の区別をはっきりさせて，その中のある部分を浮き出させる働

きを持つ.境界画定，あるいは，発話の中で中心的情報を持つ要素の存在を示

す頂点を形成するとし、う意味で，頂点表示がそのもっとも基本的な機能である.

音調

9.130原則としてアクセントと音調(tons)とはまったく別個の概念であり，音

調は，音節の中心的な母音核にかぶさる，談話の旋律曲線の独特の動きを意味

する.音調を持つ言語においては，同じ子音と母音の音素から成る二つの音節

が旋律の上下動によって区別される.例えば中国語では mar母j，ma r麻j，

ma r馬j，ma r罵る」は別々の語である.ただし，音調言語にアクセントが発

達すると，それによって無アクセント音節の母音が不明瞭になったり，そのよ

うな音節の音調が失われたりすることがある.そのため，音調がアクセント音

節のみに現れたり，例えば，アクセントが二つの音調の何れかと共起する場合，

二つの「異なるアクセント」があるという少々誤った言い方が用いられるのも

めずらしいことではない.

9. 131 フランス語にはきちんとしたアクセントがなし、から，特にフランスの比
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較言語学者にはこの方面に疎い方々もおいでである.このような方々はギリシ

ア語の知識をもとにして，印欧語のアクセントという言い方をせず，代わりに

「音調J【単数】という言い方を始終用いる.だが，言語に単数の「音調jなど

ありえない.音調は対立を有する単位であり，すなわち音調は常に二つ以上あ

るはずなのである.印欧語の発達過程において，音調が生じたことは確実であ

る.音調は現に古典ギリシア語，パノレト語，セノレビア・クロアチア語，北欧語

に荷主している.だが，たとえ何らかの並行性があったとしたところで，これ

らのうちもっとも古い音調も印肘E語時代に糊るとは言い切れない.

9. 132 音調の対立は， 2種類の異なる母音延長が時間的にずれて生じたことか

ら発生したと考え得る.仮に，はじめに行われたのは，主格の-sのような後続

子音の脱落による母音の代償延長であったとしよう.この場合，旋律的な頂点

はもちろんその長母音の且L生ι置かれることだろう【下降調].次に現れるの

は，曲用の中で連続する二つの短母音が融合することから生じた長母音である.

これらのこつの短母音のうち後者に本来アクセントがあった場合，融合後に旋

律的な頂点は長母音の整担旦ι置かれることになる【上昇調].その後に後続の

「喉音Jが脱落したために代償延長によってさらに新たな長母音が発生した.

これは新たな下降調の長母音であり，これによって古くからの下降調は上昇調

の領域に追いやられてしまったと考えられる.バルト語に残されているのはこ

のような状況と思われる【5.31ff.]. 

9. 133 当然ながら，非常に早期の段階において，印欧語に音調の車郎裁が存在し

たと想定することも可能である.だが，たとえそうだとしても，目に見える痕

跡はこれ以上ない.
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裸形態

第X章

文法

10. 1 フランス語や英語のような現代諸語では，各々の名詞，形容詞，さらに

は動詞に対応するのが，語尾の付加されていない盤整盤(お>nnenue)である場合

もめずらしくない.例えば， F.loupは，書いてある場合でも， /lulと発音された

場合でも，周知の動物「狼Jを指し，ここには，この語が使われる文中の他の

要素との関係は何ら表されていない.書かれた場合には複数形で-sが加えられ

るが，だからと言って-sのないloupが積極的に単数を表すとも言い切れない.

一匹の狼を意味する場合もあるし， le loup a disp削 desc加 lp噌 lesfrancaises 1"狼

はフランスの田舎にはいなくなった」のように狼という種を表す場合もあるか

らである.英語では事情が幾分か宅鯨佐であって， loupに当たる wolfに-sを加

えてwolfsとすれば<<duloup持の意味になるし，複数形ではwolvesという形に

なる.だが， loupと同じく wolfも名調の裸形態であって，そこに他の意味は何

も付け加えられていないことに変わりはない.

10.2 さて，ラテン語でこれらに当たる lupusの場合を考えてみると，この形

態では「狼」とし、う意味の他に，末尾の部分によってこの狼が文の主語である

ことまでもが表現されている.目的語ト対格]であれば lupumとし、う形態と

なるし，名調の補語ト属格】であればlupi，付与の補語ト与格]であればlupo

等々 となる.そのためラテン語で<<loup持に当たるのはlup-であると言えないこ

ともない.だが，これは不正確である.<<loup持はlup-に何らかの語尾を加えた

ものに等しし、からである.例えばcl孟u-というラテン語の基底形を取り上げてみ

よう.その原義は恐らく「棒j であるが，実際に現れるのは下記のような派生

語だけである.異なる末尾部分を加えて， cla聞は「こん棒Jを， clauos【>claUlω1 
は「釘」を， clauisは「鍵」を表す(属格形はそれぞれclauae，claui， clauis). 

10.3 同じことは形容調についても言える.英語の場合には制限なくあてはま

り，ぬoω に当たるのは常にgoodであって形が変わらない.フランス語ではbon
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は女性でbonne，複数でbons【男性】及びbonnes[女性】と形を変えるが，正

しし、かどうかは別にしてbon/bo/が意味内容に正確に対応している基底の形だ

と感じられている.ラテン語では形容調の bonusは名調の lupusとまったく同

じように変化した.

10.4 動詞についても英語では何の困難もない.不定形，例えば鈎yは意味内

容に完全に一致しており，余計な意味は何も付け加わっていない.フランス語

だと，不定法の形態が動詞だけを取り出した形[で他の意味は加わっていない】

のように感じられるが，実際これは特別な諸機能に対応した有標の形態である.

だが，少なくとも音声言語の中には裸形態が存在する.chante r歌うJ，donne 

「与えるJ，mange r食べる」や，あるいは綴りには-tが加えられるが， dit /dν 

「話すJ，faitlfe!ト/釘)rする，作るJ，∞mt!kur/r走る」等のように人称代名

調の日やelleを省略した場合の直説法現在三人称単数形がそれである.ラテン

語ではこのような現象はまったく観察されず，動調の各々の形態には人称語尾

と，場合によっては叙法的な接辞までが含まれる.例えば， r歌うj なら can

に形態ごとに異なる要素が付加され， r言う」ならdic+ -o， -is， -itのようになる.

10.5 その他の現代印欧諸語において，名詞あるいは動調の記号素の裸形態が

見られる場合がしばしばある.Rdom r家」やdobrrよいJは対応する概念と

厳密に一致しているし，ドイツ語でこれらに当たるHausとgutについても同様

のことが言える.Sp. casa r家」は裸形態であって，これに-sを加えれば複数形

ができるが，他方，同じ意味のIt.casaは，複数形がcaseであるため基底の形態

とはみなせない.動調について言うと， ドイツ語では命令形が，イタリア語と

スペイン語では直説法現在三人称単数が，それぞれ基底の形態にほぼ等しし、と

言える.ただし，例えばSp.quiere r彼は好む」は， q凶ぽ'0 r私は好む」と比べ

れてみれば明らかなように，厳密には基底の形態とは言えない.

アマルガム

10.6 ラテン語をはじめとして，この語族の古い諸言語に裸形態が現れるのは

きわめて例外的な場合だけである:例)Lat. dic i話したまえJ，duc r導きたま

えJ.圧倒的多数の形態は，語基と文法的限定要素とが融合(アマルガムイ七)し

てできた複合形であり，これらすべてをまとめて「語Jと呼んでいる.印欧祖

語の再建に際し，このようなアマルガム言語を出発点にしたのだから，きまじ
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めに完壁に規則的な対応の枠を出ないようにすれば，再建の結果もアマルガム

言語にならざるを得なかった.馬を表す語の複数対格を例に挙げてみよう.比

較のデータから再建されるのは匂:kwonsである.だが，勇気を出して対応の枠

から一歩踏み出してみると，単数対格【*ekwomlを参考にすればここに見られ

る-n-はもともと -m・だったのではないかと，また-sは複数の指標なのではな

いかと考えることができる.この考えを押し進めると，この形態はさらに句切

+o+m+sというつながりに分析でき，末尾の3要素はかつて大なり小なり独

立性を持っていた-(Hl)e-，-(Hl)em-， -(Hl)eS'・という古い助調⑪鉱山叫，e)の名残だと

解釈できる.これらは何れも当然ながら寸車の仮説から得られ，このような仮

説を基に大胆な想定をする場合，これらの助言司が直張実証できるかどうかは考

慮していない.これらを想定することによって整合性のある構造が導かれるか

どうかだけが問題なのである.

10.7 比較言語学の初期にはこの種の仮説が多数用いられ，その中には誤った

ものもあった.これを受けて，その次の時代の研究者諸氏は慎重になり，弟子

たちにもあまり突飛な研究態度は取らないようにと指導したものである.だが

今日では，言語の構造に関して当時を遥かに凌駕する広範な経験が蓄積されて

いて，また恐らく以前よりも古典語への傾倒が薄らいでいる.【古典語には】完

全に独立した意味単位が前後の文脈によって異なる形状を取ったり，他の形態

との混交が激しく，どの場面で問題の形態が現れるのか予測不能だったりする，

そんな形態も存在するのだが，今日ではこれらが機能的に役立たないと公言す

ることにそれほど抵抗はない.ローマを継承した諸地域では言語の伝統の維持

が困難になると，すぐにラテン語の曲用体系が崩れたが，これも言語構造が本

質的にいかに不安定であるかを示す好例である.細部にわたって保全を図るな

ら，幼少時から長期間にわたって教育を施さねばならない.

10.8 音発達の結果として厄介な諸現象【アノマリーIが必ず生まれる.当然

ながら，これらは類推の働きによって排除されてゆく.だが，同じ地域におい

ても，類推は実に様々な方向に向かうものである.例えば"F. ab蜘 ud控える」

を基礎としてぬ蜘帥なる未来形が作られ得るが，【未来形1absti図的を基礎

としてabstien批なる不定形も作られ得る.もう一つ例を加えておこう.0.肱泊.gen

「持ってくる」の過去分詞はgぬrachtであって，子供はここに見られる孤立的

な交替を排除しようとする.その際に現れるのは規則動調のパターンに従った

211 



*geb血.gtではなく，・泊genに終わる不規則動詞に広く見られるパターンに倣っ

たgebrungenである (sing'四「歌うjの過去分調gesung聞を参照1).不規則的な

形態は，音発達の特別な速さや，伝統の力といった，一連の背景から生み出さ

れて厚く積み重なっており，そのぬかるみを脱するのは容易なことではない.

10.9 比較言語学において，形態の類推に対する不信感は根深い.町，h/*mを含

む語尾と副詞・機能語G.bei，E. byとの関係については9.122以下に触れたが，

このように一部の語尾を独立した副詞的形態と比定するという【私の】提案が

かつて受け入れられるに至らなかったのも，この不信感の表れである.最近に

なってJ倒 1HaU句 (1982)はサンスクリットにおける不一致の(すなわち語基か

らある程度独立している)語尾要素を足掛かりに，自立要素から名調語尾を解

釈するという課題に改めて挑んだ.以下で扱うのはこの間題である.

名詞類

10.10 古代語であれ現代語であれ，印欧語では動詞と名調類(nominal)とが明

確に区別される.動詞は基本的に文(propωition)の核であり，これに文法的衛

星(銅総盟国g四m副caux)が付加されて，言い表されるプロセス(行為や状態)

の性質や，プロセスが行われる状況，伝留子為を行う人とプロセスとの関係が

明示される.Lat. Paulus bonus rパウルスは好人物であるJやRdomnovr(その)

建物は新しいJのような，いわゆる名詞文(propωitionnominale)に見られるよ

うに，名調類(名詞，代名詞，形容詞)が文の核として機能することもある.

ただい名詞類に付加される文法的衛星は，例えば複数のような意味内容を明

示化する限定である場合よりも，むしろ発言内の文脈との関係を示す指標であ

る場合が主である.フランス語のように極めて発達を遂げた言語にあっては，

これらの働きを示す持繰は形式的に独立した要素，すなわち前置詞だが，古代

の諸言語にあってはアマルガム化した突起物，すなわち格である.

10.11 名詞類に含まれるのは，実僻司(蜘酬のとも呼ばれる狭義の名調と，

名詞と同じく様々な存在(en雌)を指すが特定性を欠くft名詞，これらの存在の

1下記もこの型に従う:dingen r雇うj，曲伊1r突き進むj，gelingen r.成功するj，凶h伊1
f響く j，mislingen r失敗するj，也事nf:格闘するj，schlingen r巻きつける，飲み込むj，

sch叫ngenf:振るj，sp市1genr飛t瑚Bねるj，w由1genr絞るj，zwingen r強いるj.
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諸側面を明らかにする形観可である.他の語族と比べた場合，古代印欧語には

名調と形舗司に同じ文法的衛星を用いるという特徴がある.他方，他の語族で

は形観司と動調に同じ文法的衛星を用いることが多い.ラテン語で「白いjは

albusであって，これは名詞のdom泊usr主人Jと同じ「曲用」を持つが，多く

の言語は「白い(状態にある)Jという意味の動詞を用いるのである [10.85).

ラテン語にはこのような用法の名残が見られ， albusの他にalbetr (それは)白

いj という動調も用いられた.この種の形態の痕跡はフランス語にも残ってい

る.~副oyer (特に現産分調 v剖 oyantの形で用いられる)のような・oyerに終

わる動詞である.だが，現在ではv剖 oyerが状態を表していると理解されるこ

とは少なく， r緑だ」の意味ではなく， VI剖 irと同じく「緑になる」の意味だと

感じられるようになっている.今でもこの動詞が用いられるのは，話の流れが

わかればこと足りる昔話の中に限られるが，それはこのような事情からである.

10.12 名調類の文法的地位に関して言うと，長い間にわたって再建作業の目標

は基本的に初源的名詞曲用の再構成であった.つまり形態(これは語基とそこ

に融合した様々な格【語尾】との複合形に対応する)の再構成である.印欧諸

言語に見られる語尾がどんな価値を持っていたのかは考慮せずに，サンスクリ

ットのような非常に「豊かな』体系に刺激されて，文証される諸形態のうちど

れが初源的な枠の中にあったのかが研究されていた.言い換えれば，ラテン語

とギリシア語の諸形態を分類するために構築された体系をモデルに，堅牢な体

系があったと考えられており，種々雑多な形態(【語基と語尾が】分離すること

もある)がひしめき合うような言語状態など，考慮されなかったのである.

10.13 再建は動的な視点から行われるべきである.すなわち再建に際しては発

達の全体的な筋道を踏まえねばならない.このような確信が得られたとたんに，

従来の枠組みを受け入れることはできなくなる.文証される形態から出発して，

同時代の他の形態との比較対照から，問題の発達段階でのそれらの形態を評価

し，古い同ーの形態に起因すると思われる諸形態を比較して，形の分岐がどの

ような条件下で生じたのかを解明せねばならない.

裸語基を探す

10.14 最初の課題は，文証のある諸言語の中から裸語基(radiωlnu)，すなわち

格語尾や文法的限定が融合した痕跡を持たない語基を見つけることである.こ

213 



のような形態は珍しいわけではないが，既に述べたように古典諸言語の中には

ほとんどなく，文法的要素と融合した複合形態のやや周辺的な異形態(例:Lat. 

anima1 i生き物，動物J)に見られるのみである.このような形態にはその文中

での働きを示す部分がない.だが，これは文法的意味をまったく含まない記号

素のanima1としてではなく，未分化の主語と目的語の格として扱われる.つま

り属格祖国剖is，与格m泊叫i，複数主・対格anin岨ia等の曲用全体の働きの中で

把握されるのである.もっとも，このような把握のしかたは古代語に限られる

わけではなく，現代の事実を我々がどう受け取るかにも影響を及ぼす.例えば

学校教育を経験したフランス人なら， loupを対応する概念と等価とみなすこと

はせず，この[狼という】概念と単数の概念とが結びついたものと考える.

10. 15 もっとも頻繁に見られる裸語基は，明らかに anima1に類する諸形態，

すなわち，-e/cトに終わるもの以外の中性名調である.その語基は上記のLat.組泊la1

や回puti頭」のように子音に終わる場合や， pecu i小型の家畜j のように-u

に終わる場合， mare i海J(く*m出)のように・iに終わる場合がある.中性名調

は，主語と目的語の形態を区別しない名詞と定義するのがもっともよい.印欧

語の話者がどうしてこのような名請を持つに至ったのか，疑問に思うのも当然

だが，この問題はもう少し先で詳述する [10.150ff.l. 

10.16裸語基はいわゆる呼格付回a的，つまり呼びかけの形に現れることがあ

る.実際，呼格は主語の形態たる主格とは別個の形態であり，また古い形態に

相当すると考えられるが，もっぱらe/oに終わる名調の場合に生じる.例えば

Lat. dominus i主人」の呼格はd四nineであるが，これはdom・「家Jに二つの接

尾辞-e/on+e/oを加えて作られた派生語の裸形態である.呼格は古い時代には

広く文証され，今でもチェコ語に用いられていて，名がRom組という人はRomane!

と呼びかけられる.男性名詞の主語【=主格】と目的語【=対格】の語尾が無

音となったため，当然ながらチェコ語の呼格はもはや裸形態とは言えない.実

は，ラテン語の場合にも呼格はもう裸形態ではなかった.domin凶の語尾に影

響されない部分はdomin-であったからである.もともと非常に古くはホdom-en・o・

が不変化部分であって，ここに格語尾が加えられていた.

10.17 呼格は，語基の末尾の母音を短縮した形態に起因する場合もある.例え

ば4に終わる名調の呼格は-aに終わる.-aはスラブ語で・oに対応するため，

このような形態は例えばCz.Zeno i妻よ!Jに見られる.
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10. 18 裸語基が合成語の第一要素に見える場合もある.Gk. demo岡由「民主

政Jのdemo・やLat.噌i∞la1農夫」のagri・(<*agrか「畑J; cf. Gk. agronomos 1農

地監督官J)はその例である.この点から次のような想定が可能となる.後の呼

称で言う「属格」的な関係，つまり現代フランス語では名詞聞の前置調deで表

される関係は，もともと二つの語をただ並置することで表現されていたと考え

られる.恐らく核の前に限定要素が置かれた古仏語にもこれと似た表現方法

があったが，限定要素は後置された.その名残はHotel・Dieu1市立病院J(原義:

神の館)の他， rue Gamb巴陶「ガンベッタ(の)通りJ，avenue Sadi-Camot 1サデ

ィー・カルノー(の)大通りJ等にふんだんに見られる.

10. 19 特に興味深いのが一連の代名調に見られる裸形態である:例)人称代名

調ω，指示代名詞*80(> Gk. ho (定冠詞)).詳しくは後述【10.35ff.， 10. 73丘1
10.20 今日では，特定の統語論的役割を担う場合，このような裸形態を「絶対

格J(ab801utif)と呼んでいる.ただし，文証される印欧諸語において，このよう

な形態が -8に終わる形態(後述[10.21. 10. 27ff.])と同様に「主格Jと解釈される

場合は除外される.すなわち，絶対格と呼ばれるのは，これらが・sに終わる形

態と統語的に混同される以前の言語状態の場合に限る.非常に早期の段階にお

いて，あらゆる名調は以下の場合に絶対格に立ったと考えられる.つまり，呼

びかけの場合(呼格)【10.16)，命名の場合(本来の主格nominatif【=名前の格])，

属格的意味の場合 [10.18)，及び自動調的プロセスの唯一の項(1主語J)と他動

詞的プロセスの行為の受け手(1目的語J)を表す場合(後述【10.101ff.】)である.

奪格と向格

10.21 あるプロセスに伴う項が能動的役割を演じることを明示するために*岱

と再建される助調が用いられた融1 初頭には「喉音JH1があったかもしれな

い.初期の段階ではこの *e8の使用は任意であったと考えるのが妥当である.

つまり， 1人J+ 1虎J+ 1殺Jのような文ではどちらがどちらを殺すのかはっ

きりしないが，このように動作主(agent)と受動主(patient)の判定が困難な場合

にのみこの助調が用いられたと考えられる.実際，この助詞が表したのは I~

臨 l ここに記す説をはじめて公にしたのはMartinet(1956: 304・312)においてである.同文
はM組inet(1975: 95・105【;143・145])に再掲されている.
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からJ(a Pぽtirde)とし、う離脱の意味であって，行為は動作主から生じる.また

起点や起源が表されることもあり，前者からは後に「奪格J(ablatif)が，後者か

らは属格が生まれた.本来この要素はE.企OIDの意味であったと思われる.

10.22 この助詞と対立していたのが*ey(あるいはキ刊の?)と再建される助詞

である.これは，いわばE.toのように，接近，つまり名指された存在に向けて

の移動を意味した (ilva a Paris r彼はパリι行く」の<<ID>に当たるが， il est a Paris 

「彼はパリιいるJのaではなし、).名指された存在が生き物の場合には， *ey 

は<<donnぽ aqueiqu'Us)> r ""ι与えるJ【のa)のように帰属の意味となった-

のように，向格(allatif)と与格(伽起のという二つの意味が表された.

所格

10.23 いわゆる単純な所格(1∞組。，すなわち E.atによって示されるような，

プロセスが生じる場所は，普通，場所の名を言うだけ【=裸形態】で表された

と思われる.これは今日のフランス語でもjeI'ai ren∞n凶 placede l'句的「オペ

ラ座広場(で)あの人lこ会ったjのような発話に行われることである2 あるい

はキ阻(>F. en)もすでに使われていたかもしれない.ただし，これは地点という

よりも因われた場所(内部)を表す(cf.le sport en chambre rインドアスポーツJ). 

他方，移動の目的地を表す表現が，存在位置を表すようになるのは普通のこ

とである.類似の現象はフランス語にも3，また本来的に(ラテン語でも同様)

向格的な意味を表した九dが， E. atにおいて移動を示さない厳密に所格的な意

味に転じたことにも見られる.同じような傾向が傘eyの場合にも極めて早期の

段階から生じていたと考えられる.

10.24 上記二つの助調*esと*eyの意味は「・ー→」及び「ー→・」のように

図示できょう.母音がアクセント下でのみ保持された時代にあっては，これら

はそれぞれ持つ意味によって異なる扱いを受けた.普通，助詞は名調の後に置

かれてそのはたらきが明示化されたが，これらの助調がアクセント的に名調と

ひとまとまりを成した場合には，この場合の規範に従って，アクセントはこれ

らの助調の部分に置かれて母音が保持されたため， -es，・eyとなった.先行する

?規範的にはjel'ai rencon民間lapl抑制'Opera.Cf. 10. 53. 
3 次例にも似てα..atad>)晶が移動の方向にも存樹立置にも用b、られるに至っている.
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名詞のアクセント枠を外れた場合には，助詞は母音を失い，それぞれー&・iとな

って，最終的に先行名詞に躍参着した.

10.25 アクセントを持つ・esに終わる形態は，最終的に名調の補語，すなわち

属格としての地位を獲得する.この形態では，-esの部分に語アクセントがある

ため，語基末尾の【音節の1母音が規則的に脱落する.例えばキped_r足Jの場

合だと，属格に期待されるのは傘'pdesであって，これを支持する痕跡もないこ

とはないのだが4，類推によって語基の母音を復活させることが広まって，結果

的にpedes(> Lat.阿同が生じた.空間的な意味の場合，すなわち奪格の場合に

も，完全母音を有する4 という形態が用いられ，これに伴って語基末尾【音

節】の母音は脱落し，後に復活している.

10.26 *-eyに終わる形態はかなり多くの言語において与格となった.この場

合にも期待されるのはヤdeyだが，上の場合と同じく語基の母音が類推によっ

て一般に復活した.だが，与格に・eyではなく，語尾にアクセントのない4と

いう形態が現れるのもめずらしいことではない.Gk.podisはその一例である.

主格の・8の運命

10.27 助詞のsは最終的に【語尾の]-sとなって語基に腰着し，プロセスの動

作主，すなわち能格(回伊tif)の一般的指標となった.

語基が母音e/oで終わる場合，文証される最古の諸言語においてこの sは一

般に保持されている.ただし，このsの付いた形は主格としての地位を得た.

これは統語関係の枠外(hors骨 n臨 e)で把握される形態である.Gk. -os， Lat・凶，

Skr.剖に終わるあらゆる語はこうして得られる.

-eu-， -ei・に終わる語基の場合も同様である.例えば*H3ewei・「羊」は-sの前

で第二音節の母音を失い， *H3側 4・s(>Lat. 0凶s)が得られる.

語基が閉鎖音に終わる場合には， -sを排除する変化が繰り返し生じたと思わ

れる.少なくとも，例えば4に語末のsが続き，これにさらにs・にはじまる語

4 *pd・>bd.・の例:Skr.l脚圃.bd-a・f騒音j(←足音)， Av. upa-bd-a.・「麓J，fra-bd-a-r司足j，a-b白・
「立ち入り禁止j，Gk.lim・停-a，brl品<<f宴会の翌日j(←足で立つ).Cf.鑑 10mae(1捌 :

390， 986; 1906: 106)，高津 (195企65，1斜)， Ma凶白色r(1956-78: !， 105)， Pokorny(1959: 7'均，
K町'lov叫cz(1968: 211)， Frisk (1973: 536)， [:制即emt，lt3e-ss組 08(1984: 154f.)，出.
5 この形は語基，語尾ともに本来的に無アクセントの場合の弱階梯が組み合わされた改新
形である.語根部分の母音。と単数主格初旬についてはそれぞれ9.22.9.24を参照.
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が続くような音声環境では・.tss-は・ts・になる.ただし，後代の類推によってこ

の唱が復活し，最終的に -sとなることも多い.例えばLat.n温itemr兵士j (対

格)には基底の-t・が見えるが，主格はこの-sの段階を示す凶lesである.

10.28 このsの運命が特に問題となるのは，基底が持続的な子音，すなわち流

音，鼻音あるいは「喉音Jに終わっていた場合である.このsが動作主の格【=

能格】という，統語的に確固とした機能を表示していた時代には，音発達によ

って脱落したとしても，もちろん語基末が持続音の場合でも，極めて規則的に

sが復活したはずである.だが， -sに終わる格が「主格j，つまり統語関係の枠

外で使用される形態に転じた後では，これが裸語基と同形になっても特に抵抗

感はなくなり，-sを復活させる傾向が薄れた.このようにしてGk.pa倫;Lat. pa町，

Go白.白必zのような-sを欠き -dこ終わる形が得られることになった.

これに対応する Skr.pitaは・rを欠くが，これは語末の・rを排除するという一

般的な推移の名残とも考えられる.その遠因は-nから -rへの推移(9.117:ff.)か

らの圧力かもしれない.もしこの想定が当たっているとすれば，サンスクリッ

ト以外に現れる -rは，他の格からの類推によって復活したことになろう.この

ような・rの消失は母音の延長と連関していると思われ，この場合を含めて語基

が子音に終わるとき，この延長によって主格が表示されている.

sがrに転じる現象はラテン語(【主格)gl叩凶「種jに対して[属格)*g回 es-es

>gen闘のやゲルマン語(複数形E.-s (出e-s)に対して Scand.-r (Dan.回 :-er))にも

見られるように頻繁に生じており，この点からして両音素の調音は明らかに類

似していたと思われる.語末の-r-sは-rに非常に転じやすいにの場合の rは

当時の sと同じく舌尖を持ち上げて調音されたはずである6).この-rを次世代

が通常のーrと混同したのである.

10.29 語基が・lに終わる場合の発達を例示するには「塩Jを表す語が適当で

ある.Gk. hal-s Iこは-sと正常な母音とが生じており， Lat.剥は・sを失い，母音

が代償的に延長されている.

10.30 語基が-sに終わる場合には，主格末尾の-s-sは規則的に-sに縮減し，

先行母音が延長された.例えばGk.eumenes r親切なj (中性形)は裸語基に一

致するが，対応の男性・女性形は*eum四時Sより eum四色となっている.

6 それぞれ歯茎接近音のド]と舌尖的 s([~) であろうか.
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10.31 鼻音に終わる語基に付加された-sがどのような変遷を経たのかを見る

には，ギリシア語とサンスクリットの「大地」を表す形態を比較するのがいい

だろう.ギリシア語の主格は-sを欠き長母音を有する抽出血，対して属格は

抽出on・osである.サンスクリットの主格は・sと長母音を有し，鼻音を失った

~ãs だが，それに対して所格h釦温と属格jmas7 には鼻音-mーが現れる.この語

は使用頻度がとても高く，音発達によって規則的に得られた様々な形態を子供

たちは相当に幼いうちに習得したため，サンスクリットでは類推がほとんど働

いていない.9.104で触れたように初頭子音の扱いは難問だが，この点に目を

つぶれば，・om-に終わる語基が想定される.主格の・om-sは・on-sへと，さらに

は鼻母音を含む品へと転じることもありうる.ここから非鼻音化[と長音化]

を経てサンスクリットの形態が得られると考えられる. [ギリシア語の場合1-on-s

を基礎に，類推によって nが他の格形へ広まったとすれば，属格の抽出on・os

が得られる.後に四os>-osとし、う過程を経て，主格は長母音を持つに至ったが，

類推によってここに再度-n-が加えられたため，・onsとなり，さらに・onに単純

化した.他方，ラテン語の同源語humusf大地Jとhomof人間J(つまり，神

に対して「地上の存在J)にはすべての形態で-m・が現れている8

10.32 もっとも複雑なのは「喉音」に終わる語基の場合である.すでに述べた

ように，これらの音の少なくとも一部分は主格のsの前で硬化して・kーとなった

と考えられる [9.訂正1.だが，当然ながら，類推によって-k-の形態ばかりが

勝ち残り，他の格に生じる形態は一掃されてしまうわけではない.例えば-H2

に終わる語基からは，品 (Gk.neanias f若者J)，・広s(Lat. senex f老いた(人)J

く*s叩 ak-s)，あるいは類推形・紘s(Lat. au侮xf勇敢なJ)のような主格が得られ

る.とはいえ，キーeH2・sとし、う連続は他の格形からの類推によっていつで、も復活

が可能で、あり，この連続が通常・asになった時代，あるいは持続音防の後で-s

が脱落して唱になった時代もあったと考えられる.-as (あるいは-esく晶)は

ギリシア語に，-aはLat.agricola f農夫J【10.181やR.VI田 vodaf軍司令官J[9目 741

7著者の想定する事計(>Skr. 4 Gk. 'Xs)がゼロ階梯で子音が後続すると *t(> Skr.j)に縮減
したらしい(9.104).別形均nasが強語幹lcyun-からの類推による改菊所手なことは明白だが，
Mo凶er-WilJiams (32のはこれを古形と誤認する さらなる別形gmasはjm舗と均masの混
交形であろう.つまりjmasのjの調音点をkのそれに取り替えた過剰矯正形と解される.
8 Lat.homusは+を加えて語根保全を図った*t'om-o-sに，homo，属格hominisは-e/on-を
加えた*gdhom唱 n-sと*t'om喧n唱sに由来するため，母音聞に位置した司m・は保持される.
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等の男性名調に生じている.

10.33 女性名調の場合はこれとまったく別である.女性の場合には自然性の接

尾辞と文法性の指標とを区別する必要がある.

10.34 9.76以下に述べたように，自然性としての女性を表す伝統的な接尾辞

は-ye/oH2・，あるいは母音度ゼロの場合には・田2・と再建できる.後者は【主格

の1・sの前で・ik・に，あるいは類推によって -ik-，-ISあるいは与に遣すると考え

られ，上に述べた男性名詞の場合との並行性が見られる.つまり，この場合の

H2は，上で述べたsenex，au侮x，噌t∞Ia，voevodaあるいはne加iasの-a[<*・eHrsl

に反映が見られるH2と同ーと考えられる.

指示代名詞

10.35 他方，文法的女性の指標にも H2が再建されるが，その起源はまったく

異なる.これは女性を示すべく指示代名調(d的 ons国的に腰着した要素だと考

えられる.ここで，様々な問題を生じるこの指示代名調について少し考えてみ

たい.どうやらこれは本来的にいわゆる対象指示語(deictique)で、あった.すな

わちほぽ指で差し示すしぐさと同じ意味を持っていたと考えられる.このしぐ

さが指ではなく舌で行われれば，使われるのは舌先に違いない.結果的に得ら

れる音は舌尖音の凹であり，これに [a]や前舌母音が続く.各地においてこの

ような自然な指示語は子供が使い出すものと思われるが，大人はこれをその言

語にもとからある語のなまりと解釈する.例えばF.tiens! [tenir r持つJ).It.必i

[dare r与える」】やtogli【toglierer取り去るJ).E.血ere，G. da rそこに」等が

これに当たる.また，農婦はta，ta，旬!と言いながら鶏に餌を与える.

10.36 このような自然に発された音は，上の農婦の場合のように繰り返される

ことも多く，ここから印欧語の対象指示語が生まれたことは確かだと思う.し

たがって，予想されるのは句匂，あるいは母音が変化すれば*teteや*ωtoであ

る.後にアクセントが導入されて，消失しても問題を生じない母音が脱落する

ことになったが，その折にF.ca! rそれJの意味ではアクセントは第一音節に置

かれたらしい.したがって率的toから *totとなる.付言すれば，このような非

語末アクセントは中性名調に特徴的である.他方，人を表す場合にはアクセン

トは末尾に置かれるため， *ω，t6，さらに無アクセンド母音が脱落して町oと

なる.さて，すでに述べたように，音発達の過程で，あるいは派生によって，

220 



二つのtが接合すれば，これらは弱まってs・となる【9.106).こうして多くの

言語に文証される *totと、。という二つの形態が導かれ，例えばゴート語の指

示代名詞b磁(a)【中性】と 5a(男性】，ギリシア語の定冠調to【中性】と ho(男

性】等に現れる.英語とドイツ語の冠調と指示代名調也e，der， die，必5，血at，血559

もこれらの形態に糊るが，類推によって戸が拡大されるに至っている10 古代

ロシア語にもこれと同種の現象が生じており，類推によって *50が*toに置き

換えられた11 男性形のRtotは重複形の伯尚に由来する.

10.37 本来的に，この指示代名詞は完全に「統語関係の枠外の形態Jであり，

したがって不変化であった.後代になって，この語は他の用法にも広がり，格

語尾が加えられるようになったが，その際に用いられたのは*ω を基礎とする

形態であった.例えばギリシア語の冠調[男性]の主格はho(く 50)だが，対格

はton，属格はtou，与格はtoiである.

10.38 この対象指示語には複数形が作られることになったが，それは名詞の複

数形の場合と同時ではない.問題の複数形字削は， *toに「今ここにJ(Lat.恒cet

nunc)桐生していることを示す助調i(10.138)が加わって構成されたとみなし

得る.通例この助調は積極的な現在形の指標として広く見られるが，ギリシア

語ではまた指示代名調の強意にも用いられる.例えばhou伽 -iは仲ci悼の部分を

強調した((印lui・ci>>‘もisone here"の意味である.つまり，強調された形態が複

数に感じられたと考えられる.

文法的女性

10.39 【対象指示語由来の指示代名詞に】 *ω，*to，字削という三つの形態があ

り，それぞれ生きている存在，生きていない存在， r複数jの状況という異なる

状態を表したわけだが，ここからさらに婦人及び雌を示す第四の対象指示語が

生み出されることになった.そのために用いられたのは見であり，当然生き物

を示す*50に付加された.これは，GkgmE「婦人J(cf. F. gyn氏。logier婦人科J)， 

9 G.必ss(制)は接繍司.

10 *50の残浮はOEse (m.)， seo (王)や人称代名詞に転じたG.sie(仁pl.)等に見える.
11話者の近くを指示する場合にはIE*koや*k-i-(cf. Lat cis“'on this side"， OE he， his， him; hire; 
her， E. he， his， him; her; here)が用いられた.これらはサタム語において歯擦音化を経る (e.g.
OCSSb‘'this"， R. ceii (< *吋b)，Li由.sIのため*犯と衝突する.これがスラブ語において指示
代名詞*soが失われ*句tからの与に置き換えられた原因と考えられる.
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R Zena r妻j，00血.qino r婦人j，E. quean rあばずれj (古語)， OIr.加112r婦

人」のような，婦人を表す語基の末尾に見られる -H2ではないかと思う.ちな

みに，長母音，並びに異なる曲用を用し、た場合には00仕1.q加「妻」やE.queen

Iく *gWen_i_】が得られる.この語基は*gWOneH2と再建されるが，これと韻を踏
まくらことほ

む女性の指示代名調*seH2はその枕調と感じられたかもしれない.

10.40 、。及びその女性形*seH2が長い間にわたって統語関係、の枠外の形態で

あった点，つまり，その前か後ろに位置するまとまった発言とは切り離された

一種のしく。さであった点はとても重要である.これらの形態は極めて使用頻度

が高く，そのため類推に屈することなく，何世紀にもわたって主格の喝を加え

られずに裸形態のままで維持されたと考えられる.*seH2の・H2と女性名詞の・H2

が同一であるという意識は根強かった.長Lに終わる女性名調.及びその発達

形-aに主格の-sが加えられるのを阻止し続けたのはこの要因である.他方，同

形の男性名詞にはこの語尾が加えられる可能性が常にあった.

10.41 *soと*seH2との区別が行われていたからといって，文法的にも男性と

女性とが区別されていたわけではない.これは，フランス語でcarそれ」とcelui-la

「あちらの男性の人・ものj とが区別されるからといって，中性とし、う文法性

があるわけではないのと同様である.文法性が誕生するのは，一致(aωord)， 

すなわち余剰性(redon伽nω)が出現してからである.

英語にはもはや文1封全はない.なぜなら，【自然性が女性の】人聞を指す際，

さらには機関車，船舶，自動車の類の交通手段を指す際に， heやitではなく she

が用いられるが，その場合には【話題になっているのは女性，あるいは乗り物

だという】情報が伝えられているからである.これは「一致Jではない.フラ

ンス語でも， ledocte皿.elleと言う場合に閉じことが当てはまる.この場合， elle 

と聞いてその医者が女性だとわかることになる(これを聞くまでは知らなかっ

た事実).だがelleがchaiserいす」を指すことが明らかな文脈において lachaise...

elleと聞いた場合には， ilではなく elleを用いたことによって加わった'情報はゼ

ロである.chaiseが文法的に女性であることは一致に，すなわち定冠詞の laや

形容詞の戸6民「小さし、」やgrander大きし、Jに現れるが，これが経験の伝達に

寄与する点は絶無である.あらゆる[フランス語の]話者が了解しているよう

12新正書法ではb伺 nfblan/.ホgW>bについては5.81参照.
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に，c.加国に呼応してhとか戸帥とかgrandeを用いねばならないからである.

印欧語で女性という文法性が生じたのは，本来もっぱら代名調的であった

*seH2が形舗司的な用法に転じたときである.つまり，*gWO凶 t.....鈎同「婦

人が......その人杭.Jの場合には女性の*seH2が用いられでも，指利ミ名詞が名

詞を修飾している場合，例えば「その婦人Jはもともと *sogWOneH2• のように

*soの「一致」を伴わずに表現されていた.この段階では余君事H全は何ら見られ

ず，したがって女性という文法性は存在していないことになる.だが，この状

態はむしばまれてゆき，代名調的用法に倣って*seH2gWoneH2• という言い方が

登場した.段々に，個々の名詞に対応する指示形容調として*鉛とキ誠込のど

ちらかを選ばねばならなくなり，ついには個々の名調についてそのどちらかを

用いることが義務となった.

10.42 f-協調が形観司として用いられると一致が生じ得る.英語の指示代名調

のケースはこの過程を示す好例である.周知のように英語では複数を表示する

のは名詞だけであって，定語の場合でも述語の場合でも，形舗司はこれに関わ

らない.例えば f気立てのいい女の子Jはa凶閃girl，その複数は凶cegirls， rそ
の女の子は気立てがいし、Jはthegir凶凶民その複数はthegirls are niceという

ふえん

ように，凶ωには複数の表示がまったくない.これを敷祈すると也isgirl rこの

女の子」と也atgirl rあの女の子」の複数形にはそれぞれ市出直前hと地atgirls 

が期待されてしまうが，実際には血hと血atの複数形たる也E温E及び血.oseを用

いて曲師 girls，those girlsと表現される.形容司は一致を行わないという「法

興Uの例外は，有り難いことに，これだけである.

10.43 印欧語において，婦人を指す際に-H2を付加する習慣が【*soの】他の

指示f協調にも広まったと考えられる.ただし形態上の制限はある [10.45).

ひとたび一致が*s嗣3に定着すると，これら他の指示代名調にも一致が及んだ

はずである.非女性的存在に対する・oと女性的存在に対する -eH2の交替はす

ぐに他の代名詞にも広まり，この交替のおかげで「その人Jが男か女かという

有意義な情報が伝達された.続いて，上の場合と同じく，この交替はいわゆる

形容詞的に用いられる代名詞にも，そしてついには・oに終わる形舗司【10.102)

にも及ぶことになった.これはキnewcト「新参男J>相側面2r新参女Jのよう

な名詞的な用法からはじまったと思われるが，後には述語的用法や定語的用法

の場合にも一般化された.
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10.44 こうして・oに終わるすべての形続司あるし、は形閥的な語が・eH2に終

わる女性形を備えるに至ると，すべての名詞についてこれら二つの形態のうち

のどちらを使うべきかという問題が生じた.*snuscト「嫁Jを例に取ろう.形態

を基準にしてキ鈎釦凶oや田wcト釦凶かと言うべきか.あるいは情報を含む形態

を用いた*snuso-......seH2や *snuso-……neweH2に倣ド，-H2を用いて*seH2snusか

とか*neweH2snusoと言うべきなのか.実際に現れたのは後者であった.

10.45 女性と男性との区別が定着した諸言語を比較すると，・oに終わる形容

詞のみがこの交替を行った状態が見えてくる.言い換えれば，・i，-u及び子音に

終わる語基は一致に関わらなかった.例えばLat.grandis r大きい」は男性名詞

に関係するときも女性名詞に関係するときも同じ形であった.F. bon-もonneに

倣ってgran寸 哲加deという交替が生まれたのはフランス語の歴史の中でのこと

である.だが， grand m舵「祖母jやgrandrue r大通りJといった固定表現に

はかつて一致が行われなかった状態の名残が見られる.

10.46 さて，ーoに終わる形容調は非常に数が多く，し、かなる名調とも結合が

可能なため，名詞各々について形容調の形は・oなのか・H2なのか，すなわち文

法的に男性なのか女性なのかを選択する必要があった.この選択は名調の形態

を基準に行われる場合もあれば，その意味を基準に行われる場合もあったと考

えられる.例えば，すでに触れたように，r言語Jを表す語 [8.16:1f.】は，語基

が・eH2に終わるときには女性であり(ラテン語とゲルマン語)， -e-が脱落した

ー叶込を基礎とした場合は男性である(バルト語とスラプ語).一方，女性的存

在を意味する *snuscト「嫁Jは「女性」の一致を行い，すなわち「文法性女性」

を選んだ.同様に，古くは木の名称も文法的に女性に属した.その理由は，実

を結ぶ女性的な存在と受け取られたからに相違ない.例えばLat.fic拙「イチジ

クJは， -0-に終わる古い語基を有するにもかかわらず，女性的な一致を行う.

つまり文法的にれっきとした女性である.

10.47 長期にわたり，この・eH2あるいはその発達形4は文法性の指標として

のみ用いられた.すなわちこれが付加されたのは代名詞と形容調だけであった.

無論-eH2に終わる語基を持つ名調もあり，自然性男性の存在を表す場合を除い

て，これらは確かに文法的に女性に扱われることが多かった.だが-eH2は雌の

名を構成する派生接尾辞ではなかった.現にラテン語では長期にわたって雄狼

はlupusreminaと，雌の子羊は噌1凶露m血aと呼ばれた.上記【9.76けのよう
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に，自然性女性を表すのは別の接尾辞丸yeH2‘であり，これは多くの場合にキあ

るいは品の形状を取る【9.67ff.).【自然性男性の】伊∞laやvoev油 [10.32)

のようなやや特殊な語に同音の接尾辞が用いられていた【9.74)ため，-a(<・eH2.)

を自然性女性を示す名調接尾辞に用いることは長い間阻止されていたと思われ

る.この同音衝突は古来より存在していたのかもしれないし，あるいは，今で

は同じく唱H2.(>・a)と表記されても，もともと別の「喉音J(例えば/'Xf"'"忽1)

を含んでいたのかもしれないが，この点に関する確言は困難である.

10.48 女性の指示代名調の区別が非統語的(お戸飽xique)用法からはじまったた

め，結果として主格の・sの拡大が類推によって-aに終わる女性名詞に及ぶのは

完全に阻止された.主格の-sの添加という現象が生じたと思われる時点では，

流音，鼻音あるいは「喉音Jに終わる語基はもちろん多数あった.このような

語基の場合には音発達によって主格の-sは失われるはずだが，新たな世代で規

則的にであれ散発的にであれ類推によって-sの復活が生じることもある.また，

一部の喉音は・sの前で・k-に硬化し，結果的に-sが保たれることになった場合

もあるが， -sは「喉音Jにいわば飲み込まれてしまったと考えられる場合が大

多数を占める.-eH2 (あるいはすでに4の段階にあったかもしれない)に終わ

る主格は，主塗曲主盤の-eH2が出現する以前から存在していたことは確実であ

る.だが，-eH2に終わる男性名詞は主格の指標としての・sを何れの時点におい

ても類推によって復活できたのに対し，女性名詞では本来的な非統語的用法が

尾を引いていて，-sの添加はまったく生じなかった.

10.49 一方-0に終わる名詞の主格は元来・sに終わっていた.言語発達の過程

でその曲用が指示代名調の曲用に始終影響を受けていたのは確かだが，非統語

的な鈎の圧力でこの-sが排除されることはなかった.

属格

10.50 すぐ上で触れたように，主格の場合には・sとその前の子音との組み合

わせから数々の問題が発生する.だが，助詞esを用いて作られる属格の場合に

はこの種の問題はほとんど生じない.ただし，以下のような現象は起きる.

語基の裸形態で最終音節以外にアクセントがある場合，これに属格のesを加

えると大概の場合にアクセントはesではなく語基の最終音節に置かれる.例え

ば，火を表す語の一つは咽l~酔i・と再建されるが，そのアクセントは第一音節
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にある日.この裸語基に喝を加えれば造作なく主格が得られる:Skr.噌 ri-s，Lat. 

i伊I-s.属格ではアクセントが第二音節に置かれて *H1gnei・sとなるが，初頭の

母音が類推で復活すれば*H1egnei-s>Skr.噌 lesとなる.ここではおの母音が脱

落している.他方，例えば*H3ewi>Skr. a:吋「羊Jの属格*H3側 yes>a'ηasのケ

ースではesの母音が主樹守されており，かつてアクセントがここにあったことが

窺える.かつてのアクセント位置を窺わせる痕跡はこれ以外にも広く残る.

10.51 さて，色々な事情から，属格の形と主格の形とが混乱しかねない場合も

ある.語基が母音に終わる場合がこれに当たるらしい.例えば「狼Jの主格は

*wlkWe-sと再建できるが，属格では語基の母音が脱落するため *wlkW-esが期待

される.当時はまだ無アクセント母音が消失する時代であった.アクセントが

弱まり，屈折や派生によって2母音が接合して長母音が生じることになるのは

後代のことである.その結果，主格も属格も同一の形態*wlkWおとなってしま

う.ヒッタイト語はこのような状況にあったらしく ，ata-s は主格の「父はj と

属格の「父のJの両方に相当している.だが，両者には書記法に現れていない

差違があった可能'1主もある.

4 に終わる形態が主格となって，その使用頻度が増せば，引に終わる属格と

の区別を明確にする必要性が高まることは間違いない.このため，伝統的印欧

諸語が個々にこの問題の対処法を見出す結果となっている.

もっとも頻繁に見られるのは指示代名調の属格を転用する方法である.例え

ばゲ、/レマン語の主格Go血.偽名S“'day，，14の・5は-es(あるいは・os]からの規則的

な発達であるが，属格の伽gisでは指示代名詞属格の悼の末尾部分が転用され

ている.明らかに後者は作es-に形容詞的な-0を加えたキ随oに由来する.

この方法はサンスクリットにも用いられており，主格dev，・a-sr神Jに対して，

属格は常化iw・邸・に形容詞的な*ヴoを加えて作られた dev-俗 -yaである.ギリシ

ア語には・oと-yoとのゆれがあり，そのため主格のhlppo-sr馬Jに対する属格

13火を表す諸には他に*融[-(pokomy， Wa似同，及び*pewor-σ'okomy)，*pur-(Watkinsl)ある
いは*問可仰組めのように再建される語があったらしいが，相互の差異については不
詳.例えばE.街e，G. Feuerはその後者に.R. oro}也は事H1egni・に由来する.
140N也gr，OE dag， OHG旬k等よりGmc.事也伊Zが得られるが，その起源は不明.一般には
Skr.泊ar/n・"Av. azan-'池y"を重んじてEホarf-(< *H:zei'-)“ぬy"を想定するが.Gmc.句"が
説明されない.lli*dher-吋:0burn， warm" (ON d巴gr，OEdogor“da凶me")との混交や，指示
代名詞の付着した町:odH:zei' -> *to dhai'-より導く説等がある(MaIlory&A必ms1997: 149). 

226 



にhippoio(< *hippos-yo)及びhippou(<事hippos-o)の2形がある15

スラブ語は・oに終わる語基に起点を表す副詞*00(cf. R ot i ~からJ) を加

えることで新たな奪格を作り出し，これを用いることで問題を解決した.例え

ばOCSrabui奴隷J(< *orbo・s)の属格はraba(< *orbod < orbo・00)である.

ラテン語とケルト語はまったく別の形態を利用した.子音に終わる語基から

形容調を派生する接尾辞*刊H2晶〉丸田子〉・T[9. 76ff.]を転用したのである.

こうしてラテン語では主格のdorninu-si主人Jに対して属格はdornin-i，古アイ

ルランド語で*w甘かsより主格はferi男J，*w註・Tより属格は白rとなっている16

10.52 属格と奪格とはどちらも起点を表し，両者は長い間区別されなかった.

上にスラブ語の例で角批したように，属格が不明瞭な場合，必要とあれば奪格が

代用となることもある.サンスクリットにはdevati神からjのような・at(く九か00)

を有する奪格があり，属格の devasyaと異なるが，これは至極当然である.つ

まり後者の末尾には形容調的な要素 1・y・と・o】が加えられており，これは意味

的に奪格にそぐわない.だが，語基が子音に終わる場合にはもともとの同じ形

が使われている.例えば， vak(くキwδkW‘)i声」から規則的に作られる奪格と属

格はともにvacas(< *wδkW-es‘)である.

与格と所格

10.53 主格と属格・奪格の区別が維持され，場合によってこれらがはっきりと

区別されるようになると，かつて向格はアクセントのないeyで，与格はアクセ

ントのある eyで表されていたのだが，このままでは向格と与格の対立が不明瞭

になってきた.まずa指摘すべきなのは次の点である.-mに終わる新たな向格が

出現し，これはその後多用されるようになるが，この形態の圧力によって， ey> 

九iによって特徴付けられた[かつての】向格は，多くの類似の形態と同様の道

を辿って，上にも記したように，向かう場所ではなく存在する場所を表す所格

へと転じた.もともと所格は裸語基と同じ形であり，フランス語で、言えばsurla

Place de l'句的「オペラ座広場で」の意味はPlacede l'句白のように表現され

15後者が一般的で，前者はミュケーナイ・ギリシア語，ホメーロスとテッサリア方言に残
る古形.高津(1960:62)， Meier-B泊19ger(1992: 64ff.)は両者とも町ipposyoの発達形と見る.
16通常ffi*i>Ir.eだが，属格では語尾i(後に消失)によるウムラウトでIr.iが生じている.
Cf. Lewis-Pedersen (1937: 104f.， 165ff.). 
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ていたのであるが【10.23]，この新たな所格が生まれるのと時を同じくして，

初源的な【裸形態の]所格は用いられなくなった.

10.54 サンスクリットでは与格と所格の区別がよく保たれている.例えば[f声J

の】与格はvã~(くキwδkW-ei)，所格は vãcí(< ホwδkW_i ，無論語末アクセントは改

新1である.devas r神jの場合だと，与格はdevaya(く *deiwcトoy+・a(起源不明); 

-ay-の部分はGk.hippoiの-oi，及びLat.dominδの・o(末尾の・iは脱落りと正確に

対応する)であり，所格はdeve(く *deiwo-i;末尾はHom.oikoi“紙home"に等し

しつである.子音に終わる語基の場合， Skr. vaciにはGk.n叱t・i、t凶ght"を比定

することができる.

他方，ギリシア語は与格と所格との区別を持たず，場所を表示するには前置

調を用いるのが普通である.ラテン語には所格があるが，その使用はかなり限

られており，同じく前置調を用いるのが一般的である.所格の指標は長いヨだ

が，これが母音に終わる語基の場合の-o-iに由来するのは明らかである:例)

belli r戦の場でJ(<キdwel1o-i)17. これがさらに類推によって巾ir田舎で」にも

拡大した古しリrus・iが*rus・oiに置き換えられたのである.

新たな向格

10.55 -mに終わる向格が出現したのは比較的新しい時代のことである.-mは

es '"白や ey'" eyの対立を生んだアクセントの交替に関わらず，語基‘が母音

に終わる場合にも (Skr.agni-m r火J，deva-m r神J，Lat. igne叩(く *e伊i-m)，

do国nu-m(く事domencトm))，子音に終わる場合にも等しく用いられ，後者の場合

には成節の*叩となる:Lat. uoc-emく *wok-lpr予言J，Gk.n此t-ar夜J.

10.56 向格はサンスクリットとギリシア語には広く用いられるが，ラテン語で

は所格の場合と同じく， Romam rローマへJやdomu-mr家へ」のような少数

の場合にしか用いられない.本来E.home (< *koimo咽)も向格であり，所格た

るathomeと対立している.以下に詳述するような事情から，向格は動調目的

語の表示に用いられるようになり， r対格J(accus組。と呼ばれるようになった.

この名称は目的語の格を表すGk.aiti甜民の誤訳に起因している18 スペイン語

17 Co白幽「コリントスにJ，問1叫irロドス島lこJ.hwni r地上にJ.domi r家にJ等にこ
の所格が見られるが，多くの場合に前置詞hと奪格(abla百四slω剖is)が用いられる.
l茜 m釦時ai-rur叩C内(<al:τiar原因J)は「原因の格」を原義とする.これをal:曲。問1r責める」

228 



ではPiI紅 q凶悶 aJuan rヒ。ラノレはファンが好きj のように，目的語が不明陳な

場合，これを明示するために向格的な前置詞a(vs.所格的en)を用いるが，これ

も同様の向格拡大の一例である.

具格

10.57 数多くの印欧諸語に独立した具格(in位凹1en凶)があり，これはフラン

ス語で言えば，例えばavecsa femme r婦人間伴で」とかavecill1 mar回 11r金づ

ちを使ってJ，あるいはavecωlmer冷静に」のように，前置調avec‘'wi由"で表

される関係にほぼ相当する.初源に想定されるのは助調 eH1であり，ここから

-e，・O，-Iあるいは-uという長母音が生じる.

ラテン語のように，この格と奪格との混乱が生じる場合もある.恐らくはこ

のような属格・奪格と具格との混乱を避けるために，バルト語とスラプ語では

副詞の*."hiに由来する叩iあるいは*咽oが用いられたと考えられる.対応形

Gk.phiが用いられるのもこれと同じ意味合いからである [9.122tf.l. 
10.58 以上より，まだ複数や双数と結びついていない時点における，格の体系

は次頁の表のように概括できょう.

複数

10.59 印欧語において複数が形成されたのは比較的新しい時代であったと考え

てまず間違いない.様々な言語を調査すると，この範障は確立される途中の段

階にあったことがわかる.ヒッタイト語では複数に主格と対格しかなく，他の

格では複数が期待される場合にも単数の形態が見られる.ヒッタイト語以外で

は，諸言語聞に対応関係が見出される【複数の】形態もあるが，格相互の区別

が不完全である.例えばラテン語では同じ語尾のゐ凶(*_bh，ω)が与格と奪格，

つまり接近と離脱を表す，本来的にまったく正反対の格に用いられている.

【複数の】すべての格にはsが現れており，これは確かに複数の指標のよう

に見えるが，その現れ方はすべての場合で一様なわけではない.末尾にsが置

かれる場合もあれば，格の指標がsの後ろに来る場合もある.

の派生語と誤解し， casus蹴白磁vusと羅訳したのはPriscianか冶而らしい.
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1.裸語基 用法:呼格，主格..所格..属格l

es 

中 中
s es 

能格 奪格I

↓ ↓ 
2.奪格 -s -es -es 

主格2 属格2 奪格l

中| ψ 
-1 -i -es -es -odぐ一一一喝

属格3 属格2 奪格l 奪格2

属格4

ey 

中 中
-ey 
与格 向格l

3.向格 |↓ 
-1 -m -m 

所格2 向格2

↓ ↓ 
-m -m 

向格2 対格

4.具格 eH1 

囲 16 初頭的格組織の発違

矢印は形の変遷を表す.垂直方向に矢印が書かれていない場合，水平方向に矢印が

加えられており，以前から用いられていた形態が新たな形態によって置き換えられた

ことが示されている.

格の名称に加えた右下付きの数字は出現した順序を示す.ただし，例えば f属格3J

が現れた後に「属格2Jが消滅したわけではない.

「主格dは特に命名の際に，統語的関係なしに用いられる本来の意味でのnom血刷f

[=名前の格;cf. 10.20]である. r主格2Jには「主格dのようにも用いられるが，

前者はもう本質的に主語の格に転じている.
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10.60 サンスクリットとギリシア語を基礎にすれば，複数主格の語尾にはキ唱

が想定される.これは母音交替を行わず，したがって常に+が現れ， -0-は生

じない融2 この+は語基が子音あるいはソナントに終わる場合にはそのまま

だが，語基が-e-に終わる場合には融合して長母音となる.複数の・esはアクセ

ントを持たない (Sk:r.vfu:as r声J(複数主格))ため， -e-とアクセントのある・ふ

とが融合した場合に生じるような音調(いわゆる circwnflex)は生じなかった

ようである [5.31，9.132).

10.61 対格では-mに終わる単数向格・対格の形態に複数のsが加えられたらし

い.だが， -m-sという結合は-nsとなり【10.6)，大概はさらに・n・の脱落と先

行母音の延長が生じた.【語基が子音に終わり】末尾が叩・sとなる場合には，

ギリシア語とサンスクリットで規則的に単母音を持つ・おとなる.この発達は

単数主格の末尾の・m・sあるいは・n・sという連続に想定されるものとは大きく異

なっている【10.31).実際，複数対格でも単数主格でも純粋に音的な発達には

言語によって，及び時代によって大きな相違があり，あちこちで様々な類推に

よる復活が行われた.例えば，刷郎の-sが通常消滅するような場合だと，次の

世代は複数を表示したいという欲求を持つため，この・sが自動的に復活した.

10.62 与格，奪格及び具格は*ffiJJhj[9. 123ff.】の派生形と末尾にsを加えて表

記される.この副調は「そばに，周りにJ を意味するため，この場合に奪格(~

から)と与格(~へ)の正しい意味が一種の中和を起こしてしまったらしい.

E.s凶ldby， done by hirn， by now， by boat， by the year等々においてby[く*mbhj】が

実に様々な意味を表すことを参考にして戴きたい.

10.63複数所格はもともと語基の裸形態にsを加えて表されたと思われる.た

だし，これは所格の意味を表すのに裸語基がとても普通に用いられていた頃の

ことである【10.23].その後は，この複数の+に所格の・iを加えるべきだと

考えられた.だが，ギリシア語-sjでは・iが使われているが，サンスクリット

では-su，スラブ語では-ch(く丸su)が現れる.

10.64 さて，最後になったが，複数属格ではすべての言語が一致して，子音の

後では*-omを，母音語基の場合には*-om，すなわち *o+omを用いる.

臨 Zただし，ゲルマン語では類推によるe-oの交替が頻繁に生じる.6.18(p. 123)のWendes
とOEWmedas [.: Gmc.匂〈句]を参照されたい.
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指示代名調の場合にはこの mに終わる語尾の前に複数の sが見られる19が，

この影響で名調のパラダイムの中にもこの sが用いられることがある.複数属

格Lat.dominorum r主人(複数)の」やrosarumrパラ(複数)のJがその例で

あり，ここで+は+に由来する20

だが，あらゆる証拠から見て丸om‘と *-δm‘の形態は初源的に複数と何の関

係もない.これは中性名調と一致した形で固定した+に終わる形容詞[10.1021 

なのである.例えばキowi-r羊」を例に取ると， -0で派生した形容調 *owi-o-は

「羊の，羊についてのj を意味することだろう.これが中性の genos-r種」に

かかる場合には*owi-o-mという形を取り，すなわち%前-o-mgenosr羊という

種」となる [10.163ff.]. Lat.ouis r羊Jの複数属格ouiumはこの *owi-o-mの正

確な継承形である.

形容調がこの意味に固定されるとすれば，別の形態，すなわち非中性の主格

*owi-o-sか与格の *owi-o-oiが用いられるのではないか，とする反論があるが，

これは以下の点からして的外れである.このような非常に有標性の高い格が他

の格の意味を担うとはまず考えられない.他方-o-mに終わる形態は中性の主格

と対格に一致しており，この点からして，この形態は格形態の中でもっとも有

標性が低く，また非中性の対格とも同形なのであるから，恐らくもっとも使用

頻度が高かったと考えられる.

10.65 複数属格はかなり時代を下ってから形成された形である.これが発達し

たのはアナトリア人が分離した後のことであり，したがってヒッタイト語には

現れない.ただい女性の一致が一般化するよりも前に複数属格が生まれてい

た可能性もある.もしそうだとすれば，女性形のキowi・2・mも形成されたはずで

あって，ホowi-o-mの使用頻度はその分だ、け下がったかもしれない.結果的にたom

は，語基の文法性や形態がどうあろうと，あらゆる名調に広まった.この事実

もこの形が最近になって普及したことを物語っている.

10.66 中性名詞の複数形は特殊である.本来，中性名調は行為を受ける存在を

指し，複数形にはなじまなかったと思われる.中性名詞の場合，複数形に相当

する形態として・eH2に終わる集合名詞が用いられたこれは各言語で・2あるい

19 Cf. e. g. Skr. W弱m;OCS岱x"b両者とも 'ωisomを支持する.
20 ラテン語では母音聞のsがrに転じる(出口出ism).複数属格で語尾-wn(<・om)の前lこr(<
s)を置くことは， -0-並びに・2固に終わる語基に一般化されている.
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は-aとなっている.ギリシア語ではこのような I中性名詞複数形に相当する】

集合名調がいまだに普通の集合名詞に扱われており，これが主語の場合，動詞

はやはり単数に置かれる.例えば tazoia出凶.eiを文字通りに仏訳すれば<des

anima山∞班D>r動物(複数)が走る(単数)Jであるが，要するに<debe凶l∞町D>

「家畜の群れ(単数)が走る(単数)Jとし、うことである.この集合名詞は中性

として扱われる.つまり主語の場合(主格)でも目的語の場合(対格)でも同

じ形態を取る.そもそも，この集合名調にはこれら二つの格しかない.複数の

他の格では単数の語基と通常の複数語尾が用し、られる.

10.67 以上をまとめると，複数のあらゆる形態は「場当たり的な対処J(bri∞lages)

によって順次形成されたのである.その発端となったのは主格と対格，さらに

は完全母音を含む特徴的な形態唱を持つ主格であって，もともと複数形の使

用は随意的で、あった.

上に触れたように，音素 s(前に母音が加わる場合もある)は名詞の曲用に

おいて動作主，起点及び帰属を示すという大きな役割を負っている[10.21ff.]. 

この音素がまったく別の指標として複数の場合にも登場することは，一見して

非常に不思議に思える.

10.68 すでに検討したように，もともと二種類のスー音音素が存在していたと

も考えられる [9.106ff.].これら二音素が合一しかかっていた時代lこ，この合

ーが不都合であった地域では，話者は複数のスー音の代わりに，指示代名詞の

複数に生じる九oi[10.381を用いたと恩われる.ギリシア語とラテン語でも，

語基末尾が指示代名詞と同じ場合(男性形叫女性形-eH2>えa)にこの現象が

観察される.例えばLat.domini r主人(複数)Jやrosaerパラ(複数)Jには4

(く-oi)及び・ae(く-a-oi)が生じている (γ他のイタリック諸語では-os，晶). 

もっとも，二つの格形態が同音となっても，さほど、不都合はなかったのかも

しれない.実際， Lat. dominiとrosaeは複数主格と単数属格の両方に当たり，両

者が形態的に完全に一致していても，古典ラテン語は何等問題を生じなかった.

現代英語でも血elord's，血elords， the lords'のように，スペリングの上では区別さ

れるが，単数属格，複数主格，複数属格の規則的形態が同じ形である.また，

通常，複数主格は動詞と一致関係にあり，そのために問題の形態が複数主格で

あると自明の場合もしばしばある.この点も参考になるだろう.

10.69 複数のsが主格・属格・奪格の場合と同じ音素であり，さらにこれらす
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べてが同じ助調のesに由来しているとみなすこともできないことはない.この

ような仮定から出発すれば，次のような発達が行われたことになろう.この助

詞のアクセントを受けた形態 [es>-eslは属格・奪格に用いられ，無アクセン

トの形態 ([es】〉・s)は動作主を表したが，前者は散発的に動作主を表すこと

もあった.属格・奪格の場合には-es(Lat pedis)の他に・os(Gk. podos)も現れた

が，これと異なり，常にアクセントを有する動作主の形態【・凶】は母音+を

忠実に保存した.時を経る聞に，特定の状況において，他方の主格 ιs】と形

態的に明確に区別されるこの主格[-es】が複数の意味を獲得し，動詞の一致で

補強され，類推によってあらゆる名詞にまで拡大した.

単数と複数とを区別する必要性がまず最初に主格に生じる理由はわからない

でもない.複数形は，受動的要素や様々な状況よりも，能動的要素の場合に用

いられることが多いからである.動詞三人材接数形との一致の必要性が一つの

きっかけになったということも考えられるのだろうが，複数主格の形態が出現

する以前からそのような形態があったとするのは確実でない.両者の発達は同

時期であったと素直に考えておくべきである.

10.70 バスク語では行為者の格【=能格】 (-k)と属格[=位置属格】 (-ko)を特

徴付ける kが同じく複数の指標でもある.これは興味深い事実と言えよう.

10.71 複数の指標が徐々に他の格にも広まったことは文献の面でも裏付けがあ

り，この過程には合点が行く.つまり，一人あるいは二人以上の関係者に対応

する対格の目的語にまず最初に広まり，その後に他の格に対応する様々な状況

に及んだと考えられる.

ここで問題となるのが，対格と所格にはっきりと見られる，母音を欠く -sの

形態である.複合要素・esの+が主格の指標と解釈され，残った-sが「複数J

の意味を得たと考えるべきであろうか.この説を採った場合には，対格の・mーや

具格のキ_"1>hjーと【主格の】+とが交替していると感じられ，複数を構成する -s

が他の格に拡大したのだということになろう.

双数

10.72 一連の古い印欧諸語には複数の他に双数(両数)もあった.これはサン

スクリットやギリシア語に，またバルト語とスラブ語にも残る.複数の場合と

同じく，双数の大部分の形態も類推による拡大の結果生まれたような印象を与
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える.ただしその様は言語によって異なる.古い形態の再建を試みることがで

きるのはほぼ主格・対格のみであり，同じ形態が数調 r2Jにも見られる.特徴

となる音素はH3であったと思われる.これは母音に終わる語基に加えられれば

*-eH3>るとなる.母音が後続する H3からは・w・が期待される【9.55ff.】が，

類推によってこれを加えた *-owもさらに形成され4辱る.こうしてGk.-oとSkr.

-au (< >1<ーδ'W1)が導かれる.例えば，もともと親指を除く手指を意味し，勘定に

用いられた語の双数形である r8JはGk.oktδ，Skr. ~tãu である.語基が i やu

に終わる場合には，これに続く叫がこれらの母音を伸ばす働きをする:例)

Skr.昭u"r (二つの)火J，~a凶 r(二人の)敵J. これらの形態が類推によって

子音に終わる語基に拡大した22子音に終わる語基の場合にギリシア語は語尾-e

を示すが，先行子音にこれが加えられた理由は判然としない.

指示代名詞の諸形態

10. 73 指示代名調のso，sa， todについては上に触れた [10.35-38].これはもと

もと統語関係の枠外の厳密な対象指示語であったが，時代を下るに従って，発

言内の他の要素との関係を表記する語尾をすべて備えるようになった.ただし，

この語尾は，名詞に付着する語尾 (230頁参照)と常に一致するわけではない.

この指示代名詞の古い形態，及び特に子音の交替をもっともよく保存してい

るのはサンスクリット (sas，sa，旬。，ギリシア語。0，民ω)，及びゲ、ルマン語(Goth.

sa， sδ" tat-a)である.サンスクリットでは男性の主格で類推により -sが加えられ

ており，ゴート語の中性には助詞の-aが付与されてはいるが，これらは厳密に

対応している.対格の形態であるSkr.匂m，由民国やGk.ton，街1，to及びGoth.tan-a， 

bδ，tat-aの場合にもそれ以上の問題は何も生じない.

Skr. teとGo血.taiより再建される男性複数主格の*ωiは，すでに触れたよう

に，ギリシア語とラテン語の母音に終わる名調語基の場合に見られる複数形d

の起源である【10.68].ギリシア語では *toiのトが単数主格のル(く s-)に置き

換えられてhoiとなり，また同様に対応の女性形はhaiとなっている.

21 ヴェーダ、には正統的な・a<*るも見られる.
22 Skr. acc. du. -Iは中性名詞一般に拡大したが・日の拡大は見当たらない.非中性名詞には上
記廿lematic-auが一般化した.また a語幹のnom.-acc.du. Skr.・e，OCS-e，Li由.-iはMyk.-oi
と閉じく*-oiに遡るように見える.この語尾と下記Gk.-1:の由来は不詳.
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これら 3言語，特にギリシア語の他の形態には，母音に終わる語基に期待さ

れる形態，あるし、はさらに様々な強調形が用いられている.例えば，属格の基

底形はte-s/tcトSであるが，これに形舗司的接尾辞-0-[10.102)あるいはヴか‘が

付加されるお.ゲ、ルマン語の場合にはこの基底形(Goth.tis)が男性属格に用いら

れるが，これが語基として扱われるようになり，これにさらに語尾を加えて女

性属格(t必δのや女性与格(t包:-ai)，及び複数属格φiz-e，tiz.る)が形成されている.

それ以外の形態では*ωに・sm・なる要素(古し川som-(E.鈎me)から母音が脱

落したもの)を加えて語基が形成され，これに格の指標が付加される:例)与

格Skr.tasmai， Goth. tamma (原義は「まさにそれにJ(a celui-la-m釦lei4).

10.74 ドイツ語の形容調のいわゆる「強変化jの形もここに端を発する.中性

形伊闘の-sはGoth.tat-a (く*tod-)の+に，対格gutenの-nはtan・♂(く*ωm-)

の-n-に，男・中性与格gutemの・mはb卸lIDa(く*tcトsm-)の・mm・に，女性属格・

与格と複数属格 gu闘の -fはtiz-δs[女単属]， T包・泊[女単与]， tiz-e【男・中

複属】， t包・o[女複属】のーz・にそれぞれ規則的に対応している【5.61ff.).

10.75 あらゆる印欧語の様々な指示代名調の曲用も直接・間接的に*ω一誠一

todの諸形態がもとになっている.例えばラテン語は独特の指示代名詞の体系

を持つに至ったが，複合語iste，ista， istud fそれJには古い対象指示語の痕跡-te，

-ta， "加d【〈キto，*sa， *ωd】が見られ，またi蜘「それJ，ille fあれJの末尾に主格

の唱がない点や，中性illudの-udにもその影響が感じられる.

人称代名詞

10.76 人称代名調(personnel)は完全に独自の体系を形成しており，同じ人称に

対して異なる形態が用いられたり，語尾が通常と違ったり，一種独特のあいま

いさが見られることがしばしばある.このような特徴は現代の諸言語にもかな

りよく現れている.一人称の場合，フランス語はje，me，moi，英語はIとme，

ロシア語はja，mne，m叫a等を示す.ドイツ語では与格mirと対格mich，及び二

人称のdirとdichが区別されるが，その他の人材、では与格と対格に区別がない.

一Cf.Ok叫(<*tos-o)，τoio (< *tos刊，Skr. tasya (< *teIos刊，0抽 怖 い*tes-o);10. 51. 
T要素*-sm-は一・二人称の人称代名詞斜格にも広く見られる.Cf.e.g.高津 (1954:253f.). 
』語末*m>Gmc.nに-aが謬着した形.これは中性主・対格の抑-a(本来は対格)にも見
られ，対格に後置された助詞句(cf.Skr. a“upto")らしい(Wright1954: 122，Feiは1939:490).
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ロシア語の一・二人税権数ではnasとvasが属格にも対格にも所格にも用いられ，

同様に対応するラテン語のnosとuosも二つの格【主格と対格】を兼ねている.

10.77 人称代名詞の体系の機能と発達は，他の名詞的要素と一致しない場合が

ある.これにはいくつかの要因がある.

その第ーは，人称代名詞が統語関係の枠外で使用されることが多い点である.

E臨 i?r壁?J，盟i，j'iraぉmemeler de ca? r盤?いっしょにやるかつて?J，包!，

fais a仕組tion!r孟，気をつけろJ，国，on te le donnem r重，それをあげるよJ，担当，

on veut bien r盤主，やりたい」にそのような例が見られ，このような場合には

アクセントが置かれるのが普通である.

次に，印欧諸語の場合，主語の人称代名詞が動詞に融合しやすい点がある.

さらに，人称代名調にはJacques盟 lesa donnes rジャックが盤ιそれらをく

れたJの場合のような弱形(enclitique)と，アクセントを持つ強形の二つの形が

ある.これはフランス語ではmeとmoiとの交替に見られることである.

人称代名詞と数との関係も同じく特殊である.例えば，双数が他の名調類で

は失われてしまっている場合にも，人称代名調では双数が保持され，さらに拡

大することさえある.例えば，古いゲルマン語に保たれた双数の人称代名調は

ゴート語でも完全に機能しており， witのような新形(明らかにwi+t[wai] r我々

二人Jに由来する)も作り出された.同様の現象はバルト語にも見られ， r我々

二人」を表すLi白.mu-duの-duはGo也.-tと同じく数調の r2Jである26

「私と君J-.， r私と彼』

10.78 他方，いわゆる複数一人称がかなり異なるいくつかの意味を併せ持つこ

とが知られている. r我々」は「私と君Jの意味でも「私と彼」の意味でも用い

られる.またさらには「私と君たち」や「私と彼ら」も，もちろん「私と君た

ちと彼らjも指す.つまり， r我々 Jは事実上すべての人称をまとめて表すと言

える.これにも似て，フランス語のon[5.77)も多少不明瞭だがすべての人称

を表す.現代の口語的フランス語で盟堅，盟 s'enfiche r僕ら，どっちでもいい

よ」のように， onが統語関係の枠外の場合を除いて主語の nousの代わりに用

26女性形Li血 mudviもある.双数はスロベニア語にも残るが「我々 二人Jはゴート語やリ
トアニア語と同様のmidva(<mi“we"+dva吋wo")であって， OCSv語は失われている.
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いられるのも，この事情からすれば合点が行く.

10.79 実に様々な言語において， r私と君j と「私と彼」とが区別されること

がしばしばある27 これら両方の形態がある場合， r私と君jに当たる形が丁寧

さを帯び， r君」に重きが置かれて，二人称代名詞の一種となることがある.

印欧語にこの区別を示す例が指摘されたことはないだろう.だが，本来的に

しばしば統語関係の枠外で用いられた，アクセントを持つ強形の「我々」に

m・の形とw・の形とがあることを，この区別の痕跡と見ることもできると思う.

例えば8kr.vayam (v [w])とHitt.wesはw・を示す.バルト語とスラプ語ではm-

が生じる (OC8m叫 i血.mes)が，スラブ語は双数OCSvc.にw・を持つ.ゲルマ

ン語はw・を持つ(Goth.weis， G. wir) が，ドイツ語方言~のm・も参考になる.

w・の形態はLat.uδ5，81. vy， Skr. vas (弱形)のような二ム盤【複数】と，他方

m・の形態は一人称単数と，それぞれ同じ初頭音を持つ.この点からして，前者

は古い「私と君j に，後者は古い「私と彼」に，それぞれ由来すると考えるこ

とも可能ではないかと思う.さらに，事we-s(> Skr. v;俗)を二人称単数のtweから

初頭のtーが脱落したものとみなすこともできるのではなかろうか.弱形の場合，

様々な音声環境に置かれるため，このような脱落が起こっても不思議はない.

以上は次のように図示できる.

m... 「私」 tw... 「君J

↓ 
m...s 「私と彼」 (t)w...s 『同}→「私と彼らJ 「君と彼J~ Sl.vy r君たち」

「君と彼ら

「君と私」 一一一歩Goth.weis r我々 」
Li由.mes 「我々」

10.80 Lat. nos， R. nas， G. uns， OE us (<匂s・)，Hitt.叩m 等に見られる一人税槙数

の弱形とサンスクリット，ゲノレマン語，バルト語の二人税複数のyu_.の形擢Pに

ついては蕗し毒しておくことにする.

幻いわゆる incl凶 ive“we"とexcl凶 ive“we".
空一人事蝉数与格ではなく，南部等でかなり広く用いられる一人糊数の主格(吋).
'" e. g. Skr. yuy畑，白血jiis，OE ge (E. ye， you)， Lith.jiis. 
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10.81 人称代名調と再帰代名詞併flechi)とは軌をーにする.後者は主語にな

ることはなく，その前にある主格との関係を前提とするため，当然だが主格を

欠く.その基底は swe-であって，二人称の twe-と完全な並行関係にある.例

えばラテン告の再帰代名調se.sibiは二人称代名詞te.tibiと尾部が一致している.

所有代名調

10.82 所有代名調(possessif)も人称代名調と切り離せない.これはしばしば人

称代名詞の属格として，あるいはこれと等価だが，人称代名詞のもとになった

形容調として現れる.例えば， <叩onfil粉、lyson"は<defils de moi>>‘市eson of 

mine"と閉じ意味である.所有代名調でも人称代名詞でも初源的な形態が一人

称*melmoと二人称吋w)elt(w)oであることは確実であり，これはケルト語に特

によく保存されている.ガリア語に文証される文はほとんどないのだが，その

数少ない資料の一つに，聖エイレーナイオス30の母親が，殉教しようとする我

が子にかけたはげましのことばがあり，その中に呼格の mognate31 r我が息子

よJが現れる.古アイルランド語にはmoとdo(キぬの母音聞の[緩音化(5.84ff.) 

を経た】形)がある.ヒッタイト語ではme-sとte-sだが，ここに加えられた-s

は【名調の】主格からの類推によっている.これらの形態については，以下で

動詞の語尾を扱う際に再度触れる【10.111ff.]. 

10.83 複数に関しては数多くの派生形があり，例えばGoth.unsar (くホI}s-ro)，G. 

unser， E. our (く悔r-)のように， -f-が生じることが多い.この-r-は， Lat. nos凶，

nω飢m“of凶 "(*nω-tr-[> nos句r“0ぽ"】に単数属格の・Tと複数属格の-urnが加

えられている)やGk.(he)metero-“our"に見られる・加・あるいはなrかの残浮か

もしれなし、32 この接尾辞は他の場合にもよく知られており，例えば右と左の

呼び名33や， r他のjを意味する Lat.al飽:r，Go血.an-tar， G. ander等34にも用いられ

却希名'EtpllV(ltoc.羅名Jrenaeus.120~140 年頃小アジアにギリシア人の子として誕生.ヨ
ハネの直接の弟子とされるポリュカルポスに小アジアのスミュルナ(現イズミール)で教
えを受け，ルグドゥヌム(現リヨン)司教となる.その著作Advl悶 ushaereses (異端論駁)

はグノーシス派を排除する上で大きな影響力を持った.200~203年頃ルグドゥヌムに没す.
31 a事gen・3・「生む」のゼロ階梯に+を加えた作った分詞*gt}<lto-r生んだ」に起因する.
32一人税複数を表すnesあるいはその母音交替形に接尾辞-ter-o-のゼ、ロ階梯-tro・がE参着し
た場合を考えれば，このような+の消失は理解できる.srがstrに，あるいは逆に狩が釘
に発達することはしばしば観察される現象である.神山(1995:21St:)を参照されたい.
33 e. g.右:Gk.ゐ与τE向，Lat.de班 r;左:Gk.旬間E凶c，Lat. sinister，臨.

239 



ていて，二者択一例制te)を表している.ラテン語で属格の付加的な指標が加

えられていることからも窺われるように，【「我々のj という所有代名詞は】

「我々」すなわち r(私と)私以外にもう一人j という単純な人称代名調がもと

になっていることは間違いない.

だが，派生形態ばかりではない.ヒッタイト語には弱形・me-s加れ*-te-s(η

“thy"， -se-s‘“his，h町"があり，末尾に複数の・sが加えられていると考えられる.

その前者二つはラテン語の動調語尾叩.us(*・mos)と・tis(*tω)にも生じている.

10.倒以上より，古くは句Ie/mo，キ耐ω"*-me-sl.・m凶，丸.te-sん.to-sなる形態があ

ったと考えられ，これらは【フランス語で言えば】それぞれmeとmon，teと

ωifi， no凶と no回， vousとvo闘のどちらの意味にも用いられたが，強調されて

統語関係の外に置かれる場合には使用できなかった.名調に隣接するとこれら

の形態は所有代名詞の意味となった.これは合成語の形成法と同様であり，例

えばGaul.mogn枕「我が息子よ」はGk.D面10-S白血esrデモステネス3SJ(原義

「民衆の力J) と同じ構成になっている.

形容調

10.85 本来，形鶴司は名調と区別されなかった.確かに・oや・yoに終わる派

生語が形鶴司的な意味と用法を持つことはとても頻繁であったが，もともと【名

調と形容詞という】二つの異なるクラスがあって，一方が他方に転用されたと

いうわけではない.ギリシア語のいわゆる「受動的」【=名詞】 tomosは「分け

前jとか「切り取った一片」と訳されるが， r能動的」【=形容司】蜘.OSは「鋭

利な」と訳され，両者とも母音に終わる語基 ωImcトに帰属する.これは現代語

の話者にとって何ら不自然に感じられないが，実は印欧語の特徴であり，この

点で他の多くの言語とは一線を画している.我々が形容調を用いるところを動

詞で言い表す言語が多いのである.このような言語には4伊 ncb)r大きな」のよ

うな形続可がなく，代わりに4釦egrancb) r大きい」のような動調のみがあり，

我々がα伊 ndhomm僻「大きな人jのように名調に形容調を加えるような場合

は<<hommeq凶国tgrancb)r大きい人」のように関係詞を用いて表現する【10.11]. 

34 < *a1-u町・あるいは*an-ter-.他の例に関しては例えば高津(1954:175f.)を参照のこと.
35紀元前4幽 Eのアテネの弁論家・政治家."7ケドニアの勢力拡大に対抗した.
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数詞

10.86 数詞についてはこれまで幾度となく触れた.ここでま科糊したいのは，

文証される諸言語で数調が曲用を持つのは4までであるという点である.これ

を超えると数詞は不変化となる.発達が非常に進んだ今日の諸言語にあっては，

1の場合を唯一の例外として不変化が隅々に及んでいる.英語は特に極端であ

って，性を失い， 1の場合でも oneの一つの形しかなくなっている.

10.87 rlJの場合には*oiーと*蹴n・とのゆれがあったと考えられる.*oi-は様々

な接尾辞を伴う.サンスクリットで・kcト【eka・]，イラン語とギリシア語で・，wcト

[Av. aeva-， Gk. oios“alone"】，西方では・nかが加えられ，そこから Lat.Ufiu-sや

G.einが規則的に得られる.場開n-は「唯一の，それ自身」を意味し， Gk. hei-s (< 

牟sem・s)や女性形mia(*sm・i戸)及び中性形h釦(事悶n)36の基礎となり，またそれ

以外の言語にもふんだんに現れる.例えばLat.simplex [cf. F.， E. simple】にも含

まれているが，その原義は「一度折り曲げたJであり， duplex r二重の」や凶iplex

「三重のJ等々と関連している.

10.88 r2Jと r3Jは，それぞれ【名詞の】双数形及。犠数形と同じ語尾を持

っていたと考えられる.現にSkr.dv・au‘r2Jはdevaur二神J[9. 55ff.， 10. 72] 

と，回y-asr3Jは噌町・ぉ r(複数の)火Jと語尾が一致している.ロ」に対し

てはまた，Li血.伽ir2J (女性形 [cf.m. du】)やSkr.d吋・s，L低 bi合 Gk.di-s r二

度」に現れる *d叫.なる語基も考慮しなければならない.古い形を切羽H・と想

定し，これに母音(サンスクリットの双数形で長母音となる)が後続する場合

に・H・が脱落したと考えることもできょう37

10.89 r4Jは*kWet-に-w，δrなる要素を加えて形成されたらしい.女性ではこ

の代わりに， *swe-sδrf姉妹」や*uk-sorr妻」にも見られる・砲が付加される38

話与>Gk.b・.だが子音の前で脱落(女性形).男性形では末尾sの前で鼻音が脱落し，代
償延長した先行母音[e:]がaと綴られる.中性形では丸m>Gk.-n.
37一般に基数2には*d(u)weH3>*d【U)woが，高IJ詞や合成語の第一要素には*dwi・が想定さ
れるが，単一の語根を導くのは難しい.原著者の案に従えは噂伽出唱:H3から明u)隅:H3
が，事dwiHーから*dwi-が得られることになるが，詳細に関しては疑問が残る.他方， 3の
語根は明らかに事国i・であり，これに複数の喝を加えてサンスクリット形が得られる.
38・sor(<*・，sor-s)は単数主格.事咽rIまHitt.ha銅盤卸・可U関 n"(h蹴u-“hの"ish符鍾[a"laの"
(凶幽“'Ior的， Skr.面、ife"(け'IDJI2)にも見られ伴イ目を表すらしい.4の女性形Skr.伺明'8s

(<*kWet~釘咽ηI， OIr.ω血~仕 f引kWj低金-sor-es?) は複数の唱S を持つ(下線の母音は不祥).男
性形Skr.倒的匙冨Sは*kWet_叫 rと*kWet;・明r唱との混交.また・鉛rは3の女性形にも見える:
Skr.ti田 s(<旬。i-sr，唱s)，OIr.回ir(<旬。i咽，r-es).cf. Burrow (1973: 141，259)， n制恥sI'JI3C& 
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*swesorは大家族に属す女性であり，これに swe-r自分の」が加わって， rわが

方の女Jを原義とする.事味sorは他家から迎えた嫁を指すが， uk-の痕跡はラ

テン語とアルメニア語にしか見られず，その正確な意味は特定できなし、39

10.90 r5Jは*戸nkWeと再建され， E.血19lぽやG.F血gerと明らかに関連する.

fing-の部分は子音が後続する場合の*penkW_に規則的に対応しているのである.

ラテン告とわレト語はp…kWを一貫してkW…kWfこ変えており，ここからLat.quinque 

(cf. F. quin∞nωr5の目型模様J)やIr.coi♂が導かれる41.F. cinqやIt.cinqueは，

kWinkweから kinkWeへ異化(つまり以前と逆)が行われた結果と考えられる.

Gk. pente (cf. F. pentagone r五角形J)は完壁に正則的な発達である.

10.91 r6Jの初頭は ksw-で、あったと考えられるが，大部分の言語は恐らく次

の数詞の *sep即の s-に影響を受けた *seksなる形態を持っている42 数調は数

えながら覚えるものであり，旬以上の場合に先取り【5.33]による同化がし

ばしば見られる.F.仕切1笠・cinqr35Jの類推で吋ng!-cinqr25Jの下線部を凹と

発音することもその一例である [9.57].

10.92 r8Jの場合については既に触れた【10.72).次の r9Jは*new-r新し

い」に次の数調*de同1rl0Jからの類推でその末尾の-IJlを加えた*neWIJ1(>Lat. 

nouem)とみなすことも可能であろう43 このように考えた場合，フランス語の

「新しいJと数調のr9Jはかつてのように同じ形態(neuf)に戻ったことになる.

ここから次のような推論ができる.最古の段階で、は親指以外の指を使ったため

4までしか勘定できず，加えて，ことばに関係なく 4個の物が区切りと感じら

れた.後に4の倍，すなわち8【双数形】まで勘定できるようになり，次の数か

l1BaHOB (1984: 28Of.)， Mallony & A必ms(l997:401)，神山(1995:196ff.). 
39 Cf. Lat. uxor "wife"， Arm. am也監m“'Spouse";11. 9. Skr. uc-"Iove， be acc凶 ωmed"，Lith.j印刷

“beacc凶 句Imed"と比定する説(Walde，Buck)や， *uk~sen-(> E. ox) とともに *~eg~- (= *weg'河
川 'et"の派生語と見る Pokomyの説等があるが，是非に関して詳細を欠く.
相現代ではcuig/ku:g/. 
41ゲIレマン語では逆にp...kWをp…pに同化している :Go血.血nf，G.釦nf，OE釘f(<晴f).
42一般には祖形に*s(w)eksが想定されるが， *ksweks (Av. xSvaS， Skr，・開)，串weks(Gk. (f)f1; ~ 
主主，Arm. vec')，感慨ks(Li白.resi， OCS se臥 Alb.gj副総)等も候補にせざるを得ない.原著者
の記す説は*ksweksを想定する Hamp(l978)の説と軌をーにするように見える.
43一般的な再建形町eWQの分析は困難であり，原著者の説が勝るように見える.実際Lat.
-mばかりでなく Skr.，Av. nava， Gk. 'ev-vro (事早，*rp>a)，Go世1.凶un(えm>-n)， OCS dev~包(本l}，
*IJI>電;d.・はde時tb“10"より)なども規則的に導かれる.ただし， Ann.凶1[inan]， Li出.devy叫
(cf.desimt“10'ヲなどに見えるnの説明は逆に困難となる.
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ら新たなシリーズがはじまったと考えられる.

10.93 小さな数を表す数詞は形舗司として扱われる.数が大きくなってくると，

どこかの段階から名詞に移る.例えばF.cinq hommes f 5人」【では獅司は形容

調】だが， un million d'h佃 lmesflQO万人」【では名詞1である.だが，どこか

ら名詞扱いになるかは言語によって様々である.フランス語での区切りはmille

とmillionの間にあるが，英語ではninetyと(one)hundr吋の間，ロシア語では

とe尉官 f4J と凶affSJの聞である.

動詞類

「活用』

10.94 f活用するH∞nju伊阜のとは語源的に「くびき Goug)のもとにまとめる」

ことを指す.現代諸語の場合からすると，活用とはある時制の様々な人称形態

をまとめたもののように思える.だが，このような視点からは印欧語の動調の

何たるかは離れ得ない.最古の文証よりもさらに以前の段階で，盤生主蓋が

徐々にグループとなり，豊二旦蓋にまとめ上げられてゆく過程が，活用の中に

隠れているのである.

ごく部分的にだが，この過程は後代まで続いた.例えばフランス語の動調e田
“ωbe"は別々の語根から借用した諸形態の組み合わせである.F.笛t“(he)包"や

ωnt“(血ey)脚"の語根，つまり切や，伽“(he)was"(単純晶去】の語根【*bheu】

は，すでにラテン語の段階で「一つの動詞にまとめられてJ(側首噌邸)いた.

だが， Lat.姻胞に由来するF.e凶t“(he)w鎚"【半過去】の語根はラテン語では完

全な語形変化を有する別の語であった.フランス語はそこから半過去と過去分

調【鋭】のみ(及び希用の図町「出頭するJ)を採用したのである【3.12，9.38].

10.95 もう一つの例にF.aller f行く」を挙げておこう.ここには，本来的に「行

くJを表すLateo，i-reと，恐らく「浅瀬を渡るJから「前進する」の意味に転

じた凶do，岨d聞という二つのまったく別の動調が組み合わされており，ここ

にさらに，あまりはっきりしないが， ambulo，銅版描開問「散歩する」からと，思わ

れる形態が付け加えられている.

10.96 ラテン語からフランス語への発嵐晶程においてはこの現象の散発的な痕
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跡が見られるに過ぎないが，他の言語では事情が異なる場合もある.例えばス

ラブ語は，かなり最近になってから， Rpisafとna-pisafr書く」のように単純

動詞と合成形とを結び付けることによって，動調の体系を刷新した.これらは

piSu及びna-pisuのように変化し，それぞれ現在形の「私は書いているj及び未

来形の「私は書く(そして書き終える)だろうJとして機能する.

10.97 この「活用」という現象は，最古の文証を持つ印欧諸語の動調体系に受

け継がれ，し、かなる印欧語派においても基本的に同一である.とは言えその結

果は言語ごとに少しずつ異なる.例えばギリシア語ではあらゆる動調形態が「現

在J，アオリスト及び完了という三つの枠組みに分けられるが，ラテン語の場合

だとその枠組みは未完了(Lat.in色ctum)と完了(perおc回n)の二つだけである.

結果と進行中のプロセス

10.98 印欧語の動調体系の起源と発達を把握するには，最初に次のような段階

を想定しなければならない.終了した行為から生まれた状態(伯~de fait)と，進

行中のプロセスとが別個に認識されるような段階である.

このような二項対立的な体系は，世界のほぼ全域にわたって非常に多くの言

語の動調体系の根幹に見出され，多くのクレオールやその基層と考えられるア

フリカの諸言語にも見られる.フランスの子供たちがフランス語の技能を身に

着ける様子に注視すると，最初に身に着く区別の一つは<<papa怖のparti>>rパパ

はでかけたJ(もういなし、)とやapas'envω「パパはでかけようとしているJ(も

うすぐいなくなる)の違いだと気付く.

前者のような形態はこれまで完了(parfait)と呼ばれてきただが，この呼称

は過去のことと勘違いされることも多く，もはやあまり的確とは言えない.そ

のため，混乱の危険がある場合には，結果(a∞刀mpli)とでも呼んだほうがいい

と思う.つまり，ただのila街並「彼は【例えば仕事を】終えた[から今は休み

である】」なら現在での結果， il avait白首「彼は【仕事を】終えていた【から当

時は併ゆだ、った]Jなら過去での結果のようにである.ただしi1a脳 hiera cinq 

heures r彼は昨日 5時に終えた[その後は不明】」は単純な過去を指している.

これら二つの場合で、同じく ila白首が用いられていることから，その意味が室ヱ

から「過去Jへと変化したことが見て取れる【10.122].

このような留保条件を付けた上で，結果，すなわち終了した行為から生まれ
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た状態を指すために，ここでは伝統的な呼称である完了を用いることにする.

10.99 この分野での再建の基礎となるのは諸形態明轍である.この作業同様々

な微妙な問題を提起し，それを解決しようとすれば，いつ何時，射抜こうとす

る的から照準が外れかねない.そのため，はじめは想定される発達を大づかみ

に素描し，その後に文証される形態を用いてその想定を跡付けることにしたい.

名簡と動詞

10.1∞仮に，非常に古い言語状態においては，名詞と動閣とはまだ区別され

ていなかったと考えよう.つまり「走るj と「走りJ，r理対もるj と「恐れJの

ように同じ現実を表していても，生じる文脈が異なる語相五の形鵡句な区別は

なかったことになる【漢字の「走」と「恐」を思い浮かべればよい1.r名調」
とは「動調」と対立する範晴であるから，本来ならばこのような言語状態にあ

っては名詞もなければ動詞もないと言う方がよい.だが，このような未分化の

単位を名詞と扱っておいたほうが得策である.この単位には，我々にとって動

調ではなく，名詞を恩わせるような特徴3すなわち受動と能動の非区別という

特徴が備わっていたと考えられるからである.例えば，【動閣を用いて1il craint 

「彼は恐れる」と言えば，恐れを盛主主ビ盃のは日で言い表されている人物だ

と明示されているが，【名調を用いて】 laα油脂del'朗 n回世「敵の恐れJと言っ

た場合には，敵が恐れを盛♀主己主のh あるいは敵が恐れをもたらしている

のか特定されない.あるいはまた蜘「殺すJとm悶悶「殺人」を例にしても

よい.動調の旬ぽを使えば， i1tue r彼は殺すJ佃は盤動的な人物)とiI岱ttue 

「彼は殺される」臼は重量的な人物)とが区別されるが，名調のm即位Eを使

った場合にはこの区別がない.Iemeu血ede I'homme rその人の殺人」と言えば，

その人が死んだのカ殺したのか，つまり能動的なのカ受動的なのか不明である.

『行為名調』と『現出者名調』

10. 101 [名調と動調との】分化が現れはじめるのは，上記のような未分化の単

位，つまり行為がその受け手(受動主)に向かうのか，あるいはそれを行う人

(動作主)に向かうのか，という点に関して中立的な基底の形態に， -tを加え

た形態が派生してからのことである.これを「行為名詞J(nom d'action)と呼ぶ

ことにする.この形の出現によって動作主と受動主とを明示することが可能と
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なる.動作主は起源を示す助詞*esで示された【10.211.ただし人称代名調の

場合はその限りでなく，我々の所有形容可にも似た単純形(*mo，*10)が裸語基

の属格的な意味で用いられた【10.18， 10. 82ff.]. 

10. 102 母音e/oを加えて，もう一つの派生が行われた.この過程が担うのは

基底形が指す存在との関係をただ表記することだけである.これは形額司の派

生とも呼〈る.これまでに・oに終わる形額司の出現について言及する機会が何

度もあった.例えば，基数のLat.dec回 1(吋e同1)にこれを加えれば序数のおcimus

(*00匂"0-)が派生する.

だが，程なくしてこの派生形は基底にアクセントを持つ場合には行為(action)

を，接尾辞にアクセントを持つ場合には行為者(acteur)を表すようになってく

る.後者の場合，末尾にアクセントを持つ拾に終わる形態が人聞を表すとき，

いわば現出者(a臨町，)，すなわち過去において何らかの行為を行ったために現産

の状況に至った人を意味するに至った髄3 他方，本来的な行為者は， Lat.凶伽r

f勝手1]者」のように，むしろ上述の・tに終わる行為名調に， -rに終わる接尾辞

を加えて形成されるようになってゆく輔.

「現出者名調Jの形態は，動閣を欠く，いわゆる「名調文」【10.101で用い

られたと考えられる.これは例えば辺倒制.guer彼は疲れているJ，il剖 lep批

desix叩魚崎「彼は6人の子供の父親である」のような我々の連辞(叫叫e)を用

いた文に相当し，現に後者の例ではp釘er父親」は6人の子供の生をもたらし

た人物その人である.現出者たるべき人が儲調で言い表されるなら，この代

名詞は当然ながら裸形態となることであろう.これは，様々な助調が加わらな

い統語関係の精妙トの形態の場合と同様である.

対持するこ要素は一方が他方を規定するのではなく，等しい関係にある.つ

まり，統語的な従属関係を表す指標のない「【~の】現出者J= r私」のような

一種の等式が用いられると考えられる.したがって，そのどちらも語尾を持た

ない裸形態となることが期待される.

10. 103 この時点では， r行為名詞Jと「現出者名調」【を用いた二種類の構文】

原註3この用語をご提案下さったのはEmileBenvenis也氏である.それは1950年にお話を伺
っている過程でのことであり，その際，印欧語の完了の起源について，氏は小生と同じ見
解をお持ちであることを知った.この点について氏がお書きになったものはないと思う.
制したがって一般に行為者l言動調の語根に・館J・町・を加えて形成されているように見える.
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がある.

「行為名調」は・tに終わり，これにキ(e)s(あるいは疑似所有代名調的な代名

調)で記される動作主が結びつく.

「現出者名詞」は裸語基で表される存在と結びつく.この場合，この等式に

これら二項と同じレベルで他の要素が加わることはないはずである.例えばf彼J

= f6人の子供の父親」のような文では， f子供」は「父親Jを限定する要素で

あり，等式の構造には関わらなかった.フランス語で;<<le p的 aengendre six enfan包))

「その父親は 6人の子をもうけたJと言えば， <<enfan"伽「子供」は役害にそ違

うものの， <<pとrω 「父親jとまったく同じく基本的統語構造に関わっているが，

当時の事情はこれとまったく異なっていた.ここで検討している言語状態では，

「父親」を限定する「子供」は裸語基を並置することで，すなわち属格lで表現

されていた (230頁の表【及び10.18]を参照). 

10. 104 逆に， f行為名調jを用いた文には，明示された動作主の他に，行為の

受け手である受動的な付加要素も加えられると考えられる.この要素は「行為

名詞Jと非常に密な関係にあり，単に並置することによって表された.これは

文証される印欧諸語の合成語の場合にも通じることである.だがこの文が表す

のは等式ではなく，核たる「行為名調j を二つの文法的衛星が限定する関係で

ある.その一方はや)sで明示される動作主であり，他方は裸語基の形をした受

動主である.

10. 105略言すれば，この発達段階には相異なる下記二つの構文が存在した:

(1 ) 人=殺しの現出者 【その人は殺した人(である)1 

(2) 殺し

↑ ↑ 【その人による虎殺し(がある)】

虎人による

10. 106 (1)の「人Jと (2)の「虎」はともに裸形態を取る.

主語の出現

10. 107 f活用」は，上記のような二つのタイプの構造を組み合わせ，一つの動

調組織にまとめることから生まれる.後述するように，ここにはさらに，付加

要素が一つの状態名詞というもう一つの構造が加わることになる【10.153庄].

後に，【上記 (1)の】「問題の人物J= f["，の】現出者j という，どちらの
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要素も同一人物を指しているような等式において，第一の要素は結果を残した

行為の動作主と解釈されるようになってゆく.そのため，この要素はついには

指標-sを加えられるようになる.今やこれは，伝統的な主語の格としづ意味で，

主格と呼ぶことができる(本書の主格2;230頁の表を参照).また同時に，第二

の要素は行為を表すと解釈されるようになってゆく.

こうしてこの主格が二つの基本的構文に用いられるようになる:

(1 ) 人(による)→実行された殺し (結果として捉えられた行為)

【その人による実行された殺し(がある);その人が殺した】

(2) 人(による)→殺し←虎 (そのままで捉えられた行為). 

【その人による虎殺し(がある);その人が虎を退治している1

10. 108 あらゆる発話においてその使用が義務的となったことにより，動作主

を表す古来の形態は「主語J，すなわち語られる話題という性質を帯びるように

なる.そのためこの形態はもはや統語的関係を明示化する必要がなくなった.

これとの関係によって発話のその他の要素の【統謝句】位置が決まるようにな

るからである.ここから二つの結果が生じる.

1.この形態は，裸形態【=主格1; cf. 10. 20， 230頁の表】に代わって，統語

関係の枠外で誰かを金金主主(nommぽ)ためにも用いられるようになった.

佃 omin甜ふとし、う伝統的な呼称はここから生まれたものである.また，この形

態は呼びかけの場合にも用いられ得るようになり，そのためいわゆる「呼格J

の排除を促すことにもなる.

2.古い助詞ホ(e)sに由来する語尾の引ま徐々に余剰と感じられるようになり，

かつてのように，一定の環境において音的発達の結果この-sが失われれば，類

推で自動的に・sが補われることもなくなってゆく.

これ【=主格-sの排除】は何千年にもわたって続いた傾向で、ある.それは5000

年あるいはそれ以上前にキpa耐のような・rに終わる語基からはじまり，フラン

ス語の場合だと中世の終わりに， -sに終わる単数の主語の格が廃されて， -sを

欠く目的語の格が代用されるようになったときまで続いた.この-sがフランス

語に今日まで残っているのは fils45 r息子」のような孤立的ケースや， G回 Irges

45かつてF.fils (< Lat. fi1ius)は自lle“daugh飽r"(<館i吟と同音であり，区別の必要から前者の
綴りに・sが残った.さらに近代に至って・sが読まれるようになる.10.140，11. 12参照.
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「ジョノレジュJやJulesIジューノレ」のような男性の国有名調のスベリングのみ

である.もはや存在していない統語的関係を示すこの邪魔な指標を今日まで引

きずっているのはアイスランド語(主格ィ)やパノレト語ぐらいである.

10. 109 さて，上記の見解を文証形や再建形を用いて跡付けることにしよう.

『行品名詞」

10. 110 はじめに「行為名調j について考察する. *g>wenなる基底形から出発

するとしよう.その原義は「死に至るほどの殴打」である.これは-t-を含む接

尾辞要素を伴った形で広く文証され，時を経る聞にこれに様々な拡大要素が付

け加えられている.接尾辞にアクセントが置かれた場合，語根は母音度ゼロ，

すなわちキIfWIJ.-tムとなるが，この形はSkr.hatis I殺し」や古くゲルマン語で戦

闘・戦争を表した思md_46に見られる.これはF.gonfalonないしgonfanonI戦旗」

(白nc.fanon幽;cf. G. Falme r旗J)，あるいはまたフランスの人名 Gon回n(方言

形Gondran)やCunegondeに痕跡を残してし、る.

ちなみにゲルマン語にはその後Lat・伊瞬間，47I兵卒jが借用され，ここから

G. Krieger I戦士」や，そこから接尾辞を取り除いたKriegI戦争Jが生じた.

逆に， F. guerreは隠語として使われたゲルマン語のOHGwerra48 Iいざこざ」に

由来する.

10. 111 *lfwen-tを基底とし，【所有代名調1・mo[10. 82ff.lを加えれば， r私
の殴打Jあるいは「私が行う殴打【があるlJとし、う意味になる (Vaillant1936: 

93・108).ここでは助調*(ゆで記されるのと同じ統語関係が表され，どちらで

も起点あるいは行為者が示される.ぜWen-t-moは*g>wen-moへと転じ，これは

例えばOIr.gonim49 I私は傷つける，殺すJに現れている.

10.112 二人称では【所有代名調ω(10.8位2庄的)を加えた1*唱glr加w巴叩nル圃-t-t，ωoとなるが，

圃伐佐.は規員即則IJ的に-sに転じるため (ω9.1叩06を参照)λ，結果として*泡glr加Wen_s鈎oI君が行

う殴打【があるlJが得られる.

10. 113 三人称は裸形態の*IfWen・tI殴打(がある)Jである.ここでは行為者

岨 e.g.ON伊nnr(Cf. E. gun) < *gundjo < Gmc. *guntjδ 〈事d可4・ya(=官、I}-t-ya).
47 IE *ger-‘'tog油er"の重複形*gre-g-(> Lat grex“herd")に由来する.
48 E. warのみならずwo田，wo凶tと同じく E句 E降、confuse，mix up"に由来する.
49現代アイルランド詣ではgoinim/gorrrrrr/. 
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は明示されずに，文脈や状況で暗示される.後にこの形態は完全な動詞になっ

て，パラダイムに組み入れられるが，その際，一人称の-mo及び二人称の・，so

の類推でその末尾に母音・oが付加されるようになる.

10. 114 複数形には一人称・me/osιat.・mus)と二人称-a/os(Lat.・也)が文証さ

れるが，これらは単数の・moと却に-sを加えて複数化したものに他ならない.

【二人称】単数で-s・への変化が生じたのに対して，複数では・tーが保たれる.

-mo， -so，却に終わる形態の共通部分である申gmen・が新たに基底とみなされ，

これに加えられたからである.

10. 115 三人利根数の・酔を有する形態が比較的後代のものであることは明ら

かであり，行為者が複数であることは，もともと文脈によって暗示されるだけ

であった.現代フランス語でも.ildonne“hegives"とilsdonn田t‘官leygive"とは

まったく同音であり，フランス北部の出身者の中には複数で末尾の・tを発音す

る人がいるものの，このような場合を除いてフランス語話者は区別の必要を感

じていない.明らかに.-nt・を持つ三人材頓数の形態は同形の分調と比定され

るべきである.例えば<<ilsftappenbゾ‘仕leyhif'と<<，叩xftap伊n1>>‘唱leirhi出19"とを

比較されたい.

『現出者名詞』

10. 116 さて次は『現出者名調」の番である.ここでは『見ること」を意味す

る句eid-なる基底形から出発するとしよう.ここから-e/oに終わり，接尾辞に

アクセントを持つ「形錦町を作れば*wideとなる.だが，ず'en(10. 11刷、

ら作ったぜ，Wneは発音不能のために事gmoneに転じ(9.21f.).この類推かりwoide

が生じる50 ここから，その後アクセント位置が後退したGk.woide.や，また

非常に規則的にG.(ぽ')weissが導かれる.後者は同じタイプの活用をする(ぽ')kann

「できるJや(ぽ')magr好きだj と同じく三人称の+を欠いており，その語根

のaはwoideの+に正確に対応している.woide.とweissは「彼は知っているj

及び「彼は見て知っているJを意味する.Gk. woide'・はweidδ 「私は見る」の「完

了j形である.もともとは「見た人』すなわち「証人」を表した.

この場合にも，もともとは関わる人を示す代名詞など用いられず，文脈と状

到ここに由来する完了は一般に語根o階梯を取る.
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況で充分用が足りていた.一人称と二人称が表現される場合には，代名詞的要

素がアクセントを引き寄せ，そのために語基がwoid-に縮減したと考えられる.

一人称では・H2eを，二人称では・出2eを想定でき，ギリシア語で一人称woida，

二人称wois血aが生じる.後者では-d+t-が規則的に-s-に転じ， -t-が類推によ

って復活したのである.また，既述のように， H2がhとなり，さらにtの気音

の指標となるのはギリシア語でもままあることである【9.381.

10.117 複数の人税指標は，ギリシア語のように「行為名詞j 由来の動詞形態

を借用している場合もあるし51，あるいはサンスクリットのように，比較によ

って同定が困難な場合もある52 三人称複数の・rに終わる語尾については後述

する [10.1491. 

10. 118 ここで言うところの現出者名詞とは，語基の末尾に母音を加える「形

容調J語形成の意味の一つに過ぎない.初頭にアクセントがあれば，完了した

行為が表される.例えば， *fwenからは*fwon_o_53 r殺したこと」が作られ，

ここから規則的にGk.phóno-s が得られるが，これは phon~ (*fwon-eH2) r殺す

ことJと区別される.同様に， Gk. tomosは区切られたものという行為の結果を

指し，ここに由来するF.tomeは著作の一区切り，つまり「巻Jを意味するが，

他方Gk.ωm言は「切ることJを表す.接尾辞にアクセントが置かれれば意味は

能動的となり， Gk.ωmosなら切れるもの，鋭いものを指す [10.851.

10.119 完了がひとたて舟舌用の一員を構成するようになると，様々な言語にお

いて，起源を具にするその他の成員と完了とがなかなかうまく区別できなかっ

た.そのため話者は，場合の限られた形態，すなわちある動請にしか，あるい

はある人称にしか現れない形態を類推的に拡大することによって，完了を補助

的に区別しようとした.

かなり普及した鞘数の一つに， Lat. momordi r私は噛んだJ[< mordeδ】のよ

うに第一音節を多少形を変えて重複するという方法がある.Gk. derkomai r私は

見る」の完了d剖orkaや Skr.必品mのように，語頭の子音を繰り返しこれに

51 Gk. pl. 1. 'iD戸V但om.，Herod.， Dor.)， 2. '回E，3.，.加σ1.語尾は拙ematicp陪sentに等しい.2 
の+については9.106参照.別形1.'bμvはその類推形.3も*(w)id唱t-i>炉蜘mが同様
の改新を経たように見える.Guiraud (1970: 106)は賢明にもその立場を採るが，語尾の前に
-s-ヵ5付加されたとする異説(e.g.高津1960:224， Meier-BlUgger 1992: II， 54)には同意し難い.
52 i. e. Skr. sg. 1. veda， 2. v耐la，3. veda， pl. 1. vi伽 la，vi必，vidur.詳細は捨象する.
53 この語形成では語恨の母音にもっぱら・0・が用いられる(10.116).
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母音+をはさむ手段がもっとも頻繁に見受けられる.

ゲルマン語には重複も見られるが，もっとも利用されているのは語基の母音

度-0-(規則的に-a-となる)である.ゲルマン語では，ラテン語からロマンス

語への推移におけるのと同じく，完了が完全に過去の意味に転じてしまい，E.(he) 

sangのように過去形を形成している.若干の完了は， he can， he mayや古語の

(he)wof4(く *wait-，cf. Gk. woida)のように現在の意味となっている.

10. 120 上記 9.58以下で述べたように，ラテン語では接尾辞-u仰が広く用い

られているが，これは傘位官:H3，・「伸ばすj>L低街宣正直や*bhleH3-'"r吹くJ> Lat. flaui 

のような若干の語基の末尾にあった古いH3に由来している.E.s位ewやblowで

はこの接尾辞が一般化した.

10. 121 ギリシア語では州a)が一般に用いられるが，これは語基が「喉音jの

-H2あるいは"時に終わり，これに代名調的要素の H2 [10.116]が後続する一

人称の形態に由来すると考えられる [9.69].

10.122 様々な言語において完了から過去が作られているss 言語発達の常と

して，最終的には完了は散発的に，あるいは一般的に過去の意味で用いられる

ようになるのもやむを得ないことだからである. r複針晶去」と呼ばれる現代フ

ランス語の完了もその例に漏れない.すでに触れたように【10.98]，<<i1 a血b

「彼は[例えば仕事を1終えた【だから今は休みで、ある]Jや付'aimange>> r僕
は食べた【だ、からおなかが一杯だ】」なら現在完了(現在での結果)だが， <<i! a 

白首aseptheぽ 'es>>r彼は7時に終えた」や<<j'aim飢 geaIOheぽ'es>>r僕は 10時に

食べたJは単純な過去であって【現在での結果は暗示されておらず】，今日の日

常的な用法においては，かつての過去形である<<IIfinit>>や<<jemangeai持の代わ

りに用いられている.今日の単純過去形のもとになったのはラテン語の完了だ‘

が，これもまったく同じように二つの意味を持っていた例えば血itは「生き

ることを終えた状態にあるJすなわち現在のこととして「彼は死んで、いる」と

いう意味でも，過去のこととして「彼の命は尽きたJとしづ意味でも用いられ

たのである.

臼画定的表現に残る.不定形はゼロ階梯(wit， WI完t<OEw治時，現在形(本来は単数のみ)は
o階梯の完了に由来する.・..Gmc. *ai> OE a， E. 0 (OHG ei). Cf. G. wissen， er weis， etc. 
55原著の記述cequ'on designe en gene凶∞mmeun <<plus司que-parfait>>は無視した.推鼓者に
よる誤った付け加えと想像される.序「研究者の方々へJ(p. vi)を参照されたい.
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「活用」の諸要素

10. 123 ヒッタイト語はここで考察している本来的な「活用」に関わりを持た

なかった.この言語では，現出者名調に由来する形態が完了となって，他の動

詞とともに新たな単位を形成するようなことはなく，この形態は独立した動詞

の特殊なタイプを形成した56 例えば現出者名詞*sokWeを例にとってみよう.

これは「目で、追った人J(c王Lat.s珂uorf私は後を追うJ)という原義からGk.woide 

とほぼ閉じように「見て知っている人」を指す.57 ヒッタイト語ではこれが「知

っているJとしづ意味例虫立した動調になった.これに一人称の指標・H2e[10.116]

と現在の指標・i【10.138]を加えれば勾:ok唱がiとなり，ここから回目.s必♂「私

は知っているJが得られる.ゴート語にも同じ形態があり，規則的な発達によ

って sahWになるが，その意味は過去の「私は見たJ(E. 1 saw)となるためにーi

が加えられていない.

10.124 ゲルマン語では活用が「行為名調」と「現出者名調jから作られた形

態のまとまりから形成されており，後者は最終的に完了(結果)から過去の意

味に転じた.ラテン語とケルト語でも古い「現出者名詞」が過去に転じている

が， f行為名調」から派生した一部の形態もこのH寺制の形成に加わっている.

事件形と状況形

10.125 ギリシア語やサンスクリットのようなその他の言語の場合に，異なる

二つの動詞ではなく，三つの動調を結び付けてーまとまりにすることで「活用J

が形成された.そのうちの一つは「現出者名調j に由来する，後の完了である

が，残りは古い「行為名詞jが二つに分かれたものである f活用」の下にまと

められると，その一方は伝統的な呼称で言う「現在形J(prおent)となり，他方

は「アオリストJ(aoriste i9となった.

アオリストという用語は現代の読者には何のことかよくわからないことだろ

部いわゆる hi活用動詞.現在一人称単数形で語尾に・miではなくーhiを示す動詞群.
57 Wa:色町はEホ鎚kW_に1.to follow; 2.ぬpe悶 ive，see (> E. see); 3.旬錨y，川町(>E. say)の3
語根を区別するが，恐らくこれらは単一の語綬とみなし得る.
58古ヒッタイト語には予想される語尾・he(*-haiくたH:ze-i)が現れるが，・mi変化との均一化
によって後に-hiがー殻化したらしい.Cf. e. g. Held et al. (1988: 44)，対戒・吉田(1990:49ff.). 
59本来ギリシア文法の用語('aap四:oc).'op紅白)“devide"に否定のa-(<可)と分詞を作るーτー
を加えて構成され， r限定されなし、」を原義とする.r不定過去Jや「非限定過去Jとも.
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うが，別に恐れることはない.逆に「現在形jはそのものずばりに一つの時制

を示すように思えるだろうが， r現在形」の過去があることを知ればちょっと驚

くことだろう.混乱を避けるために，ここではもっと明示的で，問題の事実を

うまく表現する奏家呼称を用いるのが得策である.そのために使用することば

が多少増えてもしかたがない.

「行為名調Jから出た二つの動調のうち，一方【=アオリスト】は一時点の，

あるいはそうみなし得るような蔓盤(ev，白ement)を指し，他方[=現在形】はプ

ロセスが持続する動的な些担(si飢甜on)を示す.

起源がどうであれ，動詞の表す意味が単一の行為ではなく状態である場合に

は，その動調は状況形として扱われ，意味上それに対応する事件形を欠くこと

が多い.ギリシア語でF.e田に当たる典型的な状態動詞もこれに当てはまり，

対応の事件形はないω. ラテン語その他では，その「あきま」が r"，-，になるJ

という意味の動調で埋められており，こうしてフランス語ではilest“heis"に対

する過去にil加が用いられるに至っている61

考えてみると，F.加がe闘のように存在を意味するとしたら， il f協同er彼

は殺された」は大して深刻な意味ではなくなってしまう.その独訳ぽwurdegetotet 

で用いられる助動調【werden】も r----になる」とし、う意味であって61フラン

ス語に逐語訳すれば<<Ild問 nt制かとなる.英語でhegot killedと言えば正確に

事件を表すが， he was killedは完了した行為(行為の結果)をも表す.

10. 126 事件形は，あるプロセス自体ではなく，プロセスの到来を表すため，

そもそも様々なモダリティーを表し得るわけではない.そのため，三つの動調

が合体して一つにまとめられる際，事件形の「アオリストJの枠を埋めるのに

あまり多くの様々な語の選択肢はなかった.例えばギリシア語では， r彼は飲ん

だ」の場合の「飲むJを表す pio-63のような非常に単純な形をした若干の語基

の場合を除いて，新たな「アオリスト」が形成される際には常に，基本的に+

曲現在三人称単数形を例示すれば'00-'τlCf. 1. sg. 'EtI1i <句mi<明 les・mi.アオリストには
yiyv'口問tr生まれるJ(*genうの対応形'f:'{EVロoを代用するしかない.
61 e. g. 3. sg. Lat. est， perf. fuit; Skr.ぉti，ωr.abhut.補充に句，heu_(10. 135)が用いられている.
臼<G mc.ヘ問中m初回ome"(E.wo油1)< a *wer-t-加畑n，bend" : cf. Lat. ve而“I仙rn"，Lith. 
vii'sti (< *vrt-t-)‘'tobe∞me"， OCS Vloteti s宅(<*可t毛-)''to tum"， vremc (< *ve武・men)市 ne"，etc.
日1.sg. pr.泊四， aor. Emov.ゼロ階梯の語根にdかと語尾を加える形成法は第二あるし、は
thematic aoristと呼ばれる.鼻音接中辞・n・と加音e・については10.128，10.139参照.
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を有する形が用いられる“:例)e-I百十a["私は解き放ったJ.事件形と状況形の

対立が発達しなかったラテン語とケルト語では，この・sーを有する形態が完了と

結びついた.Lat. uexit (く*wegh+H2bi+t)65「彼は運んだJを参照.ガリア語に

もlegasit66 ["彼は置いた」なる形がある.

10. 127 これは，持続性を持つ状況形の場合にはあてはまらない.このような

動詞は持続性を保持しながらも，出発点あるいは到達点を含意し得る.例えば

E伊巾r["運ぶJ，及ひ、emporter["運び去るj とap伊蜘「運んでくるJを参照の

こと.下記のように，事件は矢印のない点で表し得るが，持続的な状況は点と

矢印の組み合わせで表記されよう.

.~ ーーーー昔，
一一ー-

10.128 ["活用」が形成される以前にも，同じ語根あるいはすでに存在する誇基

を用い，新たな動詞を派生する方法がいくつかあった:

接尾辞の付加 (-yo-， -eH]・"'--eH2・，ーはか~咽kcト等); 

-n・の付加(Lat.li・n-quo["私は残すJ(cf.完了Lat.liqui)のように接中辞とし

ても， Gk. deik-n-u叩 i["私は見せるJやdu-n-a-mai["私はできるj のように

様々な拡大を伴う接尾辞としても，あるいは Gk.la-n・b釦・o["私は隠れて

いるJ(対応のLat.la同は4・を欠く)のように繰り返されることもある); 

初頭子音の重複(i.e.Gk. di-dふmi["私は与えるJ). 

これら様々な方法の意味は言語によって，あるいは時代によって一定しない

が，これらはすべて，ここでの呼称で言う状況形であったと考えられる.

10.129 ギリシア語とサンスクリットの「活用」からすると，事件形と様々な

状況形のうちのーっとをベアにするプロセスがあったことがわかるが，その際

事件形とベアを組む状況形は言語ごとにまちまちだ、ったらしい. r残すJを例に

取ると，事件形である「アオリスト」はギリシア語とサンスクリットで一致し

ており，キe-likW，かであった:Gk. elipo-， Skr. arica-[<匂-likW-e-;9.12，9. 17].他方

64 このタイプは第一あるいはシグマのアオリストと呼ばれる.接尾辞-s-の本来的な機能
と発達に関してはWa耐ns(1962)，O町 田 早 冊8(196η，0白血(1995)に詳しい.
日母音延長についてはW地凶(1962:均を参照.ホwerf-‘'togo，回sportin a vehicle"はあら
ゆる印欧語派に文証され(11.33)，馬車が印欧人古来の移動手段であったことが窺われる.
面 Cf.Lewis-Pedersen (1937: 29f.). *lerf-加 lie，lay"は全欧出或lこ見られる:Ok.同pc“凶"，
Latl低 回、ed"，Oo由.Ii伊n''to lie"， OE lic伊 1(E. lie)， OCS leZati守口lie"，此.
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状況形(いわゆる「現在形J)は異なっており，ギリシア語では事leikWo-より leipδ

「私は残すJだが，サンスクリットでは*li-na-kWより ri早紘ti"r彼は残す」であ

る.ラテン語の状況形linquδ(完了liquiとのみ対立する)は*li-n-kWcトに糊り，

これはサンスクリット形に多少似ているが， -sa・ではなく+が，末尾には接尾

辞+が用いられている.ゴート語形【leihwa】もギリシア語の場合と同じ*leikwo

に端を発するが，これはラテン語の場合と同じく完了(【l仙IW;lGk.le-Ioip-aと

同じく *loikW-より)とのみ対立する.

10. 130 既に述べたように，その意味の関係で，例えばR釦芭のような一部の

動調については対応の事件形が見出しにくい.ラテン語で釦唱に当たる動詞lessel
のように【10.125)，起源のまったく異なる複数の動調を組み合わせることで対

応形を得た場合もしばしばある.これを補充法(suppl剖叩)と税?する.例えばギ

リシア語で「食べるJは，完了d剖oka"，現在形郎副o，未来形剖omaiにおい

ては，Latedo，E.叫にも見られる語被*00・から作られた形で言い表されるが，

アオリストにはephagon"が用いられており，その原義は明らかに「むさぼる」

である.ラテン語では事件形は完了を用いて表現されるが， fero r運ぶ」はこ

の形を欠くため補充の必要があった.そのため ω出「持ち上げる」の完了 ωE

が借用され，後者は両方の動調に用いられた.

10. 131 r活用」というプロセスに関して，印欧諸語を三つのグループに分ける

ことができる.その第一は，この現象が欠落しているグループで，ヒッタイト

語を代表とする.第二のグループには西方のゲルマン語，ケルト語，イタリッ

ク語が属し，活用は完了形と状況形という相対立する二形態のみで形成される.

ここでは完了が古い「行為名詞」の一部の形態と結果的に結びつき，過去形へ

と転じる.状況形はいわゆる「現在形」であるが，他の時制を表す場合もある.

第三のグループは主としてギリシア語とインド・イラン語が属し，完了，事件

形，状況形という三つの相対立するタイプを「活用Jにまとめ上げている.

時制

10.132 これまでは古い剛吃における動調の時制(temps)の存在を考患せずにお

いた.現代諸語の事情を判断材料から排除するならば，発話時点と一致する時

間帯，その前の時間帯，その後の時間帯に，すべての行為を配置する必要など

ないことがわかる.経験を言い表すのにこのような配置が必要ならば，何か適
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当な副詞【例)r昨日J，r来週」等】でも用いれば事足りることであろう.さら

に次の点を指摘しておこう.現代印欧諸語において，加えてその他の言語にお

いてもかなり広く，現在形と呼ばれる形態があるが，これは単に持続するプロ

セスを意味するに過ぎず，過去の行為に対しても未来の行為に対してもまった

く問題なく用いられA尋るのである.過去を表す場合は「歴史的」現在とか「物

語体J現在とか呼ばれているし，未来を表す場合の例としてはF.demain， je pars 

pourNewYo水「明日僕はニューヨークへ発つJやE.when he comes (1 shall...)等

を参熊されたい.時制がプロセスのモダリティーとみなし得ないことは明らか

である.そうみなされるのは，例えば，上で動的な状況の様々なタイプを取り

扱った際【10.127]に触れた次のような事象である.すなわち，開始される行

為，持続する行為，完結する行為であり，さらに繰り返される行為や，あるい

はまた達成という観長で把握される行為(事件形)や完了した行為等，動詞の

アスペクトと呼ばれるあらゆることを加えることができる.

10. 133 時制の表現がどのようにして最終的にアスペクトの表現と結びつくよ

うになるのか.この点については以上からおわかり戴けるだろう.空腹でない

ことを伝えようとしてj'aimanger私は食べた」と言えば，その意図は問題なく

伝わることだろうが，この発言の直前に実際に食事をしたばかりだという意味

にももちろん取れる.完了は，恐らく散発的にだろうが，実際に，過去の意味

に転じやすいのである.

10. 134 事件形の場合，完了アスペクトから過去時制へと転じる発達プロセス

を想定する必要もない.論理的に言って，及び以前から言われてきたことだが，

現在における事件を言い表すことはできない.事件を認識し，言い表すには時

聞が必要なため，その事件は必然的に過去のことになってしまうからである.

例えば【現在の事件を表現すべく】伽加由旬iUchelepl曲 nd>>rボールが天井に

触れる』のようには言えない.こう口にした瞬間にボールはもう床の上だから

である.これはギリシア語にも確認され，ここでアオリストは常に過去を表す.

その例外は，時制が無関係の文法的文脈，すなわち不定法の場合である.例え

ばアオリスト不定法の phagein[4.8]は「むさぼるJを意味し，時制に関わり

を持たない.

10. 135 このように動調のアスペクトは時制的暗示を常に含んでおり，言い表

される行為のモダリティーが多少損なわれてでも，この暗示が重んじられる.
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さて，はじめに形成される時制は過去形であるのが常である.ある意味では，

唯寸晶去形が(現在形と閉じく)仮定的でないと言えるからである.

本来的な意味での未来形はこれらよりも稀だが，それは未来が意識の中では

欲求や義務と結びつきゃすく，これらの欲求や義務が前面に出やすいからであ

る.これは英語の will と shall にも言える.これらはもともと r~ したいj 及び

r~ねばならなしリという意味であるが，特にその前者はほぼ完全に未来化し

ている.それに比べて， want toとhaveωでは欲求と義務が主要な意味のまま

である.ラテン語の未来形は願望形(desid的 tit)に起因する場合と， ドイツ語で

助動詞werdenが用いられるのと同じく， r~になるJ とし、う意味の-b-(牢bheu・)

を加えることによって表される場合(例:amabo r私は愛するであろうJ，正直debδ

「私は見るであろうJ) とがある67

法

10. 136 上のような形態から明らかなように，時制と法(modes)との境界は実

に不安定なものである.法的にゼロである直説法を除くと，いわゆる人税呼去(modes

personnels)68 ，すなわち本来的に動詞的な法のうちで，印欧語全域に見出される

のは命令法(imp伯尚の一つだけである.サンスクリットには双数を含めて 9

つの人称形が揃った完全なパラダ、イムがあり，ヒッタイト語は6つの人称形の

やはり完全なパラダイムを持つ69 このような場合もあるが，その他の言語で

はパラダイムの一部が欠けていることが多い.例えばフランス語では話し手を

除いたその場にいる人に話し掛ける場合に限られており，したがって二人称単

紘一人税禎数，二人税複数の形しかない.もっとも恒常性の高い形態は二人

称単数形であり， F. donne! rくれ」やva!r行け」のようにこれはしばしば裸語

基と同形となる.E.let him go!やletthemdo!のように助動調が補われている場

合もあるし， F. dis-donc! r言えったら」のdoncに類する副詞的な助詞によって

強調されることもある.喝なる要素はその一例であり，これはサンスクリット

67伝統的な分類法で言う第一，第二変化では・与を，第三，第四変化では願望形由来の毛・
(ただし 1.5g. -am)を用いて未来形を形成する.古期ラテン語に見られる -5-(-5吋による
未来形ωpsõ~ωIpiõ)， fax，白(faciめ，am忌so(副 o)等も願望形に由来する.サンスクリット，ギ
リシア語，リトアニア語，アイルランド語にも+による願望形あるいは未来形がある.
甜フランス独特の概念.不定法と分詞で構成される非人称法と対立する.
日ヒッタイト語は命令法一人称複数形を欠く.
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とヒッタイト語で三人称単数・複数形に付加される.しかし，このような要素

は不安定であり，いくつかの言語に見られるに過ぎない.Lat α量speti-tδ 「明日

求めよ」に見られるーのに終わるいわゆる命令法未来形は興味深いケースであ

る.この-toは指示代名調の奪格，つまり tOOに他ならず， rこの(瞬間)からJ，

「これから先j の意味を持っと考えられる70

10.137 印欧諸語に現れるその他の法のうち，もっとも広い分布を示すのは希

求法(optatif)であり，ここには非常に特徴的な指標-y-が現れる.一連の言語に

見られる，いわゆる接続法(subjonc的の起源は，場合によって千差万別と言え

る.例えばフランス語の動詞釦'e"to be"の接続法soitは希求法に由来するが，

savoir r知っている」の接続法 sacheは願望形から来ている71 接続法とし、う名

称からすると，従属節の中でのみ用いられる法というような印象を持ってしま

うカ~72，フランス語の場合だとこれでほぼ充分とはいえ，これではその情報能

力を大きく制限することになってしまう.フランス語ではこの能力がとても弱

い.何しろ，接続法が用いられるのは主として他の法が使えない文脈において

であり，またそれだけで違いが表示されるような場合併cherchequelqu'un q凶

sache… r~を知っているような人を探している(そんな人はあまりいなし、)Jと

jechぽ'chequelqu'un qui sait・..r~を知っている人を探している(実際にそんな人

がいる)J)に，安心して接続法が使えるのは，不規則動詞の場合か，直説法と

接続法の形が異なる場合(複数ー・二人称)に限られているのである.

hicetnuncの現在形

10. 138 上にも角射もたように [10.132fI]，多くの言語における動調形態を用い

た過去の表現は，直接・間接的に事件的あるいは完了的アスペクトの表現に由

来する.これは印欧語にもあてはまることである.印欧語て泊去と現在との対

立が生まれたのはかなり早期のことであり，この対立は異なる二つの方法で表

70 Cf. OLat.品d，Skr.・副，Gk.-'[，ω.この要素を指示代名詞奪格とみなす説は古く， Szem耐 nyi
(1990: 264)によればGaedickeなる人物が既に1882年に指摘しているらしい
71 F. soit < Lat sit (接続法).詳細は省くがLat.i>VLeはアクセント下で長音化，二重母音
化と異化を経て，規則的にF.oiに至る.希求法の古形を保持したOLat.siet(<本s-y-eH，-t)は
複数のsi-・(<事s-y-Hd'こ均一化された(p:油ner1954: 278).他方， F. sacheはLatsapio(回pere)
初回ぱ'の未来形sapiam>VL叫 iaに由来する.半母音の・i・日]が唇音の後で歯擦音凹に
転じ，その後唇音が失われた結果である.Bourci，ロ(1937:45， 57f.， 234f.). 
η Gk.、7tOta悶U<OC> Lat. sul訪問ctr刊 Sは「下lこ結びつb、た」→「従属節の(法)Jを意味する.
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示されたと考えられる.その第一の方法は iなる要素を加えることであった.

これは，ことばが発されているその場あるいはその瞬間に何かがあるいは誰か

が存在することを積極的に表示する.Gk. houωs噛益"の強調形h凹 ωs-iについ

ては上にも触れた【10.38].このiを用いることによって，いわば「今ここにj

(Lat luc et nunc)の現在形が表記された.すなわち現在であることを積極的に表

記した現在形である.

このiはかつて長期にわたって独立した要素であったことが窺われるが，そ

の根拠は iの分布が言語ごとに大きく異なっている点である.もっとも広い分

布を示すのはヒッタイト語であり，起源に関係なく，あらゆる現在形の人称形

態に-iが付加される.これは，過去と対立するすべての場合にあてはまり，し

たがって直説法では4が用いられるが，命令法では用いられない【7.11]. 

その他の言語においてこの-iが現れる，あるいはその痕跡が見られるのは，

単数と三人税複数に限られている:例)Skr. 1. sg. bhavi面世， 2. sg. bhav，叫 3.sg. 

bhavati， 3. pl. bhav佃姐【<*沙問_f......になるJ].ギリシア語の場合， ti，血耐首「私は

置くJ(<*-dbeH1・)のような子音語基動詞の一人称単数形には現れるが，luo f私

は解き放つ」のような母音語基には見られない?3

中動相(以下に詳述)においては，語尾末の母音と -iが統合して二重母音の

引が生じる【10.145].ギリシア語でこれが現れるのは能動相で・iが現れるの

と同じ人称のときだけである:tith聞凶「私は自分のために，自分のほうに置くJ，

U由民ai，ti御凶，tithen凶.他方サンスクリットでは一人税権数と二人税槙数にも用

いられる:bhav面抽.e，bhava品lVe(・.・ -e<悩 )74.

完了の場合，当然ながらこれはもともと現在形であるから，末尾の-a(<札H2e)

にiが加えられてたaiとなり，これがLat.uixif私は生きたJの-iとして現れる.

ギリシア語とサンスクリットにおいて完了で*司令Skr.e)が見られるのは中動

相に限られる.

η 一人称単数の語尾は母音藷基(いわゆる血ematic)の場合・o，子音語基(いわゆる柑lematic)
の場合・m+・iであって，前者にはhicetsuncの・iは付加されない.Skr. 1. sg. -amiは血m叫 c
の-a(<句)にathematicの-m+・iをさらに加えた改新形.他方， Gk. 2. sg.喝u;(< *-e-s-i +・.s)，
3. sg. -m (< *-t-i)， 3. pl. -OtlO1. (< *唱咽t引こも・iが見える.2.sg.は母音聞のsが脱落し， i跡。矯

正によって人税構諜sが再度付加された形.・世>-siはアッティカ方言の特徴.3.pl.では摩
擦音の前でnが失われて先行母音(0)が代償延長(o>百)されω と綴られる.
74サンスクリットでは中動相現在は双数の場合を含めてすべての人称形末尾に毛<*引を
有するに至っている.またl.pl.の4・はl.sg.の類推による.
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加音

10. 139 伝統的な呼称では，上記のような-iが加わった語尾を「第一次」語尾

と，それに対してこの-iを欠く語尾を「第二次」語尾と称している.このよう

な呼称が採用されていることからも窺えるように，本来的には有標であった-i

を有する現在形が普通の「現在形JIこ，すなわち時制に関して無標の動詞形態

となった.この発達により，当然，過去形は意味的に有標と感じられることに

なり，そのためこれに形式的な指標を加えることが誘発された.この結果，現

在と過去とを区別する第二の方法，すなわちいわゆる加音(augment)が生じた

のである.

こうしてギリシア語とサンスクリットで過去の意味を持つ形態の前に副調的

助詞*H1eが置かれることになった:Skr. a-bhavam ["私はなりつつあった(未完

了過去)J， a-bhuvam ["私はなった(アオリスト)J，Gk.e・lipon["私は残した(ア

オリスト)J， e-ti血en["私は置きつつあった(未完了過去)J.古い完了がアオリ

ストに転じた場合も，意味は過去であるから，同様に加音が加えられる:Gk. 

e-the-k・a["私は置いた(アオリスト)J. しかし，現在形の一種としての完了は

加音を持たない:(w)oida ["私は見た，知っているJ，le-luka ["私は解き放った(今

解き放たれている)J .他方，完了の過去たる「大過去J(plus-que-parfait)には加

音が加わる:e・le-luke["かつて私は解き放った(かつて解き放たれていた)J. 

さて，現庄形の iの場合にも増して，加音を用いる用いないは長期にわたっ

て話者の自由であった.興味深いことに，上に例を出した二言語の他に加音を

示すのはアルメニア語とプリュギア語のみである.この点から言って，この加

音現象は，紀元前第四千年紀から第三千年紀にかけて，黒海の西側に位置して

いたと考えられる印欧諸部族に生じ，その集団内に広まったのだと考えられる.

その北東にはバルト人やスラブ人の祖先が，北西には西欧人，つまりケルト人，

ゲルマン人，イタリック人の祖先が，そしてもちろん小アジアにはアナトリア

人がいたが，この現象がこれらの人々に及ぶことはなかった.

非人称法

10. 140 古い行為「名詞」と現出者「名調Jは人称語尾を加え，動調となって

他と区別される栴宝となったわけだが，これに伴って，行為それ自体，あるい

は行為に能動的あるいは受動的に関与する成分を表す，純粋に【広義の】名詞
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的な形態が必要となった.こうしていわゆる不定形と分詞と呼ばれる形態が生

じることになる.

不定形は語派ごとに大きく異なる.ギリシア語には様々な不定形があるが，

もっとも生産的なのは・nに終わるそれである:legein r話すJ.ラテン語で用い

られるのは+を有する形態であるが，これは【母音聞で】規則的に+に転じ

る【=ロタシズム】:l<唱悶「読むJ.

分詞の場合には語派聞の相違が少ない. r現在能動分詞Jと呼ばれる・砕を含

む語基はサンスクリットにも(bharant-“伺町ing'勺，ラテン語にも (ferent-)，ギリ

シア語にも(ph的時)，スラブ語にも (OCS蹴Qat-'"く *nesontiJう，ゲ、ルマン語に

も(OEberend-)見られる.

ギリシア語とサンスクリットには・m聞かあるいは・moncトを持つ中動あるい

は受動の「現在分詞」があるが，これは他言語では形容司，あるいは名詞に転

じている:Lat. alu-mnu-s r教え子J(より正確には「育てられる(人)J ;くalo

「私は育てるJ)，Lat街泌nar乳を与える人【=女lJ (<吋lhe(i)，cf. felare r吸うJ，

filius r息子J; cf.11. 12). 

ギリシア語とサンスクリットの・.wes-，-WIω・(-wet，・， -woトと交替する76) で作

る完了分詞も同様であり， Goth. weit-wots"，n r証人jに至っている.Gk. (w)oide 

「彼は(見て)知っているj を生んだ単純形*woide【現出者名詞】も古くはこ

れと同じ意味であったと考えられる.

10. 141 ラテン語及びロマンス語の完了分詞を形成した-10-なる要素は，もと

もと必ずしも受動の意味を持っていたわけではない :pふ旬開sr飲んだ(人)J，

M・ω~s r黙った(人)J. これは4に終わる「行為名詞」から作られた形容調で

あった.*戸:H3-t(>傘po-t)r飲むことJ，*戸:H3・.t-o(>*pふ-1-0)r飲むことに関係し

たJ.

7S形態的な対応を重んじればOCSberQSt-< *beronti・百地ずを記すこともできる.
76この交替の条件は知られていない.ミュケーナイ・ギリシア語の段階では+を有する
形のみが文証され，またギリシア語とサンスクリットでの-8，ーと+の分布もまったく一致
しないため， Szemer白が(1990:347f.)は+が古来の形であって， -1-はギリシア語，サンス
クリットなどで別身に生じた改新形と見るが疑問が残る.指示代名調における+と+の
交替(10.35ff.)がヒントになるかもしれない.
ηei [i:]. * 明id-加SIa"+-wot・に由来し，文字通りの意味『見てしまった(人)Jを忠実に
保つ.第二音節の長音は語尾・sの脱落に伴う代償延長の結果であり，後に再度付加された.
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相

10. 142 相(あるいはまた態 voix)，あるいは学術語を使ってデ、イアテシスと

言えば，まずはじめに頭に浮かぶのは， iI tue“he kilIs" ，....__ iI est旬6“heis kilIed"の

ような現代諸語の能動相(actif)と受動相(passif)である.フランス語にはいわゆ

る「過去分調」を用いない真の受動相がない.ここからiIest旬長のような媛味

な構文が生じる.これは「彼は殺されてそこにいるj (完了)と「彼は殺されつ

つあるj (動的な状況形)とし、う，大きく異なる二つの意味を表す.ドイツ語に

はerw凶 getotetr彼は殺される」のような，確かに迂言的だが，はっきりとし

た受動相があり，これを仏訳するなら <<onIe加ωがもっともよい.北欧語には

D血.han dr混同「彼は殺される」のような別の動詞形態があるが，この他にド

イツ語をなぞ、ったh釦 bliverdr窃:btr彼は殺される」もある.イタリア語でこれ

に相当する vieneucciso r彼は殺される」も暖昧ではない.英語ではgetを助動

詞に用いることでこのような混乱を回避できる.he got kilIedはまごうことなき

受動相である.

受動相の代わりにしばしば再帰構文が用いられる.例えば英語でEnglish(is) 

spok，田，フランス語でonparle飢 .glaisと言う場合に，イタリア語ではsiparla inglese， 

スペイン語ではsehabla inglesと表現する.

これらすべては明確な受動相を得ることが難しいことを物語っている.能動

相の他に本当に必要なのは，行為の現出者が明示されないような構文である.

その理由はそれが誰か分からない場合もあろうし，言う必要がない場合も，言

うつもりがない場合もあろう.Lej紅d凶ぽafermelepo血iIr庭番が門を閉めたJ

と言えばすむところを，わざわざ動作主を明示した受動相を用いてIepo瑚iIa挺

島町lepar Iej紅曲世釘「門は庭番の手で閉められた」などと表現するのは意味のな

いかっこつけというものである.

10.143 以上より明らかなように，印欧祖語に受動相は再建できない.もっと

も古い言語であるヒッタイト語，ギリシア語，サンスクリットには， r中動相J

(moyen)とし、う一風変わった呼び方をされる相がある.中動相の意味はほぼ再

帰動詞のそれに相当し，そのため，受動相に当たる表現を行うのに用いられる.

加えて，行為に対する動作主の関わり方が一点に集中せず，外向的でない場合

にも，やはり中動相が用いられる.木を切る場合を考えてみると，斧を打ちつ

けても，それによって生じる変化は動作主には及ばない.ところが，誰かの後
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を追っている場合だと，動作主は追われている人と同じだけ行為に関わること

になる.誰かのまねをする場合なら，まねされる人よりも動作主のほうが遥か

に直接的に行為に関わっている.このようなわけで， 1後を追うJはギリシア語

では通常，ラテン語では必ず「中動相jの形態を取るのである:Gk. hepomai， Lat. 

sequor. 1まねるJ(Gk. rr歯前omai，Lat. imitor)や「食べる， (栄養を)摂取するJ

(Gk.出:phomai，Lat. ues∞r)等についても同様である.

10. 144 上でLat.s明uorや耐語torの場合に見られたように， 1中動相jのみで現

れる動詞がある.これらは伝統的に「異相動詞J(deponen臼)と呼ばれる.

10.145 1中動相Jはその旨の表示がなされ，もう一つの相，あるいは相がない

場合 (1受動相Jの反対のように「能動相」と呼ばれる)と区別されるが，その

方法は言語によって様々で、ある.上の例では*sekWo・「後に従う」なる語基に「中

動相J一人称単数形でギリシア語は・maiを，ラテン語は-rを加えている.

語尾のGk.-maiには明らかに一人称単数の・mと現在の-1が含まれている.

過去形の場合，この・maiに対応するのは・moであり，当然ここには-iはない.

問題は-maiにはーoの代わりに4・が含まれる点である.完了の-a(く九H2e)の影

響が考えられるが，後に完了へと発達する現出者名詞を用いた構文には，行為

と行為の目的語が表現されない点 [10.101ff.】を考慮すれば，この影響にもか

なり合点が行く.

他方， 1中動相Jでは主語と目的語とが海然一体になっている.例えば Lat.

ues∞r 1私は食べる， (栄養を)摂取する」では主語は私であるし，【意味的に】

目的語も同じく私である.何を食べて栄養を摂取するのかは外的な状況であっ

て，ラテン語の場合F.<<d肪に当たる奪格で表される.Gk. h句omai1私は後を

追う」の場合には，ドイツ語でこれに当たるめ1genと同じく，普通与格が続く.

過去形の・moから期待される -moiが-maiで現れているのは，完了も中動相

も，このように本来的に自動詞的な性質を共有していたからであろう.したが

って，本来の「中動相」の語尾は，能動相の語尾プラス -0と考えられよう.

10. 146 ラテン語の・rは，上で-r/n・の交替を扱った際にも触れた非人称形

(impeぉonnel)に端を発する【9.120].今日でも R凶 I(彼は)行くだろう」に残

る語根ei-/i-1行く jを例にして説明しよう.ここから作った「行為名調」は*ei-t

である.これに接尾辞キ-enが加えられるのだが，この接尾辞は語末で・erとな

った.語末の *ntが・nに近づいたためである [9.116ff.].アクセントが接尾辞
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に置かれた場合、i-t・erは*i-t-erとなり，ここからLat.i町 r(人が通る)道Jが

得られる.アクセントが語根にあれば*ei-t-rから Latiturが得られる.これは

「人々が行き交う」あるいはほぼ「通行(が行われている)Jを意味した.-t-に

終わる「行為名調」は三人称単数形と角草釈され【10.113]，キlegcト「読むJのよ

うな他動詞に付加された場合， -t-町‘の形態は目的語(例えば読むもの)を備え

ることができた.そして非人称形に伴うこの唯一の付加要素は主語の形態を取

るに至る.つまり librumlegitur r (人が)本を読むJ(これも文証される)がliber

le扇町「本が読まれる」に転じたのであった.

こうしてー加に終わる形態は受動相となり，その特徴的な指標・(u)rが他の人

称に拡大した:三人称接数le伊nt・町「彼らは読まれるJ，一人称単数amo-rr私
は愛されるJ，一人称複数個曲nu-rr我々は愛されるJ.

この新たな受動相は「中動相」にも影響を及ぼした.ここからs岬 ntur(3. 8g.)， 

sequuntur (3. p1.)， s叫uor(1. sg.)， sequimur (1. p1.) r後を追う」といった「異相動調J

の諸形態が生じたこれらでは「中動相」的な意味と，動作主を表す主語が保

たれた二人称単数では， r異相動調」でも受動相でも，古し、「中動相Jの形態

制批(く*抑制屯)r愛するJが保たれた.母音聞の+が規則的に+に転じた

後，二人称に特徴的な-8が再度付加されて，*叩lare-s>翻副.-s[改新形】も形

成された.

10. 147 -rに終わる形態はケルト語にもよく残っている(ラテン語の場合と閉

じく受動相と異相動調).だが，その発達の経緯は一部異なる.例えば古アイル

ランド語の場合，異相動調だけは別個の人物守番尾を示す.受動相はすべての人

称でた智(ゾ.由ar)に終わる非人称形を保持し，人称は語中に挿入された目的語

代名調によって表示される.OIr.ωraid r (彼は)愛する」を例にすれば，その

受動相は-c紅白arr (彼は)愛される」であり， ncトm-ch紅白arr私は愛されるJや

ncトt-ch紅白ぽ「君は愛されるJのように用いられる.ここでnかは目的語代名調

-m・，-t-等を導く役割のみを負っている78

10. 148 トカラ語では・rの形態が「中動相」の変化に取り入れられ，人称形態

78代名詞と結合する際に同室結形(∞町unctfonn)・C釘が用いられる.語中に挿入される人
称代名詞(infixedpronoun)ーm-，-t-は本来対格のえ.me-，*・加・でありα..ewis& Pede間 n1937: 
215)， -carの初頭子音は母音にはさまれて緩音化(5.84ff.)し-charに至る.接頭辞のない動
詞の場合，・m-，-t-が語頭に立つことは許されないため，必ず語頭にno-が加えられる.
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は1.sg.-mおや，)，2.sg.品r(el)， 1. pl. -m;回，3.pl.-n回となる.ラテン語の場合と同じ

く，・智>3.sg.却巾)に終わる非人称形の拡大が行われているのである79

ヒッタイト語ではラテン語の場合と同じく，人税語尾の後に+が加わり，こ

れに法によってーiあるいは-uが続く80.ya.・ha・r-iはその一例であり， ya・「行くJ

に一人称の指標の占(a)・が加わる81 これは「中動相」の指標の一つである82

10. 149 ヒッタイト語やケルト語(Ir.berir r (彼は)運ばれるJ)，またLat.fi凶IIJl'

に対応する Umbr.fer百rrそれは運ばれるJ(接続法)には-t-を欠く形態が見ら

れる.これはいくつかの点で問題である.このような場合に， -r (く*-n)と結合

しているのは+に終わる「行為名詞Jではなく，完了の語基，すなわち母音に

終わる古い「現出者名詞J(例えば*woide)だと考えられよう.この形成法が

わかりやすいように-rを<<i!yωr~がいる・あるJ と訳せば，このような結合

はいわば r~をした人がいるJ，つまり「人は~をした」を表すことになる.

だが， -rを持つ「中間・受動相Jは完了に現れない.Lat. sequor r私は後を追

うJの完了は複合形のsecutussumである.Ir. caraid r (彼は)愛するJの中動・

受動相は現在形だと 4紅白arだが，その完了-caradは・rを欠く. トカラ語とヒ

ッタイト語で、は完了がその本来の意味を失っている83

とは言え，サンスクリットには，能動相 ca-kr・世.84 r彼らはなしたJ，中動相

ca-kr-ire r彼らは自分をなしたJに見られるように，完了の三人称複数形に・r

を持つ語尾がはっきりと現れる.ここから，未完了過去a・da-dh-ur84r彼らは置

いたJやアオリスト a-d-ur84r彼らは与えたjのような過去の諸時制に・rの語尾

79すでに第V章訳註 16(p.64)にも記したように，原著者はTωh.aをaと転写する.この
母音は子音の支え母音として用いられ (e.g.Kr百聞&Thomas19ω:47;A由ms1988: 30)， 1.， 
2.3.sgの末尾10.10えられた(a)はこれを表記したものであって通常転写の際には綴らない.
I.pl.-m回は -m回(=・m世的の3.pl.-n回は・ntar(=・闘ののそれぞれ誤記と恩われる.1.，2.， 
3. sg.に支え母音を加えるなら，これらも-m白巾，)，-n旬巾)と記されるべきである.また，
ここに触れられていない2.pl. A -car， B -銭rにも同様に・rの添加が見られる.
曲直説法現在ではi(hic et nunc)を，命令法ではuを加える.ただし前者の複数一・二人称，
後者の単複二人称は-r+i/uの形を欠く.また命令法には一般に一人称複数形はない.
81 Hitt. ya.・は恐らく IE*H1ei-加 go"のゼロ階梯に接辞*唱H:r>*-a.・を加えた形.続く・ha

は現出者名詞に加えられた本来的な一人称単数語尾 *-H~(10.116) の規則的発達.
包能動相には原著者の呼ぶ行為名詞(→i吋unctive)由来の・miと現出者名詞(→完了)由
来の剖のふたつの活用タイプがあるが，中動相では後者のタイプのみが用いられる.
幻トカラ語では完了はアオリストとともに過去形を形成するほか，接続法や命令法に転じ
た場合もある.ヒッタイト語の場合，完了は一般にhi活用の現在形に転じている.
血連声(Salll<lhi)により絶対語末で末尾はbとなる.
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が拡大した.ラテン語の完了三人税槙数位田mtとdixereにも同じ意味の・rが

見える.ヒッタイト語では過去の三人税複数は規則的に-erに終わる:w-er i彼

らは来たJ，Pぬs-er í~皮らは守ったJ.

以上より，完了の語基から形成されたq を持つ非人称形は三人羽根数の意味

を帯びることがあったと考えられよう.E.出ey鈎yが F.<<on dit>> i ~と言われて

いる」を意味するように，三人称接数形が非人称形の意味で用いられるのはし

ばしばあることである【10.117). 

中性名詞

10. 150 上で名調の諸形態を取り扱った際，中性名調も文法性の一つなのに，

これについてはわずかに触れただけだったので不思議に思われたかもしれない

【10.15).既に述べたのは次の点である.女性名調の場合には一致が唯一の基

本的特徴だが，中性名調が最終的に女性と同様に一致に関わるようになれば，

中性名調と非中性名詞の本来的な相違は，中性名詞が主語の形態と目的語の形

態を区別しないという一点だけになる.例えば中性名調Lat.animalは，それが

走っている場合(主語)にも，人がそれを見ている場合(目的語)にもこの形

のままである.同様に複数形の組imaliaは形態の区別なく主語としても目的語

としても用いられる.どうしてこのような名詞の他に，主語と目的語を形式的

に区別する名詞，すなわちLat.dominu-s ~ dominu-m í主人J やd凶-s~cïue-m

「市民J のような男性名詞，あるいは nuru・S~ 1l削叩「義理の娘j や白血a~

白血Ul-mi女」のような女性名詞も存在するのかを理解するには，様々な文脈

諸要素との関係における動調的な，あるいは「動詞以前のJ諸形態を結び付け

て「活用」が形成された，その経緯に立ち戻らねばならない.ご承知のように，

動調と名詞とが区別されない言語状態において，このような形態は厳密には動

調でもなければ名調でもない.だが，このような未分化の単位が表した文脈と

の関係は，名調的な訳を用いたほうがわかりやすい.かぎかっこを付けて「行

為名詞」や「現出者名調」等と記すのは， i名詞」がこのような意味で使われて

いることを明示するためである【10.1∞1 
10. 151 おなじみの語根ぜlWenをもう一度取り上げよう.ここから行為名調
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事ren・t・(Skr.凶 1-i8Sr (彼同殴るj)が作られ，さらに一人称の助詞を加えれ

ば*ren-t-mo>*ren-moが得られる【10.11Off.].この形態はこの形のままで

は現れない.このままでは語根はこれに続く所有代名調的要素に影響を受けて，

音的に乱れかねないからである.つまり，ren-tでは+が保たれるが，*ren-mo

は-m-を持つ事rem-moに転じやすい.そのため，これらの形態はより安定性

の高い派生形に置き換えられることになった.*ren-ycトはその一例であり，

ここから Gk.白血or私は殴るJが導かれる86

10. 152 牟ren-moという形態は，ほぽ「私の殴打Jとか「私が行う(死に至

るほどの)殴打」のような意味である.ここで行為の主体は・moが表している
あるじ

が，主体が名詞の場合には助調の掌esが用いられる.例えば「主，王j を意味

するキregを用いた場合，次のように言う【10.21]: 

*g附田・treges 「主からの・主による殴打(がある)j

【主が殴る].

殴られる人あるいは物も表現したいなら，これをただ「殴打」の前に置けば

よい.このような統語関係とその表示はLat棺i∞，lar農夫」のような複合語に

も見られ，この場合・∞1・は耕作を表し，棺4・(<agro-)は裸形態で属格の意味を

持つ【10.18](230頁の表の属棋を参照).例えば，野生の動物を表したと考え

られるぜwer(cf.Gk.愉「野獣j，∞Szven..fl7(同)， Lat.伽凶「野生のJ(<・gwぽ・
0・))を用い， mcetnuncの4を加えれば，次のような発話を再建できる:

*reg回 gwぽren・.t-i r主による一野獣(の)ー退治ー今この瞬間(ある)j

【主が野獣退治をしている].

*regesというシンタグマは*reges>蝕 sに至り， ksをxと書けばラテン語の

「王j (単数主格)となる【4.12].

お問題の行為名調に恒Cet nuncの・iを加えて作られた現在三人材単数形.IE gnvは一般に
Skr.ghに対応するが，前舌母音の前ではtと合一してSkr.h (有声のh[勾)となる.
掛 IE*gnvenyo治、らメタテーゼを経た形.IE *tf"はGk.φ，， 9，χ(前舌母音の前ではe)に対
応する.メタテーゼしない形はL油.伊曲(<*genyo)r'J棋を払うjやOCSZi.njQ(<市 市 +
-m<ゼロ階梯*gvya)r)(1jるjに見られる.また， -ycトではなく dかを加えて語根の安定を
得た形がI瓜 (of)fendo(<事件“昭国t"+ *tf"en-do; cf. E.o飴nd)等に見える.
前両穏とも主格ぜwer-s>ぜw軍rでの母音延長を一般イヒしている.またOCSは・i・を新た
に加えた.
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状態名詞

10.153 -tを有する「行為名調jの他に， r状態名詞J(noms d'e凶)を想定する

必要がある.これには語基が語根に等しい明)esr前回のような語もあると

考えられるが，これはまた派生によっても形成され，その際，例えば接尾辞*-eH)

>毛が用いられる.*lat-eH) r潜在，隠れていること」あるいは*lubh-eH)r好み，

評価Jを例に取ると，これらは後にラテン語でそれぞれlate-t， lube-tあるし、はlibe_t88

として現れることになる.r活用」がまとめ上げられる際に， r行為名調」への

形式的同化が生じ，三人称の語尾・tを加えられたのである.

このような状態名詞と文脈との関係は，上で相i∞lar農夫」の場合に触れた

のと同じように表され，先行要素が属格的意味を帯びる.例えば:

キregH)es r主の一存在一(ある)J {主がいる】;

*reg lat-eH) r主の一潜伏ー(ある)J 【主が隠れている1

他の項が加わる場合には，間接的な形態が用いられる.例えば帰属の補語は

助詞eyによって記され，次のような発話が想定される:

*regey…lubeH) r主に一…一好み(ある)J【主は…を好む1

これは例えばラテン語でも mihilibet r私は好きだ」と表現され，好みを感じる

あるいは評価する人が与格で示されている.フランス語の号ame plait r私はそ

れが好きだJのmeも参照されたい89

10.154 語根*れnr殴打」から接尾辞e/oで「形容調Jを作れば*ghwener殴

打の(人)Jが得られる.後にアクセント位置によって区別が生じ，*ghWene> *ghwone 

は「殺した人，殴打の現出者」を，*ghWene> *ghWeno及びその類推形*ghwoncトは

「殴打の結果，殺しJを意味するようになった.後者からは規則的にGk.phono-s

が得られる【10.116庄).

現出者名調の*ghwoner殴打を行った人Jをキregr主j のような人の名称や

明2er私Jのような人称代名調と並置すれば，同→主の関係が表されることに

回側音と唇音の聞のuは恐らく[y]の段階を経て円唇性を失いiに転じる.Palmer (1954: 216). 
相同じく G.belieben， ge削len(e. g. Dぉ ge創Itmir)， R. HpaB即日1I(加"OMHe1明 BlITClI)等におい
ても好意を抱く人は与格で表され，好意の対象が主語となる.E.likeもかつては同様に用
いられた:It likes me. 
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なる.両項の関係は等式の二項にも似て，後代には連辞で表現されるような関

係として認識されたことであろう.したがって，これは一方の要素が他方に何

ら従属するような関係ではなく，形式的な指標は加えられない.こうして付加

要素のない次のような文が想定される:

regghWone 
あるじ

「主=殺した人j，

「殴打を行ったのは主であるj.

問題の人物が「一人称Jつまり「私j である場合，使われる代名調は疑似所

有代名調的な・moではなく，非統語的なH2eであろう.このような「現出者名

詞」と非統語的人称代名詞の結合から，後にいわゆる完了が生じることになる.

10. 155 上で、概観した基本的統語特徴が有効であった当時の言語状態にあって

は，名調語基の裸形態(例えば*reg) と人称代名調の非統語形(例えば-H2e)

は，後に動調となるどんな「名詞」とも，何の制限もなく自由に結合でき，結

果的に以下の三種の意味を表した:

1) r行為名詞」と並置される場合には受動主

(r主が野獣を退治しているj の「野獣j). 

2) r状態名調」と並置される場合には中心的な項

(r主の潜伏」【主が隠れている】の「主j). 

3)後の完了と並置される場合には，行為を行った現出者と，行為を受ける

受動主. ( r主=野獣を退治した人j [主が野獣を退治した】の「主j と

「野獣j). 

この形態はいわゆる絶対格である【10.20].絶対格は呼びかけたり名付けた

りする場合にも用いられるが，このような場合を除いて絶対格は実際に統語的

な意味を持ち，述語核の第一の限定要素となると考えられる.このことは，も

ともと動作主を必要とせず，単に「殴打(がある)jを意味する *ghWen_tのよう

な「行為名調Jとともに用いられる場合にも当てはまる.下記の例に見られる

ように，この場合に期待される限定要素は受動主である:

*'Iwergrw，田・t r野獣(の)退治(がある)j 【野獣が退治される].
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行語名詞から動詞へ

10. 156 -tを有する形態が三人称の地位を得ると状況は一変する.例えば，後

に「中動相」となる一人称、官hWEn-mo，二人称ぜlWen_soをモデ、ルにして，三人

称キghwen_toやhicetnuncの現在形「能動相J*ghWen_t_i及び「中動相J*~wen-to・i

が形成される.この時から，あらゆる「行為名調Jについて動作主を表現する

のが自動的に，すなわち義務的になり， r行為名詞」は人称変化を伴って動詞と

呼〈る地位を獲得したのである.今や行為動詞となったこのような語は，義務

的な補語を必ず伴った.これは常に置かれるため，談話のテーマ，あるいは主

語とも呼べる意味を持つに至り，それとともに受動主の役割は縮減して任意的

な付属物となった.発話の核はもはや r'"'-'の[=に対する】殴打Jではなくな

って，「~が殴る」になったのである.

10.157 古い所有代名調を用いた人称変化は「状態名調」にも及び，これも動

調となった.つまり，かつての *H(凶「存在(がある)Jから喝'H(es-t-ir (それが)

存在するJや*H(es-m-ir私が存在するJ等へと転じたのである.だが， -t-が使

われるようになっても，一部の状態動詞は三人称以外には屈折を拡大しなかっ

た場合がある.こうしてLat.Iibet r気に入っている」のようないわゆる非人称

形が残された.ただし，これはquodlibetrそれが気に入っている」のように里

生色全宣を主語に取ることもでき，関与する人物はquodmihi Iibet rそれは私の

気に入っている」のように相変わらずやはり与格で示された.

10.158 能動的存在を表さない名詞が行為動調の主語となることはまずない.

したがってこれらに動作主の指標たる要素・s(く *es)が付加されることはなかっ

ただろう.他方，状態動調の場合，これに付け加えられる唯一の項は， rその人

は疲れているようだJの「その人jのように能動的存在の場合もあるし， r財宝

が隠れている」の「財宝」のように受動的存在の場合もある.この項はもとも

と裸語基の形態を取っていたのだが，行為動詞の人材、屈折が状態動調にも拡大

したため，人物語尾と呼応する -sに終わる名調形態が用いられるようになって

ゆく.ただし， -sの形態が状態動詞構文にも及ぶのは，これが行為動詞構文で

頻繁に用いられ，そのために記憶によく定着した場合に限る.したがって，一

般的に受動的存在の場合には，相変わらず裸語基が用いられる.この言語を学

び覚える過程にある子供たちは， -sを加えたこれらの語など耳にすることがな

し、からである.

271 



一例に海を表すLat.mar宅を取り上げてみる.すでに述べたように，その原義

は静かな水の広がりである (4.3ff.].この語は奪格的な意味では頻繁に用いら

れることだろう (f彼は海からやって来るJ).この意味は助詞の*esによって表

され，ここから後の語尾告が生じる.この組み合わせは後に属格【=属格2]

が用いるようになり，それまでの単なる並置した裸形態【=属格1】は使われな

くなった.また，このような静かな水の広がりが何かが起こる場所(所格)を

表す場合も，話題となる場合もあることだろうが，実際上いかなる行為の担い

手となることもないため，動作主の指標たる-sを加えられることはまずないと

考えられる.したがって，本来「状態名調」とともに，その後そこから転じた

動詞とともに用いられてきた語基【に等しい形】 *moriあるいはキmariに代わっ

て， *mori-sなどという聞いたこともない形を採用しようとは，話者の誰も思い

もしないはずである.

もう一例としてホkreid"roを用いてみよう.これは選り分けに使う道具，つま

りふるい(凶ble)を意味し， Lat. cnoru-m， E. riddle 【<OE hriddel] (< hridder)90に

当たる.行為動調と一緒の場合，これは具格や目的語としてはとてもよく使わ

れる.想像力たくましい話者がこれを行為の担い手として表現することはあっ

たかもしれないが， -s a"加えた*kreid"ro-sはたまたまの叢れに過ぎず，次の世

代の扱いに影響を与えることがあったとは考えにくい.状態動詞に加えられる

唯一の項になる場合と，名調あるいは形額司で表される属調(a出 but)91と関係

する場合(例:<<le crible， c'倒 unins，的 unentqui...>> fふるいeli...の道具であるJ，

<<ceαible図tinutilisable>> fこのふるいは使いものにならないJ)に用いられたの

は裸形態の*kreid"roである.L低 αibru-mは「中性Jである.これは，行為動

詞の目的語の場合にも，状態動詞に加えられる唯一の項，すなわちいわゆる主

語となる場合にも，その基底形が用いられるということとまったく同じである.

後になってここに-mが付加されることになる [10.163ff.]. 

10.159 完了の場合，一人称の羽.2e等の古い非統語的代名調の形態を用いた伝

統的屈折は，少なくとも一人称及び二人材単数では影響を蒙らなかった.この

屈折は定着がよく，子供はずっと，そして明らかに非常に若年のうちからこれ

一切Ih>Latbについては9.94を，期ム語の円〉州こついては神山(1995:183)を参照.
ヲl フランス文法の伝統的用語であり，釦t“ωbe"に代表される連辞をはさんでその前の項
(つまり主簡と等式的関係にある要素を指す.英文法で言うところの主格補語(SVCのC)・
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を用いていたこのため・sを持つ動作主の形態が完了に拡大するのは阻まれ，

動作主に対応する代名詞的要素【=完了の語尾】は，この[=三人称の】場合，

ゼロ形態であった.換言すれば，行為[動調1構文(∞m回 .ctionactive )92では動

調三人称の+と主語の-sが呼応して用いられたが，それに反し完了構文では

動詞三人称のゼロに対して，後に主語となる要素はゼロ語尾の裸語基を取り，

この状態がしばらく維持されたと考えられる. ["現出者名調」にまま付属する限

定要素は属格的意味の裸語基で、あった.初期のうちには，この形は変化しなか

ったが，その意味の点で次第に行為動調の目的語に同化して行くことになる.

10. 160 ["活用」ができあがると，以下の三種の基本的構文が得られる(ただし，

ここでは名詞文 [10.10]，すなわち後には連辞を用いて二つの名調を結ぶこと

になる構文は除外しておく): 

(1)目的語を伴う行為動詞構文(他動詞構文); 

(2)状態動詞構文にれは後に目的語を欠く行為動詞構文に合一する); 

(3)完了構文(他動調構文あるいは自動詞構文). 

10. 161 これらは以下のように図示できる.Vは動詞三人称，第一列は後に主

語となる名調，第二列は後に目的語となる名調，第三列は動調とする.

( 1) 

(2) 

(3) 

N V-t 

V-t 

~3 V 

10.162 ここで検討の必要があるのは目的語の形態である.目的語がある場合，

つまり(1)と (3)の場合，それは無標の形態たる裸語基のままである. (1) 

の場合，目的語は-sを持つ主語と完全に区別されるが， (3)の場合には誤解

も生じかねない94 上図では動調の直前に目的語を置いたが，このような語順

が真に関与的だ、ったわけではない.特に(1)の場合にはこれ以外の語順も可

担ここで<<actis>は。臨is>に対する「能動的Jの意ではなく，側omd'actiOID> i行為名詞j

(10.101ff.)に由来する仰'erbed'actiOID> r行為動詞J(10. 156ff.)の形容詞である.
由自動詞構文の場合にはこの項はない.本来ならばかっこに入れるべきであろう.
判例えば*reg!ronei主が退治したJ(10.154)に意味上の目的語'めNeri野獣Jを添えた
場合，意味上の主語も目的語も裸形態となるから，もしここで提案されている調順が妥当
で、なかったならば*reggwer i'woneはどちらがどちらを退治したのかわからなくなる.
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ふえん

能なことは明らかであり95，これはまた (3)の場合にも敷街できる.だとす

れば，主語と目的語が形式的に区別されないとき，両者の区別を構築すること

が必要となる場合もあるだろう.自的語を表示するために・m に終わる新たな

向格(2) [=対格】が用いられるようになったのは，このような場合であった.

既に触れたように，これはスペイン語にも行われたことである.つまり，目的

語に用いられる語の意味から言って，その指示対象が能動的役割を有するとも

考え得る場合に，前置詞aを加えた向格が用いられている【10.55f.).同じこと

が印欧語に認められるのである.

向格の・m を加えられたのは，動作主と認識され，またそのように用いるこ

とができた非中性名詞だけである.L低 m眠「海J，pecuf(小型の)家畜J，組imal

「動物J，iec町「肝Jに見られるように，中性名詞は目的語となる場合に裸語基

の形態を取る.

-o-mに終わる中性名詞

10. 163 これには重要な例外がある.-e/oで作られた形容調が対格で上記の・m

を取るに至ったのである.このようになった経緯はよくわかる.例えば句民事new

「今」から作られた形犠輸な語*new-of今の，新しい」を取り上げてみよう.

これは名詞的に用いられれば，あらゆる新たなこと，あらゆる新たな到来者を

指すことができる.後者の意味の場合には，対格で叩を取るのは至極当然で

あろう.さて，この時代には，まだ形容詞と名調とのきちんとした区別がなく，

文法性としての女性がまだ存在せず，性の一致がまだ不完全な余剰H全に過ぎな

かったと考えられ，このような言語状態にあっては， *new-oは，何を指してい

る場合であっても，言語単位としては一つであり，そのため対格に-mが出現

すれば，対格では必ずこれが生じることになる.つまり，指す対象が無生物の

場合でも生物の場合でも，対格は事new-o-mとなると考えられる.

この語を用いて呼ばれる存在がたまたま行為の起点にあればi当然旬開-o-s

なる形態が用いられることになる.だが，この「新しいものjが無生物の場合，

能動的な関与を暗示する喝を加えて主語に用いるような機会はまずない.最初

時 *reg-esめ糊g>wen-t-ir主が野獣を退治しているJ(10. 152)，あるいはその発達情ksgw町

P耐を例にすれは各語の統語的役倉Ij(現代語的な言い回しではそれぞれ主語，目的語，
動詞)はその形態によって明示されており，いかなる語順を用いても誤解は生じない.
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これは使用頻度の問題に過ぎなかったが，最終的には諸単位が，主格と対格を

区別するものと，この区別を行わないものに，はっきりと二分されることにな

る.つまり，形容調起源の -0を持つ名調のうち，一連の語はこの区別を行うよ

うになった.これは非中性名詞の場合であり，例えば*dom・en回oI主Jと*snus-o

「息子の嫁」からは主格のキdom-en-o-sと*sn凶ーかs，対格の *dom-en・o-mと

傘snus・o-mが形成された.

他方，例えゆ伏態動詞に加えられる場合のように，主語は必ずしも創造的能

動性を前提としなくなった.そのため，その他の語【=中性名詞】も主語とし

て使われ得るようになったが，これらは主格と対格の形態を区別しなかった.

用いられたのは，当然ながら，それ以前から存在していた唯一の形態である-o-m

であろう.一例に *p吋・「足Jから作られた古い形容詞的語字戸d-oを挙げてお

く.主語で、あっても目的語で、あっても，これはキped-o-mとし、う形態で現れたと

考えられ，ここから Skr.padamI足跡JやGk.pedonI地面Jが得られる.

10. 164 このように非中性名調一般の場合と e/oに終わる中性語基の場合に m

が一般化されたわけだが，この現象を明らかに促した要因がある.主語の格に

対して-sを付した形態を用いることによって，形態と意味の関係に不均衡が生

じたことである.主格は単なる動作主を表す格ではなくなって，命名する場合

や，後には呼びかけの場合にも用いられる統語関係の枠を超えた形態となり，

また人材告のあらゆる動詞形態にこれを加えることが義務となってしまった.

この結果，主格の使用頻度が目的語の格たる対格(自動調構文には生じなし、)

のそれを大きく上回ることとなった.

さて，目的語はもともと語基の裸形態で表されていた裸語基と形式的に等

しい形態が依然として存在するのに，使用頻度がもっとも高い形態[=主格】

がこれよりも重々しいというのはまったく異常なことであった.つまり，目的

語の格は古い絶対格と同じ形態を保持していたのだが，もともとこの格が持っ

ていた命名の役割と，続いて呼格の役割は・sの付いたライバル【-主格】に奪

い取られることになったのである.

拡大をもっとも受けやすいeJoに終わる中性名詞のカテゴリーに-mが加えら

れたことで，上記の不均衡も緩和されることになった.これと並行して，音発

達の過程で可能になるたびに，主格の・sが削除された.これも言語経済の常則

に合致した言語状態の復活に寄与する現象で、あった.使用頻度の高い，結果と
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して情報量に乏しい形態は簡略化するものなのである.

10.165 名調が中性と非中性というこつのクラスに分かれている原因は，これ

ら二つのクラスに属す諸単位が，この言語で異なる扱いを受けるようになる以

前に存在していた，独特の世界観にあるわけではない.

文法性が確立する以前から，流れる水を表す*H2ekweH2(Lat. aqua， Dan. arJIIJ) 

と人が利用する水を表すキwe!oden(Gk. hudor， Dan. vand， R voda)とは区別されて

いた.だとすれば，たとえ物質的には同じであっても，これらは異なる機能的

現実として扱われていたことになる.この機能的現実のために *we!odenが動作

主の助調を伴うことは非常に例外的であって，この場合に sが語尾となること

はなかったのである.中性名詞のクラスとは，閉じ使用制限を持つ名詞をグル

ープ化したものに過ぎない.

人は自分が生きている世界によって形作られるものだとする考えは，自分の

経験を伝えるために用いている言語の構造をその大きな拠り所としている.よ

く理解されていないことだが，実際は逆である.言語カテゴリーは信仰，イデ

オロギー，あるいは流行といった，語葉的改新のあらゆる源に直接影響を受け

る.だが，新しい語葉は，以前から存在していた記号素(mo前me)クラスや統

語的図式とし、う既存の型にはまって行くのである.思考によって言語活動

(加19age)が形成されたのではない.様々な伝達の要求から生み出され，人を思

考へと達せしめたのが言語活動なのである.
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第XI章

語嚢

11. 1 失われた言語の語桑を再建する場合，文法の再構築を行う際に出会った

のとはかなり異なる問題が生じる.文法は発話連鎖の中での言語単位相互の関

係を扱うものであるから，文法的事実はこの連鎖中の諸要素を考慮して，つま

り，学術的な言い方をすれば，そのシンタグマティックな関係を考慮して解釈

される.最古の文献よりもさらに古い時代に糊ろうとする場合，文法構造に関

する仮説は，再建したモデルできちんとつじつまが合うのならば証明されたこ

とになる.他方，語葉を扱う場合だと，問題の語が出てくる文脈がふんだんに

あればその意味が確認できるが，文献より古い時代に糊ろうとすれば，問題に

なっている実際の事物の性質，すなわち考古学のデータに依存する割合が非常

に高まることになる原註1

親接関係

11. 2 とは言え，語棄がある種の社会的組織を反映していて，そのため，音韻

や文法の場合と同様に，個々の単位が同じ意味領域の中の他の単位との関係に

よって決定されるような場合もある.その女子炉jは親族関係である.例えばフラ

ンス語で、p釘er父」と聞けば必ずfilsr息子」やfiller娘Jが， oncle rおじJと

聞けばneveur甥Jや凶とcer姪」が頭に浮かぶ.pとmと自Isの関係は自明であ

って，この場合，言語は現実を反映しているに過ぎないとのたまわる向きもあ

るかもしれない.だが，父と息子の親子関係が，任意の時代，任意の地域にお

いて，社会の基本的単位であったなどとは言えるはずもない.すでに述べたよ

うに，F.pとre，It padre， E. fatherに対応する祖語の形態を再建することにはあまり

問題はなかったが，この形態の表した意味は時の流れの中で大きく移り変わっ

臨 1 第W章原註1(p. 34)に記した寸車の語源辞典を参照戴くよう，再度申し添える.特に
Buck(1949)は欠かせないものである.
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たと考えられる[1.41.この意味領域の中で再建される他の語から窺われる関

係をもとにすれば，この意味をつきとめること，あるいは少なくとも推定する

ことが可能である.このような作業は，民俗学ゃいわゆる社会人類学の最近の

成果を利用すれば，円滑に進むことであろう.

11.3 社会の基本的構造は，その存続を保証するもの，つまり次の世代が生み

出され，新たな到来者が生きて行けるものでなければならない.この点でもっ

とも直強的かっ明らかな関わりを持つ人物こそ，母親，つまり子を宿し，この

世に生を与え，乳離れするまでこれを育む人物である.もちろん，子供をもう

けるためには男性の介在が不可欠であるが，その男性が誰なのか，場合によっ

ては母親自身にも，わかるとは限らない.種が存続してゆくために，母親と子

供に対して男性の人物が扶養と保護を与える必要があるとすれば，その任にあ

たる人物は，その母親との生物学的な親族関係がまったく疑いの余地のない人

物，つまり彼女の男の兄弟であろう.彼ならば彼女と同じ腹から生まれたこと

が明白である.問題の母親に男の兄弟，言い換えれば母方のおじがいなければ，

世代を糊って，母親のそのまた母親の男の兄弟，つまり子供からすれば大おじ

がその役割を負うことであろう.このように，確かな血縁関係は母親によって

受け継がれて行く.今日でもイスラエルでは母親がユダヤ人ならその子もユダ

ヤ人とみなされる.このような場合，血縁関係は母系的(m甜泊目白ire)であると

表現される.

11. 4 しかし，遅かれ早かれ，男親が出現する.性交渉の相手として子供の母

親との同居を歓迎するような場合もあろうし，女と同居することで，家事から

畑仕事，はたまた子供の生産活動(子供だって稼ぎ手にもなる)にも及ぶ，様々

な利点が得られると考える場合もあろう.だが，その利点も所詮は女の親族と

の聞に築いた関係から生じるものである.性交渉と子供の誕生との聞に因果関

係が存在することは明白であるにしても，カップルの男性ノ4ートナーにとって，

生まれた子供が本当に自分の子だという保障はありえない.逆に，母方のおじ

と子供との血縁関係は疑う余地がない.こうして，女の合方と彼女の兄弟との

聞に，その内容は社会によって異なるが，ある種の責任分担が行われるように

なる.子供を一番可愛がるのはおじさんだ，という場合もとても多いが，男親

よりもおじさんのほうが撤しいという場合もある.

11. 5 家父長制は，男が自分の女の生んだ子の全責任を負うと決意したときに
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誕生する.つまり，男が子供の擁護者と教育者ばかりでなく，真の親としての

役割を果たそうとするときである.男が安心してこれに当たることができるの

は，女を女部屋，あるいはハーレムに留めておく場合に限られよう(周知のよ

うに，ハーレムと言えば複数の女性ノ号ートナーがいることになる).このように

女を隔離することが困難な場合，あるいは経済的事情がそれを許さない場合，

男に残された道は，自分の子だと確信できない子供を放り出し，野生動物の餌

食に供することしかない.ギリシア神話の中には，オイディプスのように父親

の手で野山にうち捨てられた子供の例がたくさん出てくる.このときから，家

長の子と認められるのは彼に選ばれた子だけとなり，ここから養子の習慣も生

まれてくることになる.

11. 6 母系の親族関係から家父長制への推移が不可逆的であることを確認する

までもなく，この推移は通常の進化過程であると言い得る.すなわち，男はそ

の力を背景に社会の基本的単位の中で最終的に支配を確立しようとすると考え

られる. ["印欧人」に関して，現存するデータから再建を試みると，得られるの

は家父長制なのだが，さらに古くは母親との関係が重んじられていたことを示

す震跡も散見される.

11. 7 この基本的単位はいわゆる大家族であり，これを率いたのは叩抑〆と

呼成時一人の人物であった.その原義は守護者(protect即)であるが，父親併記)

と言うよりもむしろ主(patron)に近く，普通はその世代の最年長者[=長兄】

がその地位に立った1 彼の弟たちはここを出て自分自身の家族を創設すること

になるが，そうしない場合には主の支配下に置かれた.主には数多くの性的パ

ートナーがし、たことは明らかだが，その大部分は奴隷の身分であり，正式な世

継ぎ、を生む資格を持っていたのはその中の一人だけである.ただし，この正室

が世継ぎとなる男子をもうけることができない場合には，側室がその任に当た

ることもあったと思われる.一つの大家族には，代々そこから嫁を迎える習慣

になっている特に関係が密な別の大家族があって，正室になれたのはその大家

族から迎えた嫁だけで、あった.

キmater-という語は，正室と子供の関係だけを表したわけではなく，その社会

集団の，奴隷を含めて，子を産んだあらゆる女性を指したと考えられる.した

I *p甜 rーは*pa-(<事peH2-)‘'topro匂ct"のゼロ階梯に人を表わす・包rを加えて形成されている.
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がつて，*戸t飽er-と*m枇 r-の間にはもともと並行関係はなbい、，2

11. 8 兄弟*均噌bb曲喧es3は必必、ずしも同じ両親から生まれた人物に限らない.我々が

言うところのいとこ(∞凶i恒ng町 m泊同}も含めて，同じ世代の属す男性はすべてこ

の名で呼ばれる.

11. 9 姉妹を表す*抑制ぽ4 ‘についても同じことが言える.既に触れたよう

に，この語は分析が可能である.*sweはフランス語の再帰代名調【鈴】のもと

になった要素であり，その意味は「当該の大家族に生まれ育った」ということ

に他ならない.

*b"r耐es.の配偶者(外婚制の場合，他家から迎える必要がある)はラテン語

でuxorと呼ばれ，ここにも -sor'・が見られるが，語頭のuk・という要素について

はよくわからない【10.891.

このように「兄弟j と「姉妹Jの表すところはとても広かったわけだが，い

かなる形であれ， r兄弟」と『姉妹」聞の関係は近親相姦とみなされた.このよ

うな行いは元来御械であった.モラルに反するという意味ではなく， r姉妹」
は大事な取引材料であったから，この集団にとって少なくとも利益に反する行

為だったのである.そうすると，当然ながら娘の処女性が重んじられたことに

なろう.

11. 10 古く，キリスト掛句な処女信仰が行われた痕跡はないが，ゲノレマン人に

はG.Mo弔問帥e(OEmo弔問酬のと呼ばれる風習があり，結婚初夜の後に新郎

から贈り物が与えられたことからすれぽ臨2，処女を失うことは深刻な価値喪

失であったと考えられる.

11. 11 後代に至って，大家族は廃れ，時代の習慣に見合った組織が現れた.こ

のような変化を体験した地域の言語において， *b旭町・と *swe-sor-5が失われ，

代わって生理的近親性を明示する他の形態が用いられるようになる場合がある.

ギリシア語で「兄(弟)J と「姉(妹)Jは adelphω 及び adelpheであるが，

これらは「同じ子宮から出たJを意味する形続司であって，それぞれ勾料、lbb-o

2 *ma飽Fは非常に多くの言語に見られる母親を指す幼児語*maに由来するらしい.
3 帆蜘・に複数主格の鳴を加え，第二音節の母音が縮減した形.起源に関し定説はない.
4また，英語のmominggift及びmorganaticを参照されたい.
原註20∞dy(1985)のappend耐 11を参照されたい.
5原著には帆蜘-と*swe-sorが記されているがここでは語幹の形に統一した.単数主格
形に統一するなら *b¥a訴訟と*附胡r.
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及び*srp_gWelbh-eH2と再建される.実際，ギリシア語で「子宮jを delphus 【く

官、lb"us】と言う.この語根から E.calfや G.Kalb(複数形Kalbぽく*gWolb"us-)

「子牛」のような様々な動物の子供を表す語が派生する6

さらに剛党を下って，スペイン語では同じようにして兄(弟)と姉(妹)を

それぞれh聞 nano及びhermanaと呼ぶようになった.これはLat.germanus ["実

の(兄弟)Jに由来し，その語根*gen・は子をなすことを意味している7

ギリシア語の場合でもスペイン語の場合でも， *btniter・の後爾は社会的ある

いは宗教的な「集団のメンバーJを意味するようになっている8

11. 12 E. sonと伽gh加にも残る語は*sunu-9及び旬、g"ater-...10と再建される

が，これらが大家族の中で表したのは，どうやら親と子だけの関係ではなく，

前の世代と次の世代の関係らしい.Lat. fi1ius ["息子Jはもともと形容言司であっ

て， fi1ia ["娘」はその女性形である.これらを *sunu- 及び *d~hater- に添える

ことにより，世代の違う人同士とし、う漠然とした関係ではなく，母乳を与えて

育てた本当の子供だということを明示的に表したと考えられる.実際， fi1iusは

語根*dhe(i)["乳を吸うJに起因している.同様にLatv.dels ["息子」やR.diua ["子

供」あるいはdeva["少女，処女jも同じ語根を含んで、いる.英語では今日でも，

次の世代に属す男性に対し， sonとかその指小形 sonnyと呼びかけることがと

ても幅広く行われる.かたやF.filsとfistonがそのように使われることはない.

11. 13 特に興味深いのが，他家から嫁いで来た若嫁と大家族の他の人たちとの
あるじ しゅうとめ

関係を表す語である.嫁いできた瞬間から，この嫁は主の妻，つまり姑の

支配下に置かれる.彼女は姑を勾we圃kruと呼ぶ.その前半部分の swe・はもち

ろん大家族を指している.後半の-kruの部分には，自然性としての女性を表す

-i(く・出2)も，文法性としての女性を表す・a(<・eH2)も含んでおらず，そうする

6 ここに是非付け加えたいのがGk.&A帆(制抑)rイルカJである.その語義は「子宮J
との形状的類似性に起因するとされる (e.g. Frisk 363).ラテン語を介して周知のE.dolphin，
G. Delphin， F. dauphin等に至る.
7 *gen-については4.12及び同所の註を参照.キgen-men>Lat. germen“出∞，t，embryo"にお
いて鼻音の連続n・mがr-mに異化されている.Latgem前四はさらにそこからの派生語.
8 Gk.φpaTItP，中pa'tωPr同じ小部族に属す人J，Sp. fray r{1断萱士J化王E企i紅)
9 Skr. siinus， Li出.siinus， OCS synoは長母音を支持する.*seUir‘初旬keIiquid" (第V章訳註45，
p.74)の派生語と見れることも可能と思う.
10 再建形としては恐らく *d¥igHr町・がもっとも有望である似神山 1992).*dheug" -r役
立つJからの派生語と見れば r(子をなして一族の存続に)役立つ者Jが原義であろうか?
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とこれはとても古い形態であると考えられる.この語は今日でも G.Schwieg'ぽ・

(m前回)r姑」に見られる11

姑ほど直接の関わりが密でない「し皆川*swe-kurかと呼ばれた.第二要素

はAv.smaにも見える *kurcト「強い」の影響を受けたのではないかと考えられ

る.Gk.k世iosr主[，権威のある】Jにはaが見える(よく知られた匂巾巴leison12

「主よ，哀れみたまえJにその呼格 k耐eが現れる).このキsw，出11'0-から G.

Schwagぽ「義兄(弟)Jが出ている13

11. 14 大家族に嫁いでくると，若嫁は夫の広義の「兄弟」に出会う.嫁から彼

らを呼ぶ言い方は*伽igW，釘凶であり，これは OE飯田rr夫の兄(弟)Jに残る.

ラテン語にも la凹 ir，1，面祉があるが，意味は「義兄(弟)Jに変化している14 周

知のように， F.le由滋‘は，跡取りをもうけていない寡婦が義兄(弟)と再婚す

るというへブライの風習を指す.

その家族の *sw国ぽes・は嫁にとっては*galeH3・「小姑」であり，これはLat.g1os， 

Gk.国los，R. zol6vkaに残る.

彼女は他の嫁たちとともに *yena阿佐「夫の兄(弟)の妻」と総称される.こ

れは類推で変形したLat.iani回出‘ISやGk.ein伽 es.，Skr.y蜘・，ORja町に残る.

11. 15 印欧語の親族名称に関する語糞の中でもっとも興味深い特徴の一つに，

一般に「祖父」と訳される古い語がある.F.oncleはその指小形に由来する.こ

れらはラテン語でそれぞれ削凶及びauWlC叫凶である.Lat.卸凶にはHi弘h叫由as16

が対応し，その祖形は*H2e叶10-， *H2uHoと再建される.

日 Cf. Skr. cvac厄・， OCS svelay (R. c民恥Bb)，Lat蹴:ru-s，W. chwegr， etc. Mal10ry & Adams 
(1997:認めには旬日を*kreua・『生肉，血J(5.41， 9.乃のゼロ階梯と見て，原義を「この
家に属す(外部の)血(を持つ女性)J とする説が紹介されている.
12 Ki昔間以tr]oov.可を凹と発音する現代ギリシア語の習慣が綴りに反映されている.
13 Cf.Av.xv:回 m・，Lat鈎叫Gk.加肉，L耐1.撤回忌OCSsvekrb (R. C~l<<lp)，臨.Skr.cva守山岳

の第一音節は二次的な延長らしい.*kuro-r強い』の想定については不詳.Bar由。，10mae(1鈎4:
1584)はAv.釦ra-も併記するが，通常形sura'・及びSkr.cura-r勇敢なJ，Gk.1CO仰oc(→KUpl附 v
「主の(館)J→ E.cb眠 h官民.)からはむしろ・同時(<*keua-‘旬開el1"?)が想定される.

14他にも Skr.devar， Gk.館内p，Li出.diev，帥，Ann.包.ygr，R.JJ.e町b等.ラテン語の d~1 につい
ては8.16.祖形にlお盈例gWの代わりにwを想定する(pokom.y，Wat悩ns)が，その場合には
OE笛∞rの+やAnn・すが難問となる.
IS原著には誤ってianitnxr門番女J(<iall'凶「門J)が記されている.
16 Ann.旭川T吋 I.Ba'明，ONafi等を参照.*H2C耐ーにーiーを加えた指小形より ORYH(<吋b

< *au-i-o-) r母方のおじ』が，唱H2を加えた女性形より Goth.awiδ 「祖母」が，両者を加え
てLatauiar:祖母J等が得られる.OIr.aue(<*au・i・0・?)は「孫』の意味になっている.
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11. 16 興味深いことに， auunculusが指すのは母方のおじであって，父方のお

じはpa回凶と言う.他方， au凶にはこのような制限はないが，そのヒッタイト

語の対応語は特に父方の祖父を意味するのが常である.当のauusもどちらかと

言えば父方の祖父を指す場合が多いようにも見える.これは奇妙なことである

が， Emile Benveniste原討に従って，ある特殊な外良輔リ度を概観すれば説明がつ

く.これはつまり社会集団が二つの半族(moitie)に分かれている場合に行われ

る婚姻の習慣である.半族聞の詳しい関係については，ここでは捨象しておく.

Lat. auusとauunc'叫凶との意味のずれから生じると思われる問題を解決するに

は，次の指摘をすれば充分であろう.つまり，この婚姻習慣では，男子の結婚

相手は，自分の父親の姉妹を母親とする娘でなければならない.言い換えれば，

t動因が常にいわゆる「交叉いとこH∞，usinsαoises)同土で行われることになる.

ただし，女子の父親が男子の母親の兄弟である場合は除外される17

さて，このような結婚の結果誕生した子供のことを考えてみると，ことの常

として父方の血が受け継がれるかどうかは運しだいであるから，その子が父親

を介して父方の祖父と生物学的に本当に血がつながっているかどうかは確実と

は言えない.ところが，母方の祖母とその子とのつながりは確実で，その祖母

は父方の祖父の血を分けた姉(妹)なのであるから，祖父とその子との血のつ

ながりは確実となる.これは，家父長制，並びに母系の子孫が受け継ぐ生物学

的血縁関係の保持という，一見両立不可能に思えるこつを両立させるみごとな

方法である.

ローマ社会に家父長制が敷かれていたことは明白であり，その観点からすれ

ば，問題の au凶を父方の祖父とする定義は正しい.他方， auu-nαIiu-sに剖u・s

が含まれている点を理解するには，後者は今で言う母方の大おじを，前者は指

小接辞・nculu・を加えて母方のおじを，それぞれ指したと考えるべきである.現

在の「大おじーおじj の関係をラテン語の形態では「おじ一小おじj のように

言ったことになる.この違いは視点の差である.今だったら大おじさんよりお

じさんのほうが多分ずっと身近だろうが，より厳格な，階層聞の差が大きい構

造の社会では，血のつながった子孫の一番の保護者は大おじだったのである.

原註3Benvenis旬(1969)第二巻第三章[=Benveniste (1986: 216fE)】を参照.
17親同士の関係が異性の兄弟(姉妹)の場合のいとこを「交叉いとこJと税干する.
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11. 17 今，おじと大おじについて述べたことは，視点を変えれば甥とその子供

についてもあてはまる.祖形は*n句ot・「甥j と考えられ，姪の意味では変異形

*nepトに自然性としての女性の接尾辞・出2・が加えられる.ここから Skr.napat18， 

naptIs， Lat. nepδs，nep也が導かれる.もっとも保守的な印欧人の社会において，

この語は常に姉妹の子供あるいは一般に母系の子孫を意味した.つまりLat.a叩 S

や auunc叫凶‘で表された関係が，逆の向きにはneposで表現されたのである.

au凶の場合と同じように， neposとneptisは家父長制の枠内で男の子がもうけた

子供も表すようになったが，ラテン語におけるこの語の使われ方を見ていると，

家長(Lat.pa防御凶lias)が厳しい規律をもって接したのに対し，おじは一族の子

供をかわいがったらしい neposは少し甘やかされた子供であり，今日でも，

身内をひいきすることを F.nepotismeと呼ぶのはその名残である.

11. 18 ここまで大家族の大まかなはたらきについて述べてきたが，この厳格な

階層構造を持つ大家族が印欧人の拡大に大きな役割を演じた.その頭である

*paterは家長とも呼ばれる.一例に Gk.desp侃 sがあり，これはdems・(dem・「家j

の属格)に権力の座にある人物を指すpot・(cf.Lat. potωt r (彼は)できるJ<poト

「権力・能力があるJ+“bピ，)が加わって形成されている.F. despote r暴君J

ももちろんこの despotesに由来しており，このような状態だとしたら，長兄以

外の兄弟が主の「支配Jを逃れるべく家を出て，他所で自分の家庭を築こうと

するのも無理はない.今用いた「支配」という語(domination)も家長(Lat.dominus; 

cf. domu-s r家J)の行動を指している.

クルガン[1.22ff.， 4. 20ff.)の発掘調査によって，まさにこのような社会高田裁

が存在していたことが明らかになっている.大家族は印欧人の征服によってユ

ーラシアの大部分に広まったと考えられ，経済の発達と，様々な被支配民族が

形成する基層からの影響によって，家父長制の規律が緩むまで存続した.

11. 19 その後，キリスト教が出現し，個々人の救いに重きが置かれるようにな

って，家族のつながりの拘束力が弱まる結果となった.遺言を残すことによっ

て，個々人は財産を子孫に相続せずに，来世での安寧を求めて，その財産を修

道機関に委ねることも行われるようになった胞4

18事唱rを拡大したnaptarとも.

開 4 これがGoody(1985)が提示する説の骨子である.
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11. 20 大家族の名称を再建することは難しい.ラテン語では語根 gen・「子を

なす」から派生した悼18r子孫Jを用いて，同じ男性の血を受け継いだと認め

られる一族を指す.だが，ローマではもはやg加は社会の基礎単位ではなかっ

た.基礎単位を成したのはfamiliar一家JJ すなわち伽nulir奴隷j も含めて，

一つの家に住む人聞の集まりである.この点からすすLぱ，兄弟がたとえ同じ町

の中で，近所に居を構える場合であっても，次男以下はもう長男の支配下に置

かれることはなくなっていたと考えられる.

父方と母方の

曾祖父

父町古父

父方と母方の

曾祖母。

占 ;_._..-1母

園 17

祖父の代から自分の代まで

父方の家系と母系制とを併せた

『交叉いとこ』婚の家系図

auuncu/us 

三角は男他丸は女性，実線は母系の関係.点線は父と子の関係をそれぞれ示す.イタリ

ック体で記されるのは.当該の人物(自分)と母方の祖先との関係(ラテン語)である.

父方の祖父と母方の大おじが同一人物であることがわかる.これに当たるラテン語のauus

がニ義性を持つのはこのためである.
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社会

11. 21 一般的に言って，社会の基礎単位の性質と構造は時の流れの中で変化し

た仕ずである.大家族の直接の上部単位は，語根権問自k・で呼ばれた.これは*wik・

(Skr. vic-r居住場所J)から，頻繁に見られる類描晶程(対格*羽lop>*叫凶n)

を経てバルト語とスラブ語で*wikiに転じている(Rves.... r村J).その他にも，

dω によってGoth.weil喧[[叫:xs]】「村」が.-e/o・によってSkr.ve砕S19r隣人J.

Gk. (w)o~ω 「家J. Lat. uicu-s r街区Jが，さらにそこから凶cIIlusr隣人j等が

派生する.この語が意味したのは明らかに建物の物質的集合体であるが.Skr. 

vicp組sr村長JやLi血.vi均臨副「主君」に現れているように社会的な意味を

持つこともあった.

11. 22 村を表す語がゲノレマン語では個々人の住居の意味に転じることがある.

E.home がそれに当たり，対応するGoth.ha副首【[~叩芭1l.U由.kaimas. Gk. kome 

は何れも「村Jを表す.派生語R.semJa‘は家族を指す.これらの語根*kei・は

Gk. kei・maiに見られるように「就寝するJを表すらしい.別の派生によってGo血.

heiwafrauja【[xi:wafroja];cf. G. Frau (9. 62)】「家長Jのheiwa-やOHGhiwor夫J

が得られる.同じくLatcil凶・sr市民J(政治的な意味は恐らく後代に生まれた)

もここから作られている.市民の集まりがciui臨，すなわち都市(ci低)である21

この語のために.Osc.ωuto， Ir.伽也122，Goth. tiudaに見られる「人々」を表す

古い西方系の語【4.12]は圧迫を受けた.ここから形容詞を作って，カロリン

グ時代のラテン語の romanicerロマンス語で」に対する也iudiscer庶民の」が

得られる.既に見たように，ここから G.de略 chrドイツ語で」やF.tudesque rゲ
ルマンのJが生じる23 ラテン語に想定される恰闘は方言的に節句となり，こ

こから「全部の」という意味の男性形to凶が生じたと考えられる.R. ves.... r村J

が「全部の」という意味を兼ねることも比較されたい.

11. 23 厳密に物質的な意味が，いかに簡単に抽象的な意味へと転じ，社会的，

19原著には複数主格veca-sが記されている.文脈上単数主格が好ましいと判断した.
今、。世-"po附ぬ!l，lord"を加えた複合語.α:Lat. potis. (potis + e鴎 >)po蹴(E.possible)，蹴.
21 またGk.悶蜘『入植させるJとSkr.~ f.居住する』に想定される語根は，著者の表記
法に従えは複合閉鎖音(9.1011f.)を含む柑.ei・(cf.噛ei-σ'okomy).地:ei・(w雄副s))となる.
Gmc.*xa加u等の語根事kei・はさらにこの事由i・に由来するとも考えられる.
2新綴M血幼a/.現在では“∞un1ry，缶凶ωry，laity， rur叫distri出"の意味になっている.
E また.It凶凶∞“Gennan"も参照されたい.
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さらには政治的意味合いで用いられるようになるか，おわかり戴けるだろう.

11.24 ある時代において*叫k・に対応する物質的単位は氏(clan)に一致したと

考えられる.氏と都市の中聞には，部族(凶bu)を配置せねばならない.だが，

この概念に対して，複数の語派に共通する語を再建することはできない.Lat.凶bus

の凶・は部族が民族(peuple)の三分のーであることを表すと解釈されているが，

この語はイタリック語派以外には現れない.

もう少し広い分布を示すのがG.H悶「軍Jに対応する語である【2.10).こ

れはゲ/レマシ告においてもっぱら軍事的な意味となり，対応する動詞【G.verh問団，

etc.】は『略奪する」とか「荒廃させる」を意味する.バルト語においても同様

であり，恐らくゲルマン語から借用が行われたと思われる24 ケルト語での対

応語はむしろ「一団」とか「共同体Jの意味である.ガリアの民族名P柑 u-corii

は，既に述べたように地名ベリゴールσerigo吋)に残るが，厳密な意味での軍

隊というよりも，鵡告や荷物を持参して移動する部族を示すと考えられる.

E. folkやG.Volkの本来の意味も同様に不確実である.現在では「人々Jを示

すが，スラブ語から推察するには，古くは軍隊の意味であったと思われる.非

常に早期のゲルマン語からの借用語であるRpolkが軍を表すからである.

11. 25 政治的な意味での都市(ciほ)も，物質的な意味での町(吋lle)も，印欧祖

語の世界観には存在しなかった.今日これらの概念に対応する語の由来はまち

まちであって，例えばG.S凶 tは場所を竺北欧語【Dan.， Sw.) byは居住をお，

E.ωmやRgorodは固まれた場所を【3.11)， F.吋lleは農場27を表す呼称にそ

れぞれ端を発している.

唯一Gk.polisだけは他の形態と，特にSkr.pi祉・'，p町・との比定が可能と恩われ

る.後者はシンガポールの末尾やインドの多くの都市の名称にも見られる要素

である.Lith.p温sr.城塞」からこの語の本来の意味が窺える28

11. 26 古代印欧人の社会構造については，今日では特にフランスの G切喝，es

Dum組Iによる研究の成果が利用されている胞s印欧人世界の二大極であるロ

24 Cf.L他.凶rasr戦争'J， Latv. karS r軍隊，戦争J，OPr.ka明，wo戸isr閲兵式J.
25<伽 υs旬位、lace"(cf. E.血叫白血.s刷<*sta-ti-<湖・も蜘d".Cf. 9. 30. 
お Cf.015.， OE bu r家庭J，白血.b81醐(・訓[0])，助n.，Sw.加『住むJ<噌'eu・"10be". 
'II < Lat villa r田舎屋激，農場J<権問ik-sl亙<*weik，・.Cf.ll.21.
28 Pokornyは*阿・を， Wa伯百は*pel争を立てる.Skr. uとLith.iはゼロ階梯の挿入母音.
鵬 5特にDurneziJ(197ηを参照されたい.
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ーマと古代インドから収集したデータを比較検討することにより，彼は三つの

階層が存在していたことをつきとめた.その第ーは宗教的権力を掌握する，祭

司のF闘~であり，第二は軍人の階級，そして第三はいわゆる「経理1.すなわち

物質的ニーズを満たす役目を負った階糠であって，これに該当するのは，比較

的新しい時代においては農民であり，より古くは牧畜民であった.そして，こ

のI1慎にヒエラルキーが構成された【1.23，4.21]. 

神々

11.27 これら三つの階層の活動を司るとみなされる神々の場合にも，並行する

ヒエラルキーが存在する.印欧人の入植した諸地域の中で，祭司の一団がもっ

とも顕著に見られるのはローマとヴェーダ剛切インドにおいてである.ロー

マのフラーメンとインドのブラーフマナ(バラモン)とは形の上では異なるが，

両者は同ーとは言わないまでも，類似していると考えられる.これらの語派で

はまた， r王」を表すLatrex (> F. roi)及びSkr.r可・がよく保存されている.ここ

にケノレト人を加える必要もあるだろう.彼らのもとではドノレイドの集団が存在

し， r王」の名称が・血の形で残っている【4.12).だが，このような構造的な

並行性が，形態と，組織の細部に及んでいるわけではない.ヒエラルキーの頂

点に立つのは，ローマの場合ユヒ。テル【Iupitl釘""'Iuppit釘】であり，その本来の

語基は*dye/ow-と再建される(属格は Iou-is・，29で， [主格に加えられた1・.pi町

はもちろんpater.r守護者」を指す).ヴェーダ時代のインドにおいて最高位に

あるのは，ミトラとヴァルナの二重神であって，お互いに対立しながらも妥協

(ミトラ)と力(ヴァルナ)，すなわち静いを治める二つの方法が組み合わさ

っている.その次には戦いの神，すなわちローマではマルス，インドではイン

ドラがあり，最後の，第三の階層に対応する神々はローマのクイリヌスのよう

にあまりはっきりとした特徴を持たない.

11.28 このような社会の三分割は，実際，多くの場所に見られる点を指摘でき

ょう.その際，頂点に置かれるのは魔術句な能力の持ち主で，次に来るのは腕

っ節の強い者，そして最後に残るのは食料調達の役割だけを存在意義とする人

たちである.例えば，フランスのアンシャン・レジーム下での三身分もこれに

29これは後に主格として用いられるようになる.Cf. E. Jove， Gk. a匂.
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当たるし，中世のヨーロッパで、はこのような身分制度が一般的に見られた.

印欧人の社会について，この三分割が意味を持つのは，その反例と考えられ

る事象との比較検討を行う場合である.ゲ、ルマン神話の最高神は，英雄的な死

を遂げた戦士を自分のヴア/レハラ宮殿に招くオーデ、イン(Odin【=ONOd凶1]， 

ドイツ語形はヴオータン附加)であり，彼が戦士の神であることなどはその

ような反例の一つである.このパンテオンにおいては， Lat. lupi加と Gk.Zeus 

(く*dye/ow-)に形の上で相当するのはティール (ON可P，古英語形はティー

ウTiw)だが，その地位をオーディンに，雷をトーノレに譲ってしまったため，

彼の影は薄くなっている.興味深いことに，ラテン語の週日の名称を受け入れ

るに当たって，マルスの日である火曜日 [M制 isdies】はティーウの日匹.Tuesday) 

に，メルクリウスの日たる水曜日 [M釘'curiidies】はオーディンあるいはヴオー

タンの日但.Wednes句I，D血 .ons血g)に，ユヒ。テルの日たる木曜日【Iouisdies】

はトールの日侭百mrsday，D血 torsdag)に置き換えられている.

11. 29 同じく鉄で作られる剣とすきを武器にして仏at.ense et ara仕δ)，あらゆる

自由人が潜在的な戦闘要員とみなされるようになれば，戦士階級と牧畜民・農

民階級との区別は暖味になると考えられる.

11. 30 以上より，祭司，戦士，農民の三階級は，印断且語の時代から受け継が

れ，様々な語派の中に残った社会構造で、あると考えられよう.とは言え，アナ

トリア人が分離する以前に，印欧人のパンテオンがいかなるもので、あったかを，

比較のデータから特定することは無理である.ユピテルの名前は，様々に形を

変えて広く分布しているが，この場合を例外として，その機能についてはさて
いかずち

おき，神々の名称に語派間の対応は見られない.つまり，天空と雷の神は

地lye/ow-と呼ばれたと考えられ，またその他にも神々が存在したに違いないが，

後者に関しては，その名も，さらにはその正確な機能も再建のしょうがないの

である.

いわゆる異樹句な見方では，因果関係がわからず，何らかのカが働いている

と感じる場合，神が想定されるものである.中性名調とはそもそも何なのかを

念頭に置くと，あらゆる非中性名調は神格化される可能性があると考えられる.

例えば，くすぶっている物体からいきなり炎が生じるのはなぜなのかがわかっ

ていない場合，火が神として扱われることは充分に考えられ，実際，火を意味

するアグニ[男性名詞】はインドの偉大な神々のうちに数えられている.
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「神Jとし、う概念そのものに対しては，ラテン語(>F. di叩)，ケルト語，バル

ト語，サンスクリットで，天空の神の名たるキdye/ow-の形を変えた本deiwかが

用いられている30 他方，ゲ、ルマン語は改新を経て Go血.gut， E. godヲ G.Go貨を

持つに至っている31 同様に，スラブ語では明らかにイラン語から借用された

bogii (> R. bOg)32が，ギリシア語で、は世1eos33がそれぞれ用いられる.

11.31 天の神に対して，人間(人類)を「地上の存在」と表現することはよく

見られる.例えばLat.homδ(>F. homme) r人間」は大地(Lat.humus)を意味す

る語根から派生している.Ir. duine r人間」等のケルト語の諸形態も，これとま

ったく同じ起源を持っており，既に述べたように，その基底形の語頭にはd'1こ

類する舌背的な調音と舌尖的調音dhとが結びついた複合音素が想定される.こ

の複合音素の第一要素から Lat.homδ のhやこれに対応する OE伊mar人間J

のgが生じ，第二要素からケルト語のd・が生じる [9.101ff.].その対極に置か

れるのは，当然ながら天かつ最高神の*めrelow-である.また， Pers.， Arm. mard 

や Gk.brotos (く*mro蜘)のように，人を「死すべき存在j と表現することによ

って神と人との区別がなされることもある34

交通

11.32 戦士階級に関して比較からわかることは少ない.時代を下れば軍事技術

は大きく変化し，そのため語葉も新しくなるものである.しかし，印欧諸民族
チヤリオァト

の征服の重要な道具であった馬と，それにつないだ馬車，二輪戦車等(以下で

は「車j と略称)は，相互に比定が可能な形態で広く文証される.

馬に対するもっとも古い呼称は，恐らく E.m眠「地馬Jに今日まで残り，ま

たゲルマン語とケルト語にその痕跡がよく見られる語であろう.この語はF.

却 Cf.I...at divus (ei > i， c王E.divine)， Ir. dia I&ia/ (ei > e > ia)， Lith. dievas (ei > ie)， Skr. devas (ei > 
ai>e)，蹴.上述のOE1Tw(E.百u)，ON乃rも*dyeu・よりむしろ句eiw-o-に由来する.
3引I(伽加υ思伊1伽加伽加m削nlは仕土ト一般蜘lこ*俳gu"虻bドトμ<*ぜψ(e晦1)-.‘‘hω叫叫I，inv批
w叫叩s(ο20∞O~抗2: 31り)は*(，巴叩u-‘‘初ωp戸ouぱIがr"から導く説を記す(i.e.お神酒をかけられたもの)ト. 
32早期のイラン語からの借用が疑われる(e.g. Av. baya・:baga.・市民，10吋")が， IE *bhag_ r分
けるJ(4.8)より r(福を)分け与えるものjの意味で生じたとする説もある(lIepllhlX1， 98). 
33起源、ははっきりしないが，旬、_r置くJからの派生語句ihe-s.・が宗教的な意味を帯び，
ゼロ階梯*dha-s-o->事dheso・より導かれたとみなすのがほぼ定説である.
34 <IE *mer-“加die".P，田.m副 (m副拍曲、1lIll-e蹴門〈牟mor-t-ycト(OPers.martiya-)・Ann.
mard < *mr-t-o-.挿入母音aが生じ， rの後でtが有声化する (Schmi肱59).Gk. s仰 ocの初
頭は*mr>*mbrより Cf.1州問oc，'alls凹crIa.神山 (1995:212， 2ω)を参照.
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marechal ["元帥jにも含まれており，その原義は馬の管理と世話を任された下

郎 kalk_35)【つまり鳥羽である36 この語は極東にも見比例えば中国語

でma["馬Jである37

一方，もっとも広い分布を示すのは， Lat. equos [> equus)や Gk.hipposにも

見られる形容詞的形態の *ekwo・であり，これはF.equestre ["馬術の」やhippique

「馬のJにも残っている.これと Gk.oku-s及びSkr.ac(日「速いJとを比定す

ることは，意味の上からは魅力があるが，形式的には困難を伴う [9.124). 

古代ゲルマン語でもっとも普通に用いられた形態を受け継いで、いる E.horse 

はLat.cursω 「走り」と比定される.この語は車の呼称である Lat.cぽru-sや Celt.

carro-sと同じ語根に由来する38 ["走る」や「転がる」を意味する別の語根申ret

もあり，ここから Lat.rota ["車輪J(く*rot-eHz)や同じ意味の G.RadやLi出.[蜘S

が派生する.既述のように，サンスクリットでは車を *rot-eHzーからの形容詞で

呼んでいる [9.83).

11. 33 車で移動すること，あるいは運ぶことは，語根 *wegh・から派生した語

によって表現される:例)Skr. vah・a-ti["彼は車で運ぶJ，Lat. ueh-δ 「私は運ぶJ，

OCS ve.勾(同).ギリシア語に期待されるのは(w沖地δだが，語頭のw-が脱落

すると， [" (手で)持っている」を意味する別な動詞ekhδ(<*segh_)と結果的に

同音となってしまう.そのため (w沖地δは用いられなくなった.

この語根はまた乗り物の名称の中にも見出される.接尾辞-e/os-を加えれば

Gk.o凶os-["車Jが得られ，引かを加えた *we/o'I-no・からはk胎}39やゲルマン

35 Gmc.ホ汰aIkaz(G白血.ねIks，OEsおa1c，G. Schalk“l'ogue"). さらなる語源について定説はな
い.Pokomy (929)には*(s)Rel-r飛て朋Bねる」から派生した「使し、走りJを原義とする説が
載せられている.私見ではGoth.sculan， OE釦伺1(E.s凶 1)，OHG scolan (G. sollen)等の属す語
根2*(s)kel-σ'okomy92η=祉 :el_2‘'tobe under釦 obli伊tion"(Watkins)との関連を疑う.
36 IE *m釘ko-.Cf. e. g. OHG m吋 1"horse"， ON m町 (id.)，OEm切 rh(id.) ; OHG mar(i)ha“m師"

ON merr (id.)， OE miere (id.; > E. m眠)，Du. menie (id.)， G. Mahre 'j“E勺Ga叫.m組曲“horse"
(ぉc.sg.)， OIr. marc (id.)， W. ma民h(id.)， Br. marc'h (id.)，出.この語は野生の馬を，後述される
*ekwo・は家畜化された馬を表した可能性もある例allozy&A，ゐms1997:274). 
37 ma・を含む馬の名称はユーラシア全般に見られるが，例えばモンゴノレ干且語から印尉E語
ペ昔用されたのか，あるいはその逆か，あるし、はまた偶然の一致か，明らかでなし、.
38 OE hors (E. horse) ~ hrosの前者を本来と，後者やONhross， G. Ross等をメタテーゼ形と
みなせば， IE *kers-“ωrun"のゼロ階梯*相:-0-> Gmc. *xursa-が起源と考えられる.同じく
吋s-o-よりGaul.ωlTOS，Ir.ωrr， W. car， Br.陥町(rs>Celt. rr)等も導泊れる.Cf. E. car，倒的'，etc.
39 *w-はゴ、イデル語群で色ブリトン語群でgw-に転じる.子音脱落による代償延長が見
えるα..ewis-Pedersen1937: 11，32，82). この語は現代語では失われたらしい
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語のSw.V:噌1，G. Wagen， E. wain; wagon等の車を意味する諸形態が作られている.

「道jを意味するGoth.wigs， G. Weg， E. way[く*weg"-o-s】及びLat.uia (> F. voie) 

【く*weg"-ya)等にもこの語根が見出される.

11. 34 水上の移動はもちろんまれだ、ったことだろうが，そのような場合には，

Gk. pl白(<ヤlewo)に見られるように， r浮かぶJを表す語が使われたと思われ

る.この語根*pleu-はスラブ語にも見られ，例えばRply-r"'， plav-ar"'fま「浮か

ぶ，泳ぐ，航行する」を意味する40 ゲルマン語で、は*pleu-d.・の形となり，ここ

から E.float， G. fliessen， Sw. flytaが得られる.バルト語には閉じ意味で*pleu-k-か

らの派生語が見られる [e.g.U也.pla肱ti，plaukyti (iter.リ.

船そのものは語根句eH2w・から作られた形態で呼ばれる:Skr.国向。，Gk. nau-s， 

lr. nau41， 01s. neトr，Arm. naw， Lat. nau-i・S・ゲルマン語にはOEnωa，G. Nachen r小

船」のように-k-を有する形態があるが，これは主格の-sの前でのH2の硬化に

よって説明されよう【9.67ff.). -H2w・がH3，つまり rx1のように扱われたと考

えられる.01s. nQ肱veに見られる・w-の痕跡は，他の格からの類推によって付

け加わったもので、あろう.この語には後に，恐らく指小言軸句な意味を持つ-on-が

加えられている.これはドイツ語の上掲語に-enで現れている要素である.

畜産

11. 35 牧畜民・農民の階層自体は，古代印欧語時代におけるその重要性lこつい

て，あまり明確な言語的痕跡を残していない.だが，再建されA尋る語葉のかな

りの部分は畜産と農耕に関するものである.牛と羊がかなりの役割を果たして

いたことは明白であり，それらを飼い慣らしていたことが窺われる.

11. 36 家畜は財産の本質的な部分を成しており，未開民族のもとで頻繁に行わ

れる略奪からこれらを守ることに端を発して様々な語集が生み出され，これら

が最終的に様々な領域へと広がって行った.あらゆる点から見て，日常的な家
なりわい

畜の世話は社会を構成する三階層のうちの最下層の生業であったと考えられる

が，これらを略奪から守ることには，無論，戦士が関わったことであろう.

11.37 基本的に，この分野の語実は二つの異なる語根から派生する原註6

やそれぞれゼロ階梯と o階梯で，延長が行われている(":句>y，句u+母音>av-).
.，またnoの形もある.現代アイルランド習では失われたらしい.
原註6Sader(1978:103-219)の長文の報告がこの点について詳しい.
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そのうちの一つは*peH2で、あって，これについては *pa耐の初源的意味の規

定を試みた際に既に商封Lた【1.4， 11. 7].これは単なる父親ではなく，一氏の守

護者と解釈される.守護者という意味では，語基に完全母音を有する双生語

(doublet)がある.これは，例えばSkr.naram…pata'" r人々の守護者Jや同じ意

味の合成語 nr-p珂_42(ここで nr-は上部二階層に属す人を表す-43)に見られる.

道具を表す接尾辞を加えると Skr.pa回・「容器，貯蔵場」や，ゲ、ルマン語でGo血.
さや

おdrr鞘jが生じる.フランス語で鞘を表すfo町 eauもゲルマン語の基底形から

の派生語である.

守る側でなく，守られる側を示す場合には，様々な接尾辞を伴って特に食べ

物の意味になる:Lat. p如isrパンJ，E. fc∞d.またLat.pabulum， G. Futter， E. fodder 

等は家畜の餌を表す.フランス語で動物の餌を表す fourrageはまたもやゲルマ

ン語の基底形からの派生語である判.E. fosterはもともと「食べ物を与えるJを

表し，後に「育成するJの意となったが，接頭語として育ての親と子の関係を

表すこともある.

また，接尾辞・s-あるいは・sk・を加えた形で，スラブ語 [e.g. R. 田口負 (rraひ)

「牧養するJと回目yxr牧人Jlとラテン語に牧畜関係の語がある.Lat. pasco(r) 

(> F. paitre)にはフランス語の場合と同じく「牧養する」と「草を食む」の二つ

の意味がある.また，家畜を牧養する人はLat.pastor (> F. pa田)である.

11. 38 H2を H3に置き換え，ーyーなる要素を加えた並行する語根もあり，これ

は上述の nr-p可-'" r人々の守護者Jと【ほぽ1同義の Skr.nf-piti・「人々 の保護」

に見られる.この基底形に異なる接尾辞を加えて， Gk.pou'" i(羊の)群れ」及

びpoim白「牧人Jが作られる. r守る(保護する)Jの意味が「保持する」や r(決
けん

まりを)道守する」の意味へと転じ，そこからLat.pi凶「敬度なJ(< *pI-us)及

ひ勤詞のpi批が得られる.後者は，いけにえをきちんと供えて神の護持に努め

担弱韻の語幹が記さる，前例と同じく単数主格を記せば刊d
43skr.m-，GKMp，Fd.kV5向(挿入音8については神山(1995:213f))， Arm. ayr， gen. afn (< 
*arnos < *anros (Schmi吐1981:10η1)， Av. nar.・等より *H2ner-(11. 69)が再建される.Skr. nar-， W 
nerは‘'hero"も表し，Lat.nervos凶“macho"，OIr. nert (Ir. n飽此trrartJ)“鈎-ength"，W. nerth“∞帥ge，
army"等を参考にすると，支配層あるいは戦士層の人聞を指したと考えられる.
制 E明・首'O-m> Gmc.情 dram(→ OFfuerre)は「倹Jjを守る)鞘Jとr(命を守る)餌」の両
義を持った.OF fuerre r餌J>feurreは藁に限局され， -ageを加えた総称fourrage(無アク
セント eu>ou)が餌一般の呼称となった.OF fu町間「鞘」と指小形との混交形fourrerカ
バーJはE.furに至り，毛皮のコート(寒さから人を守るもの)の意となった.
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ることを表す・抑i杭「通〈罪する」なら極限まで犠牲を払うことである45

11. 39 保護及びそれに関係する意味を表すもう一つの語根は*sw，ぽ'-，*wer-， *ser-

とし、う三種の形で生じる.この事情は，数調 6の語頭の場合(10.91)や，大家

族を示す接頭辞としても用いられる swe-/se-i自身」の場合(11.9)に同種の変

異が見られることに類似している.これら三つの形と上述の *peH2がかなり広

い意味領域を分割することになるが，その詳細は言語によって様々である.

基底の *SWIぽ・はGk.horaδ 「見るJに生じており， i (見)守るJが原義と考

えられる.これを含むpanorama(*pan-(h)ora・ma)は「全貌」を原義とする46

基底の事wer-はインド・イラン語，ヒッタイト語にも見出されるが，特にギリ

シア語とゲ、ルマン語に顕著で、あって，これらの言語ではキpeH2が本来の「守るJ

という意味を失い，代わりに *wer-が用いられるようになっている.G. wehren 

「守る」やWehrmachtの第一要素にもこれが見られ，後者は文字通りには「守

るカJ，すなわち i(防衛)軍」を表す.Lat.u紅白ri畏怖するJでは，上のpius

の場合に類する意味発達が行われている.接尾辞-dh_を加えた形では， E. ward 

「守り，守られている区域」やwardoffi(攻撃を)かわすjに代表されるゲル

マン語の諸形態があり，F.g副 e，garder， r曙，arder等々に見られるように， W・を規

則的に g-に硬化した形でロマンス語にも実に広く用いられている47

11. 40 *sぽ・には様々な接尾辞が付加される.

語根の母音度がゼロの *sr-i'・から G.Sorge i世話，心配」やE.ωrrow(今で

は「心配(悲しみ)Jの意味のみ)が作られている.Sw.sorgは「心配Jを， ornsorg 

は「世話」を表す.対応する Gk.盆khoには異なる二つの意味がある.その一つ

は「導く」であり，その現在分詞からアテーナイの執政官の呼称、であるアルコ

ン (ar他面】が出ている.他方は「はじめるJであり，恐らくは「イニシャテ

イブを取る」の意味から転じたと思われる.また，母音度oの6耐laIIlOSに「守

護者(指導者)Jの意味が保たれている.

接尾辞・，w-を加えればLat.sen蜘ei保持するJが得られる.seruos【>s悶 us]

45 r守るJには明・(<乍Hr)と切(i)-(< *peH3-i・)の二語根が並存したとするのが定説で
ある.しかし後者は「鍛淀川と同音異義となってしまい不都合である.*pa-を事F田:Hr，本pふ
を*poHrと解する説に魅力を感じる (e.g. Mallory & A也ms1997: 198). 

岨 1789年にエディンパラの画家RobertBarkerがGk.煽V“'all"ともpa凹“view"から作った.
47このゲルマン語からの借用語OF伊rdeは後に英語に逆輸入された.その結果，外来語の
伊ardに圧されてwardは本来の「守りj の意味を失いつつある.
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「奴隷」に関しては様々な説明が行われているが，特に r(死から)守られたJ

【=命を取られなかった】囚われ者とする説明が有力である.

11. 41 牛の呼称*gWeH3・48はIr.boから Skr.gau-♂，gavi (所格)に至るまで，あ

らゆる言語に見られる.*gWはラテン語(bδst9とギリシア語(bous)では bで，

ゲルマン語(E.∞'W，G.Kl曲)とアルメニア語(kov)ではkで現れる.

F. vache r雌牛」の語源となったLat.田.ccaについては詳しく検討しておきた

い.まず，語頭の v-は*gWの規則的発達である【5.55).次に，重音化した c

は，現代の場合とちょうど同じように，この語がいわゆる「強調的J(8. 3ff.) 

に用いられたことを示す(程度を強調するF.vachement r牛のように，激しくJ

等を参照).このcは，もともと主格の-sの前に位置した「喉音JH3が硬化し

たものである【9.67ff.). -a-は匂とも記せる母音，すなわち「喉音Jに隣接す

る母音の低減階梯に対応する (9.21).つまり， *gWeH3・sはキgWok・sになると考

えられるが【9.80)，その語幹に文法的女性の接尾辞を付加すると，アクセント

は接尾辞に移動して，語幹の母音は低減階梯となる.こうして宮司.(k)剖2より

規則的にuacωが得られる.

11. 42 古代印欧人の社会における経済の中で牛の飼育がかなり大きな役割を負

っていたことは疑いない.それは恐らく主として皮革(後にはなめし革)と肉

を得るためであったと思われる rなめし革」はGk.skuωsであるが，ここには

Skr.蜘 品ti'"r彼は覆うJ，Gk. s凶 onr戦利品(敵の市長)Jにも見られる「覆

う」を意味する語根50が含まれている.また，この語根からは防御の道具や保

管場所の名も作られる.Ols. skaunnは「盾j を表し，恐らく Lat.scutum r盾J

もこれに関連していると思われるし， OHGscurは「倉庫Jを， sc耐a(あるいは

sciura> G. Scl則的は「納屋Jを意味する.Lat. obsc討usr覆われた，よくわか

らない」の-scur-もこれと比定される.

11. 43 家畜の乳が今日と同じように重要で、あったかどうかはあまりはっきりし

ない.乳と搾乳を表す言い回しについては，二つの語基が競合していたと考え

られる.その一方は， Gk. gala(属格gal紘tos)やLat.1ω(属格lact-is)に見られる

べg)lak-t・であり，他方は， Go血 miluk-s，E. milk， G. MilchやLat.mulgeo r乳を絞

崎 *gWou_を想定するのが一般的.*gWeH3・を想定すれば後述のLat.v節句をも説明できる.
49この語はオスク・ウンブリア語からの借用語と考えられる.Cf. 5. 55， P:油ner(1954:37，251). 
見通例*(s)keuーと再建される r皮革Jと「隠す」の両方の意味でE.hideを参照されたい.
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るJ.OE melcan (同)に現れる牟melolg-.である.後者にはまた.Rmoloko r乳」
やL低 m叫ceor私は愛撫するJ(明らかにm常切の双生語)に見られる交替形

*melolk・がある51

古い剛'tには，様々な言語においてバターはことばの上で肉の脂と区別され

なかった.例えばスペイン語でのバターの呼び名 mant叫凶hはmantωa52rラー

ド」の派生語である.ゲルマン語での古い呼び名がD佃.smor rバターJのよう

に北欧に残っているが，これは「塗泊するj を表す語根と比定されるS3

チーズに関しでも，古い形態を再建することはできそうにない.後代になっ

てから次々と借用が行われたことから判断すると，チーズを作る技術はあまり

発達していなかったと，思われる.ケルト語[e.g. OIr.“おe(Ir. cais /ka:拘，W.c脚 B】

と西ゲルマン語(G.K量se，E.ch悶 e)の諸形態はL低 case凶「チーズJに由来して

おり，不確かだが，これは発酵を暗示する Rkvasrクワス(弱いアルコール飲

料)Jやkvap凶句，54rザウアークラウトj と比定されるとも考えられる.

Gk.由。，srチーズ」はアヴェスタの「乳清Jを表す形官官5と比較されてきた

だが.E. sour， G. s制 .er及びゲルマン語起源のF.s町「すっぱいJという一団と，

RsyrrチーズJ(<傘suro-s)やOPr.suris rチーズJとの艶E性に関係にあるよう

にも思う.その場合，ギリシア語は，トと s・という，まったく期待に反する対

応を正当化する何らかの仲介言語から借用を行なったと考える必要があろう.

F. beurre rバター」及びE.b醐ぽやG.But慣は，ラテン語【bU1申um]を介し

て，文字通りには「牛のチーズ」を意味する Gk.加耐耐on.に由来する.

11.44 羊の名である *H3側 i・については既に触れた【7.10， 10.27].これは牛

の場合ほど広く保存されているわけではないが，アイルランド語とルーマニア

語56，及て雌を示すE.問に見られ，特にスラブ語での保存状態がよい(Rov岨i).

フランス語には主の僕(子羊)の意味で【指小形】 o田 illesが残る.

51前者の語基はギリシア語とラテン語の名調にしか見られず，後者は動詞にも名詞にも生
じ，かつ明らかに分布も広い.また，スラプ語形はグルマン語からの借用かもしれない.
匁 Itman臨 arポマード，塩を加えたバターJ.Por.m釦飽i伊「バターJ等にも見られる.ラ
テン語到来以前のイベリア半島から各地に広まったらしい.Cf.MeyぽーLubke(1935: 434). 
2べ蜘砕“伊蹴.fat".α:G.民hmieren，E. sm甜「塗り付けるJ.Gk.同問vr軟膏」等.
M この語は不詳.恐らく kv政 nnaja阿国包(K阻lIeHllllJlKlIsYCTIl)の誤りである.
55 Av.館ray・『チーズ化したミルク，親調J.組iry富・『チーズ化したJ(Bartholomae 1卯4:656).
Cf. OCS tvarogL (R. TBO伊r)rカッテージチーズJ.
話 OIr.6i，ぬlIs.ωie.現代アイルランド語にはω，ireli-}a/ r羊飼いJ(1日綴ωゆ組官)が残る.

296 



11.45 子羊については， Lat.帯四に代表される形態が多少残っている:Gk. 

四 mos，Ir.白n【新綴田n泊剖/】， OCS噂証'ci[R Jll'HeHOKl. OE加首阻 r(雌羊が)子

を産むJ[E. y'ωn].だが，単一の祖形を立てるのは容易ではない.ラテン語と

ギリシア語を基礎とすれば宇旬、ρあるいは糾'gWno-'"が，アイルランド苦から

は事ogWno-'"が，スラブ語からは句g伸'no-'"あるいはホ~)wno-'"が， OE加削か

らは*ag刷nかあるいは祉:Wno-'"(または*ognvno-，旬、0回)が想定され，これらは

何らかの異化を経てさらに様々な母音度での叫gnvno[xw...gnvno]'"あるいは

*H~no に湖ると考えられる.

11. 46 羊類を代表とする小型の家畜は*pekuと総称された.例えばラテン語に

はpecur小型家畜」とその派生語があり，ここから Itpecora r羊」が生じる.

また，0，叩.白ar，Sw. far'" r羊jもここに由来する.その語根は動物の毛，特に羊

毛(Gk.pé~ω) を表す.羊毛は刈り取らずに，羊の背中からむしり取っていた
す

白川ry1983c: 82). この語根はGk.戸kδ 「私は杭くJやLat.阿蜘「櫛J，ある

いは毛の生えた部分である Latpectusr胸Jに現れる.

だが， *p依uは早期のうちに「家畜」という一般的意味を得たと考えられ，

また，物々交換は基本的に家畜で行われたから，さらに「取引材料J，後には「金
ふに

銭」の意味にまで発達した.F.pecuni血官「金銭的」や加pecunie岨「手元不如意」

といった諸形態はその最後の意味に由来する.Goth.抽u【[加J]】は「金銭，

支払手段」のみを意味する.G.Viehは(大型)家畜を指すが，他方E.feeには

今ではもう「報酬」の意味しかない.Er凶leBenv回忌teは「支払手段Jが本来的

な意味であったとするが，この想定を支持する説得力ある根拠はない胆7

11.47 共通時代に豚が既に飼い慣らされていたかどうかは疑問とされることも

あった.家畜としての子豚を意味するホporkかがインド・イラン語ではきちん

と文証されないからである57 いずれにせよ， *suH-が長期にわたってこの種の

名として一般的であり，そこから sfi-，suk (-sの前にある場合の類推)， su・(母

音の前の*叩H・の類推)が得られる.G. Schwein'" [， E. swine】やRs泊lJaに見

原註7Benvenis也(1969)第一巻第4章【=Benvenis民(1986:I，41ft:】を参照.【彼はさらに傘pe.加

と r(羊)毛Jを無関係とする (p.55).】
幻その文註はインド穏に絶無でイラン語にも乏しい.しかしBenveni御(1986:29)はコー
タン・サカ語の仰調「豚」を勺m此か起源と見ている.またFinn.porsas r子豚」等がイン
ド・イラン語からの借用とも考えられるらしい仰alloty&A伽ms1997: 425). 
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えるように，ゲルマン語とスラプ語に定着したのは-IIlによる派生形であるが，

Eω~， O.S副のようにゲルマン語でも雌の場合はこの接尾辞が加えられていな

い.*porl<:o-はこのままの形で，あるいは派生語の形で，実に多くの言語に見ら

れ，今日でも豚の子を表すことも多い.さらにE.歯rowのように同じ母豚から

生まれた豚の兄弟を表す場合もある58

11. 48 ヤギの呼称は言語によってかなりまちまちである.Ok. aix(属格 aigos)

とAnn.aycとは比定できる.Lat haedus r子ヤギ」はゲルマン語のヤギの総称

に一致している :00血.gai包，E.gl叫 O.Ge国:59<ぜ'aido回・ L低 ca阿(女性形c明司

>F.ch前間)は， Ok.ka戸田「猪Jに形の上で一致する.雄の呼称が他の動物の場

合にも用いられるようになるのはめずらしいことではないω.

印欧語がもたらされる以前の西ヨーロッパには閃と包]あるいは[P]と[b]が

区別されない言語が行われており，この言語からヤギを表す語が借用されたと

考えた場合， Celt事伊加・【OIr.紳or，Ir. gめbar/g釦r/，W. 伊企~etc.lはLat.ω阿

と比定できることになる.特に地名において，岩あるいは石を表す形態に*同削減a)

と*劇:n)daの交替が指摘されている.例えばフランスにはα四回lerle，Chan蜘 ine

といった地名や人名がかなりある.この場合【*畑(n同に由来する】第一要素

はchan町「歌うJの形態であると解釈されるに至っており，これに歩を合わせ

て第二要素も動物の名前 (merlerツグミ」と rainer蛙J(方言))からの類推で

形が変わってしまったらしい.他方，俗に言う ram錦町m伊血「けつつまずく」

という表現には方言的な伊dinf.石」が出てくる.

上に記したヤギの呼称には，いずれも常に母音aが生じている.この点から

すれば，この呼称は印欧語内でかなり後期になってから形成されたか，あるい

は何らかの他の語族からの借用語であると考えられる.以上を勘案すると，ヤ

ギが飼われるようになったのは後になってからだと考えるべきかもしれない.

F. bouc r雄ヤギ」はケルト語とゲルマン語の伽協，均ukk・のような形官官lと

S8野生の豚，すなわち猪は生後しばらく特徴的な模様を持ち，しばしば「瓜坊Jと呼ばれ
ることを参考にすると，ヤrkcトは乍rk-“呼悶:k1ed"の派生語と考えられよう.本章訳註153
(p.31η参照.また，現在の英語でもっとも頻繁に用いられているhogとpigの語源は明ら
かでない.
盟今では方言的.むしろ語源不明確なZieg障が用いられる.
国類例としてます頃に浮かぶのはE.buckである.これは本来「雄ヤギjを表すが，各種
動物の雄を表すに至っており，現在では『雄ヤギjはhe-goatと呼ぶのが普通である.
o. e.g.OIr.加∞，Ir. boc， W. bwch; OE bu∞a， E. buck， OHG加c，G.B∞k，Sw. bock， etc. 
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比定されるはずである.kが重音化しており，また，母音が一定しないことか

らすれば，これは平俗な，あるいは感情のこもった形態であろう.一方F.bi中S

『雌ヤギJ，biquet r雄の子ヤギJ，bi，甲車臨「雌の子ヤギ」にはiが現れる点を考

慮されたい.このような母音の交替は， bigre rえーっ ?Jとbougrer何だと?J， 

fiche rするj とfou回「やるJ，chipぽ「盗む」と d叩ぽ「かっぱらう」等にも散

見され， [司は指小的で女性的な形に， [u]や[吋は男性的あるいは荒っぽい形に

見られる.ただしItb∞∞「雄ヤギ」にはeが生じている.

11. 49 ロパは，ヨーロッパのほぼ全域にわたって，ラテン語の鎚inus，蹴:llω

から出た語で呼ばれており，印欧人の家畜に数えられないのは明らかである62

当然，その雑種であるラパについても同様であり， L乱 m国国に由来する呼称が

ほぼ全域にわたって用いられる.
きん

11. 50 家禽に目を移そう.鶏には祖形が再建できるような呼称はない.

F.po叫er.雌鶏Jやpo叫etr若鶏Jは，もともと動物の子を意味する指小的な

形態であって，市場では一般にこのような呼称が好まれる.これらと比定され

るものに， po叫血(E.伽1)r子馬」や卯岨che但.血ly)r雌の子馬J，さらには

Lat. puer r子供J，あるいは現代ギリシア語の姓に用いられ， r息子Jを意味す

る-po叫ω63等がある.

F.c叫，E.c∞k，SCr. kokoS"'， Pol. koko鐙『雄鶏jや派生語のE.c悩ken，Sw. kyckling 

「若鶏」とし、った形態はその鳴き声に由来する.

G.H油nr雄鶏J，E.hen，D佃.hone r雌鶏」のようなゲルマン語の形態は， Lat

伺凶「私は歌う」に見られる語根 [*kan・1に帰属する.

11.51 だが，ガチョウと鴨(アヒル)については，上の場合と逆に，祖語の時

代に糊る形態がある.当然ながら，これらがすでに飼い慣らされていたかどう

かはわからない.

ガチヨウはSkr.加血s佐aι.-，Gk.腿拙1曲面，Lat星血ns町ぽ(農村の語のためhが脱落している初)，

G.臼m凪"E.g'側久叫凶Li胤i油血.均榊is，O∞CS民側'si，Rgus''''
建される.サンスクリットの語は白鳥を表すこともある.Ir. geis64が表すのも自

位現在の英語では由緒正しい蹴よりもdonkeyが多用されるが，その由来は明らかでない.
6 映画監督のアンゲロプロス(Angelopoulos)や 1967年にクーデターで軍事政権を樹立し，
後に終身刑を宣告されたパパドプロス(pa阿.opouloのの名にも見られる.
出 /ié:~/. ガチョウはIr.ge/ieゴ(OIr.訴d)・
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烏である.

鴨(アヒル)については，アクセント位置によって①*H2enH2ti・，②*H2neH2ti・，

③*H2QH2ti・の三つの変異形が想定される.①lこはLat.釦as(gen.an出s)，OFane， G. 

Ente， Dan. and， Li血.加.tisへOCSQty"'6Sが，②にはGk.n卸a(く *natya)が，③には水

鳥を表すSkr.atisがそれぞれ属す.フランス語では，もともとのane[f.]がそ

の鳴き声の擬音語ωncanに影響されて caneとなり，そこから canard[m.】が

派生した.E. duckは「水に潜る雌jの意であり，対応の雄を表す命akeは，竜

を意味する語(OE合aca)をふざけて用いたことに端を発すると思われる.

動物の分布

11.52 考古学により犬が非常に早期から飼い慣らされていたことがわかってい

る.そのため，今日でも用いられている多くの語のもとになった古い形態を再

建することができる.これはキkuon-あるいはキkun-であり，ここにGk.kuon， Ir. 

cu，Go由.hun-d-s， G. Hundや，サタム語ではLatv.sun-s， Arm. sown， Skr. cvan-"'， Av. 

span-， Med. spa.拍“(>Rsob嗣 67)が起因している68

11. 53 反対に，猫がベットにされるようになったのはずいぶんと新しいことで

あり，ギリシアとローマでは古典期以降である.猫の名称は印欧語到来以前の

西ヨーロッパ由来の語であるかのような形状をしている【11.481.すなわち，

語頭は同あるいは[副であり，その後に母音の [a]があり，さらに凹が続くが，

この最後の音はもともとは母音間で重音化していた:It. ga社0，Ir. catt【新綴cat]，

E.ωIt，G.Ka包e，OR‘kot・首ka，etc. 

猫がいないなら，ねずみは小躍りしていたことだろうが，こちらについては

*musとし、う形態が再建できる:Gk. mus，I瓜，OE， Ols. mus，規則的にRmys.....

11. 54 次に野獣に関してだが，狼については既に触れている[5.55， 9. 76， 10. 51 ]. 

白その他の例語と異なり，直接①に由来せず.*H:2(:nH2t.・が4・で拡大された形を基礎とし
ている:明示耐2t-U-S>*面白>Slav.キan偏>*Qty = OCS. Cf. R.戸'Kll(<*亘nt-u-k・a).
助 Med.O1rÓ.m はへロドトス『歴史~ 1， 110 (松平千秋訳岩波文庫(上)p.89)に報告され
る.Cf. Skr. cv，誌か「狼J.Av. sp池島「犬のようなJ(B紅tholomae1904: 1610). 
日R.c06a闘がイラン語からの早期の借用語であるとする説は古い.直接の借用元として形
の上から無理がないのは中期イラン語の匂baka-(<事spaka-，as in Med.， Av.; cf. Per. sabah). 
つまり語頭の子音連続の聞に挿入母音が入り，母音にはさまれたpが有声化した形である.
これに対しTpy6剖eBはチュルク語のkobakからの借用を疑う('11ぉm町露語版 111702f.). 
68ちなみにE.dogの由来は明らかでない.
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祖形には句jkWo・とその[メタテーゼ、による】交替形*lukW，かが再建され，ケル

ト語を除く全域に現れる69

11. 55 熊に関しては Gk.おktω，Skr. r均a-"'， Lat. urs凶等の豊富な文証により

*H2erk1。へ *H2fk1，。ーが再建される [9.101 ff.].この語は Skr. 尚~as- ["損害」と比

定され，これこそ古来の由緒正しい熊の名称、だと思われるが，語蒙の迷信(タ

ブー)のために使われなくなってしまった.ゲルマン語ではE.bear， G. Barのよ

うに「褐色のもの」を意味する語【*bher・on-】によって，スラプ語の場合には

R. medv-ed'''' のように「蜂蜜を食らうものJ とし、う意味の合成語 [*m吋.~-ed-i・1

によって，それぞれ言い換えが行われている.

蜂蜜が有史以前の食生活において大きな役割を演じていたことは確実であり，

これはアルコール飲料で、ある蜂蜜酒の原料で、もあった. ["蜂蜜」については二つ

の形態が競合関係にある.すなわち， Gk. meli， Lat. mel， Ir. mil， Goth. militに現れ

ている *melitと， ["蜂蜜酒J をも意味する *med~ である. Li血.ml吋usは「蜂蜜J

を，Ir. mid， E. mead， D釦，mjod， G. Met， Li白.midusは「蜂蜜酒Jを，R.m剖 (medved''''

「熊Jのmedv-に古い-uの痕跡が見える)はその両者を意味する.AV.madu-の

意味は正確にはわからないが， Gk. methu (時にワインを表す)と同じように，

恐らくはワインを示すと思われる70

ワインの出現は明らかlこ剛勺を下ってからのことであり，ヨーロッパ全域に

わたって Lat.血m に由来する呼称が用し、られている.【現在の】ギリシア語で
ゐ

は「混乱のJを原義とする凶iが用いら悦こ至っているが7l，これは除外し

なければならない.かつての呼称(w)oinosはLat.uinumと同じく，地中海地域

の何れかの言語からの借用語である.

11. 56 狼と熊を表す語が古いということは，俵古の剛ミにおいて印欧諸民族は

これらの動物がしばしば出現する地域に居住していたということになる.

他方，確かにライオンの呼称はすべてギリシア語の形態に由来しているよう

には見えるが，だからと言って，印欧諸民族が拡散以前に定住していた地域に

ライオンが生息していなかったと結論することはできない.動物名のリストか

らライオンが除外されるためには，印欧諸民族がその移動の過程で居留した地

曲Ir.faolchu lfi:lxu:/ (< faol(?) + c白“dog'ヲ，W. blaidd， Br. bleiz等の語源は明らかでない.
70 Bar廿lolomae(1904: 111 4)はm必aY.・に点eerenweiげ‘「果霜酉Jなる語釈を与えている.
7lワインを水で割る習慣に起因する.Cf. G. Gespritzte， Spri田 r.
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域にライオンが生息していなかったか，あるいは絶滅していたと考えれば充分

である.ギリシアにライオンがいたことになっているのは伝説の上のことだが，

古代よりヨーロッパの諸民族の想像においてこの動物が重要な役割を演じてき

たことを考えると，ヘーラクレースに退治されるネメアの獅子の話もただの神

話ではないような気もしてくる沼.実際，バルカン半島にライオンが生息して

いたことはアリストテレースにも記されていることである73

ヨーロッパ全域におけるこの語の形態を説明するには，Gk.l<伽(属格 l伽 同 )

ではなく， Lat. leo， leonisを出発点とすべきである.様々な形態に関しラテン語

の主格 l聞によって説明が与えられることが多く，書物を通して借用が行われ

たのではないかと考えられる.1聞のーoからG.LoweやDu.leeuwの-w・が，さ

らにはLi血.Ievぉ74やRYevの・V開が得られるのである.

11. 57 ネコ科の中でもう一つ注目すべきなのが山猫である.アイルランドから

アルメニアに至るまで吋uk・から派生した形態が用いられるが，これはGk.lel水.6s

「輝くJに見える語根であり，山猫の目はしばしばこのように形容される.こ

れはMIr.lug7S， SW. 10 (く *h攻~-)， G. L田 :hs，Li由.1悩♂に見られ， Rrys'ではrvat'

「引き裂くJからの類推で語頭が F に転じている76 ギリシア語は接中辞の n

を加えてlugx[1YI.Jks]"'，属格lugk・6s[lYI.Jkos]'"とした.Lat.伽lXは無論ギリシア

語からの借用語である.フランス語ではこの動物が俗に 10暗唱ぽviぽ「鹿(問。

を襲う狼Jと呼ばれており，狼の名称、(句!kWo回)がギリシア語(Iukos)やラテン

語。叩IUS)で山猫の名称に影響されたのではないかとも考え得る.山猫は今日で

こそめったに見られなくなったが，かつては中部あるいは南ヨーロッパの森に

頻繁に出没したと考えられる.

官ギリシア神話の中では，いわゆる『へーラクレースの 12の仕事」の『ネメアの獅引屋
治J以外にも， rロミオとジュリエットJの原型となったピューラモスとティスベーの話，
アポローンとキュレーネーの，あるいは美しき女傑アタランテーとメラニオーンのロマン
ス等にもライオンが登場する.また，ヨーロッパにおいてライオンが勇猛果敢な英雄のイ
メージを帯ぴてし、たこと防レイ獅子王(Louisvm le Li叫，ノ、インリッヒ獅子公但einrich伽

Lowe)，リチヤード獅子心王侭ichard1 the Lion-H聞t)等に添えられた別名からも窺える.
百ライオンはヨーロッパの中でアケロイオスJII(エーベイロス)とネッソスJiI(トラキア)
の聞の地域にいる旨記されている.出編『アリストテレス全集~ Vll: 226; vm: 47. 
判通常はH自国が用いられる.
75現代アイルランド語では借用語lincsel向ikisiatが用いられるに至っている.
76 Waldeの説らしいが，説得力に乏しい.類推，あるいはタブーによる置換を考慮するな
ら，むしろSlav.‘I}'S'Lや*cydjb(いずれも「赤毛のJ)が有望であろう.
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植物の分布

11. 58 概して，動植物に関する語棄を見ていると，我々の知っている中部ヨー

ロッパが「印欧人Jの伝統的居住地であるような気がしてくる.だが，この点

で判断に影響しているのが恐らく我々の文献資料であるという点を忘れてはな

らない.既に触れたように， *bhagcト‘なる語基が指したと考えられる木にはド

ングリが実り，その実は新石器文化の拡大以前には人聞や動物の大事な食物で

あった【4.8J. これにはブナの場合とオーク(カシ，ナラ)の場合とがある.

ガリアでオークは先制阻0・s(> F. chene rオークJ) と呼ばれていたが，さらに

古くは*kastano-sであったと考えられ，ここから Lat.側刷ω(ドングリに類す

る食材「栗J)が生じている.F. faine rブナの実Jという語はLat.(glans)館副1♂

に由来する.街gina"はもちろん盆伊srブナJの派生語であるから，その原義は

「プナのドングリ」ということである.F. gland rドングリJに関して言うと，

イタリック語からバルト語，スラブ語，ギリシア語を経てアルメニア語に，語

基百九l官2Yあるし、1"i*gWleHr..からの派生語が見られる77 自然産物を人聞が

どう利用するかによって形態の意味は変わって行くものである.その様子を例

示するには，ゲノレマン語の comあるいは komがうってつけである.これは決

まった一種類ではなく，該当地域における最も一般的な穀物を表す.E.comは

トウモロコシ(合衆国)，燕麦(アイルランド)，小麦(イングランド)を， G.Kom

は小麦(南部)，ライ麦(北部)をそれぞれ表す [11.63J. 

農業

11.59 農業の発達はかなり遅く，畜産の発達と並行している.植物を育てるの

には，まず最初に土地を開墾しなければならないが，初期においてそのために

使われた道具は，バスク語で、 laia(> Sp. layar r掘り起こすJ)の名で呼ばれるの

に似た，木製のすきの類で、あったと考えられる.語根*H:zereH3は「耕すJと訳

され，Lat. ar宮reとなるが，ここに由来する動詞がもともと意味したのは，恐ら

く上記のような原始的道具で行われた作業である.この道具は，上記の語根に

言語によって様々な接尾辞を加えて呼ばれ(e.g.Lat.紅甜u-m(> F. 宿泊ゆ，これ

が改良されてF.charrue r (車輪の付し、た)すき」と呼ばれる農具ができあがっ

77 Lat. glansの他にGk.何IulVoc，Li出.gile， OCS felQdb (R. lKeny，ru，)， Ann. kalin，臨.
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た.インド・イラン語にはこの語根を持つ語が見当たらないが，それは，移動

が長期にわたったため忘れ去られた結果であると解釈されてきた.だが，すき

が発明されたのがアーリア人の出立以降のことであって，例えばドナウ川流域

からこれが広まり，東方にはスラブ人に，西方にはアイルランド人に至るまで

普及したとみなすことも可能である. トカラ語 [B】に「すきj の意味で誌

なる語があることも興味深い【4.13). 

11. 60 rくびきJに当たる語は全域にわたって見られ，例えばHitt.yug，眠 Skr.

刊gおn，Gk.剖gon，Lat iugum 78のように一般にーoを有する中性名調である.この

点からすれば，牛に何かををつないで引かせることは非常に古い時代から行わ

れてきたと考えられる.もともとは，農耕のためだったのか，あるいは遊牧生

活の中で移動する際に車を引かせるためだったのか，その本来の目的ははっき

りしない.上記の語は孤立的なものではない.その語根は*yeug，・であり， rつ

なぐJ00泊dre)を意味する動詞に広く見られる.そのF.joindre自体も，∞njoint

「配偶者」をはじめとする多くの派生語も，また jonctionr接合J，∞njonc'討on

「接続調J，∞njugaisonr活用J，j郎防poserr並置するJといった多数の学術語

も，この語根がとても重宝されてきたことを物語っている.
うね

11. 61 畝を意味する形態ιat.lira)も広く見られる.これはOCSlexa r列J，Lith. 

lyse'" r植物の列，一畝jやOHG(wagan)leisa rわだ、ちJ，G. Glei♂「線路J(く (Ge)leise)

に現れる語基*loiseH2 >ホloisaに糊る.F. de胎町(くLat.del国 re)は，本来の「畝(わ

だち)から外れる，脱線するJから比喰的な意味「常軌を逸するJに転じてい

る.ゲルマン語の場合には，アクセントが語基末尾にあったため+が・z・を経

て+となり， *Iairoとなった [5.66). ここから G.Lehre r教育」やE.lorer知
識J(e.g. folklore r民俗文化の研究?9J)が生まれている.ゴート語では類推によ

って・s・が復活し，凶司副「教えるjとなっている.母音度ゼ‘ロの *lis・>*1包・>*1ι 

に-na・を加えれば， r学ぶ」の意味のG.l回 lenやE.I切 mが派生する.また別の

派生語Go血.Iaistjanは「従うJ，つまり「後をつけるJを意味し， G.leisten r実

行する」やE.lastr続く」 に残る.対応の名詞はGo出.lai由「足跡Jであって，

78音対応については9.7及び同所の訳註を参照.
押本来G.ぬlkskundeの翻訳借用語.現今においてこの英語は特に「民話」や「民族音楽・
舞踊J(特にスペイン語)を指すことがあるが，本来的な意味とはかけ離れている.
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「靴型Jを意味する G.LeistenやE.l制はここに起源を持つ80

11.62 種を播くとしづ意味では*seH1とし、う語根がかなり広く見られる.これ

はLat.se-men i種Jやse・u_f1i私は播いたJにはっきりと現れており，後者の

-u・は-H3に終わる語基からの類推で生じた完了の指標である.この要素は OE

sawan> E. sowにおいては語基の構成部分に取り入れられている【9.58ff.].ギ

リシア語は他と一線を画し， sp白m とsporosという種を意味するこつの語に見

える語根*sper-を持つにれらはsp町田「精液」及びsporei胞子j としてフラ

ンス語に借用されている).F. semer i種を播く」は Lat.se・menから作られた

S如rinareに由来する.Hi質問_i押す」を参考にすると，もともとの意味は「埋

め込む」だ、ったのではないかと考えられる.つまり，この語が表したのはー粒

一粒種を土中に埋め込むことで、あって，一気にばらまくことではなかったとし、

うことになる.これもまた非常に生産力に富んだ語根である.

11. 63 穀物の粒を表すのはキyewかなる基底形である.サンスクリットとアヴ

エスタには yava-・の形が現れ，これは後に「大麦Jの意味に転じた.また，バ

ルト語には複数形のLi血.javaIi穀粒Jがあり，ギリシア語には同じく擾数形の

zeiaiがあって，小麦の一種【家畜用のスベルト小麦】を表す.

他方，ヨーロッパでもっとも広く用いられているのは， Lat. gr如umi穀粒J

を代表とする形態である.これはゲルマン語だと E.∞m，G.Kom，Sωnd.komと

なり，またOCSzriino， Li出.zimis'‘に至っている.既に述べたように [11.58]， 

この語が意味するのは概してもっとも普及した穀物であり，バルト語の場合の

ようにグリーンピースを指すことさえもある82

その他に，個々の穀物の名称も見られる.特に「大麦Jは*tersd(h)-幻と呼ば

れていたと考えられ，これはG.Gerste， Lat. hordeum， Gk. kn出(ただし母音は予

想に反する84) やAlb.driH♂に現れているArm.g紅i86も比定される.

即ちなみに「最後の」の意味のE.lastはこれらと無関係で， OEI制令la包)の最上級la旬は

より syncopeを経て得られる.さらに言えば， r緩めるJを意味する拡大形a*leHI-d-> *1剖・
のゼロ階梯*Iad-(> Gmc. *Iat-> OE lat)に由来する.
81現在形は初頭子音を重複した*se-sる〉関崎(1.sg.)である.
位、'ewかが手を加えていない穀粒そのものを指すのに対し，事~Hrno・は脱穀した穀粒を
原義とするらしい.地llory&A伽ms(I997:237).
泊ぜE凶・『岡1J毛Jから形成されたとする解釈例制的は興味深い.ゼロF皆梯*grsd・>Gmc.
宇gorst・>OEgo路tより E.go問「ハリエニシダJが導かれることを参照.
副本grsーに名詞では見慣れない接尾辞-dh_を加え，異化で初頭音の気音が消失した(α路島
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季節

11. 64 季節に関しては，よい特旨と悪い特巨が対を成すと期待される.四季と

したところで，服装について言えば春と秋はそれらの聞である.とは言え，古

い言語には冬と春と夏に共通の形態が見られる.

冬の古い呼称は語根g'ei・に起因し，大概これに・m・が続く :Gk.油.eimdn，L弘

凶間百(対応の形容調が出bemus87であるから，もともとの前置鼻音化音""が語

末で-mに，語中でみに転じたとも考えられる【9.112tr.])， Ir. gam88 (-a-はsam

「夏」からの類掛， Lith. Ziema， OCS， R.盛田， Skr.(Ved.) hima-.この語根はま
すみか

たGk.凶idn，Ann. jiwn， Skr.凶品【cf.凶n砲ya(原義:雪の住処)】のように

雪の呼称にも用u、られる.寒し、季節に対して別の呼称を用いるのはGoth.叫ntrus，

G.Wm町， E.win町， Dan.吋n町に代表されるゲルマン語ぐらいである89

11. 65 春の基底形は wesn・であり，語末で・nと・rが交替する【9.116tr.].こ

れは， Gk.卸(<*w聞く*w叫)，Lat. ui註(>It， Sp. (p由国.)v悶.)9(J，Ir.即'-ach(もとも

と文中の位置によって*伽r-achと交替したと考えられる)9¥ SW. var， Latv. vasara 

「夏J，OCS，R. VI白田等に現れている92

11. 66 夏の基底形は事Se/I叩ト93であり，これにdかが，あるいは一連の場合に

はその代わりに_a_4が加えられる.Skr.錨m量YやAnn.amは一年全体を表すが，

Av.hama94は夏の意味である.夏を意味する OIr.sam9S， W. haf， Br. hanvはいず

れも *samcトに糊る.ゲノレマン語では基底の本間n・にアクセントを持つ接尾辞-ro-

mannの法員リ)とみなさざるを得ないが， r はGk.ralarで対応するはずで不可解である.
お原著者の転写法(5.27)に則って訂正した.正書法上は也油器で穀粒を指す.初頭音に影
響された愉sg->*gr必を想定村11ま捌的に現恋の形が導かれる(ぜ>11，*r>ri，事k>由). 

師 *rfはAnn.j[dz]に対応するはずであるからこの比定は疑問である*出島に由来すると
恩われるjarr馬のたてがみ」との比定は可能であろう.
U 現代ロマンス語のF.hiver， It invemo， Sp. inviemoはこの形容詞に由来する.
"季節を表す・副を加えてgaimr凶，gemredとも.現在ではgein加eadh/gév~aI. 
回 Pedersen以来， E.wa怖の語根E町時に鼻音接中辞を加えた句e-n-d-ru，こ帰されてい
る.つまり，本来的には「湿った揮輔)Jを意味したことになる.
一対応のF.primev1批は失われている.戸n蜘 psくは蜘IpUSpnmwn加期則"・

別語中で*-sr-> -rr-.語頭でのw>fの脱落は緩音化の一般化による.Cf. Lewis & Ped町蹴1

(1937: 22， 130).また，この語は現在では鈍rrachと綴られ治拡/と発音される.
信E.Lent r四旬節Jに残る OElen蜘 「 春JはGmc.*1anga"由也〈哨onぜ吋i-n-<lsr昼が

長いこと」を， G. Fruhlingは『早い時期J(cf.創1h，Gk.叩ω(<命'perr前部d)を原義とする.
田原義は“one，血eonly"であるから， r一番良い季節Jのような意味合いと恩われる(10.8乃.
94単数具格形.語幹はham・-
由冬の場合にも似て-radを加えたsamradとも.現在では調mhr凶h/:泊四aI.
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を加えた *s.聞かより， E. summer， G. Sommer， Sw. sommarとし、った現代の諸形

態が生じている.他方，夏を「暑い季節Jのように表現することもある.その

一例が Lat.ae姻 S，aest滋・is(> F. et，のであり，これはGk.ail出O I火をつける」にも

見える語根*H2eidhに起因している%

11.67 ラ・フォンテーヌは夏のことを <<autemps chaud>> I暑い時期にJと表現

しているし，フランコ・プロヴァンス語ではこれと同じ chaud-蜘 lpSが夏を表

す普通のことばである.名字の Chautempsも比較されたい.

11. 68 他方，秋については各語派が一つあるいはそれ以上の独自の呼称を持っ

ている97 例えばG.HerbstヲD血 hostのようにゲルマン語は「収穫」を意味する

語をこれに当てるが，英語ではフランス語からの autumn98と競合が生じたため

加W凶 tはもともとの「収穫」の意味に限定されているに至った.本来の意味は

Lat ωrpδ 「摘み取る」やGk.k紅posI実」に見える.アメリカ英語では秋の意

味でfallI爆が)落ちることj が用いられるが，これは春を表すsp出19が樹液

のほとばしり (s戸時「飛び跳ねる，湧き出すJ)や植物の成長を反映した言い

方であるのと対を成している99

方位

11. 69 方位についても一言触れておこう.

北に関しては，複数の語派に共通する形態はない.Gk. boほおのように，北

から吹いて来る寒風の呼称、が北の意味で用いられることが多いI∞.F. no吋は他

の方位と同じく古英語からの借用語であるが， OE nordは「左側」の意味であ

ったと考えられている.オスク・ウンブリア語にも田町0・「左」が残る.日の

96 OCSI加に関して定説はないが.IE本leH)・「緩めるJ(cf. Lat lenis， E. la低)からのleto(vr色mc)

「緩やかな(気侯のよい)季節」が「夏Jを意味するようになったと考えられる.
同辛うじて祖語に想定できるのは収穫を原義とする明)es-en-(異語幹曲用 9.116)である:
Goth・お飢sr夏，収穫期J，ONQnn r秋J， OCS jesel1b r.秋J，Gk.初治問(<*op-+os邸宮)r晩
夏J， Hi吐.zena.・「秋J.OPr.お舗凶s，OHG aran (G. Emte)， OE鈍 mian(E.伺m)は原義を保つ.
98 Lat a山nnnusの語源は明らかでない.エトルリア語からの借用が疑われている.
開この語(<*sper-rすばやく動く，躍動するJ+n+めを春の意味で用いるのは英語のみ
で，かっ初出は 1547年と新しい.固定的表現世1esp巾<gof血eday (the moming， li均等を参
考にすれば， rはじまり，好機」からの語義発達が窺える.
1田 Gk.sop同はSkr.giri・「山J，Av. gairi-， OCS gora， Li血.伊iar森J，Alb. gur r岩jより *gWerH-
f山に由来すると考えられる.またOCSseven.， Li由.si釦re等も同じく『寒風，J(*(s)kewero-) 
に由来する (cf.Latωmぉ「北西風1.白出.s愉 ar嵐J，OE SCUf， E. shower). 
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出を見ているときに左側が北なのである101

古い時代には南についてのことばにもほとんど一致が見られない.Skr. 伽~i早♂

のように「右の」から転じて南を表す場合もあるが102，r正午に太陽がある位置」

のように表現されることもある.F. midiもその一例で， -diはlundir月曜日J，

m釘dir火曜日J等々に見られるように「日Jを表す.プロヴ、アンス語とフラン

コ・プロヴァンス語でも同様のmi-jor(n)が用いられる103 また，単に「太陽の

当たる側j のように表現されることもあり，例えばゲルマン語では「南j を表

すのに太陽を表す語根*sunl似からの派生語、叩.-t-(> OE sud)が使われている.

フランス語にはこの形態がかなり早期に借用されたためu[u:]が[y]に変化して

いる[F.sudl.他のロマンス語で、も [It.，Rum.l sud， [sp.l surであるが， [u]が

生じているからには，文字を通して借用されたか，あるいは借用がかなり早期

であったと考えられる.G.Sudはオランダ語からの借用であり，本来の形態sund

は地名に残る.例えばアルザスの南部分はSundgauと呼ばれるが，これはもと

もと「南地区」という意味である.

11.70 東については，夜明けも表し， *a凶osと再建される古い形態がある.こ

れはGk.但OID.)eOs， Lat. aurδ凧 Li白.auSra"r暁Jに見られ，ゲルマン語では%凶t-"

から規則的に OE匂ste"が得られる.この古英語形がE回に借用され，さらに

It. estにも， Sp.倒 eにも採用されている.古いaustの名残はオーストリアのフ

ランス語名 Autricheに見られるが， ドイツ語では規則的に Ostとなる(オース

トリアはost・を有するO批 rreich).また， r復活祭」はE.Easterだが，これはい

わば「一年の夜明け」を指し， ドイツ語では複数形Os刷 1で表現される.

他方，東を「太陽の昇ってくる方角j のように表現することも多い.ギリシ

ア人が小アジアの名として用いたGk.anatole (rアナトリアJの名はここから)

101 *ner-(<明 2ner-)は「下Jが原義(神に対する下界の「人間J(11. 37)の意にも)であり，
恐らく「劣る側Jの意味合いからしばしば「左Jの意味となる.
1句この意味発達はケルト語(OIr.dess， Ir. d描 /d凶今にも見られる.r右」はまたAv.剖 ina-，
Gk.&与.oc，&Ctt叩oc，Lat. dex旬r，Go出.包ihswa，OCSd酬も，Li血.desme r右手J等により，かつ
ては*deks-に様々 な接尾辞を加えて表現されていたことが窺われるが，現代諸言語では「正
しし、Jあるいはfまっすぐなjを意味する諸形態での言い換えが行われている場合が多い.
103 Gk. J.lEffilfll3piaやLat.mendiesのなぞりに見える.Cf.ltm位 zogiomo，m位 zodi，Sp. medi吋Ia.
1旧両音節とも正常階梯で、記せば*seH2wel-(αι 市咽c，Lat sδ1， OCS Sbl-n回)と *seHi糊 1・
(Gmc.事sonn-on-)が想定されるが，これをIInの一種の異語幹曲用の痕跡と見る説(e.g. Pokor-
ny 881)には間意し難い.Watkins (20W: 72)のように末尾部分は接辞と見るべきであろう.
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はその一例である105.Lat.側面SI06やEぽientはまさに「日出ずるJ(levant)とし、

う意味である.フランス語では地中海東方の国々をLevantrレヴァント地方J

と呼んでいる.VladiVIωωkは「東洋の支配j という意味であるが，ここに見え

るRvωωkr東」も日の出を暗示している107

11. 71 西は「夕方」と表現されることがあり，例えばGk.hesperaはその両方

を意味する叫.また，陥没j のようにも σ~O∞ident)円「太陽の居場所j のよ

うにもσ.pona国)110表現される.ゲルマン語のwest-を有する諸形態はSkr.avお

「下にJやGk.hesp的 (<*WI鎚戸m)及びLat.附perr夕方J(>F.v匂resrタベの

祈りJ)の第一要素と比定される.F.ou図 tはE.w闘に由来するが，そのフラン

ス語形の発音から Sp.田砲が，文字を通してIt.ovestが借用された (16一17世

紀にuとvの区別が行われた際に誤りが生じ， vの綴りが定着してしまった). 

家庭の掠術

11.72 家庭の技術のうちで裁縫はとても古く，語根*sulもあるいは勾iぽもが

ケルト語とギリシア語を除くほとんどの言語に見られる111
つむ

事(s)neH1ーという語根は「紡ぐJが原義で，後には「織る」や「絡み合わせる」

の意味となる :Lat.neδ，ne-u-I (完了)r紡ぐ，織るJ，Gk. neo， ne-s・o(未来)r紡
ぐJ. これと形の上で対応する OHG岨血， G.凶henは「縫うjの意味になって

いる. r.議鎚十JはGoth.ne-t-la， E. n剖 le，G.Nade1 【〈句eHl~伽】である.

この基底形と「臆」の呼称に生じる *(s)new-1I2とは比定されるべきである.

原虫館句な裁縄においては【糸の代わりに】臆が用いられたと考えられる.この

1田'ava-r上へJ+域加「昇るJ(<内ti..-j-ro<地1~加Iif門からの -ã(>Att.毛)による名詞形.
1面倒orr立ち上がるjの現在分詞.第V章訳註44(p.74)参照.
107 BOC-r上へj+TOKr流れJ.原著者も記すVI剖ivos眺=畑鵬首BoCTORDM以東洋を倒民せ
よjなる解釈は誤った通俗胃源である.大公名 ORVolodi・men.r権力の大きい(人)J(cf.白由.
4歯 S“'great'ヲと min， r世界Jとの混同でB.lIIWIM}司pが得られ，モスクワ北東の同名の町を
なぞって MHpをBOCTOKに入れ替えた命名がなされた(Vasmer露語版 I，326f.).
向Av.dao蜘 m・「夕方の，西の」やLith.v出 rair西J(vakaras r夕方JのpI.)等も類例.
1田<Lat. occi伽官、創1".Ok. 00a!瓜(<飴ω“tosII的 1，0抽.*saggqS(<乍 ng叱 id.)，OCS 
m開db(<za“behind"+開d-‘'tofall"; R.羽na.ZO等も同じ発想による.
110 <Lat.凶tere< *po-ゆlere‘'toset". It戸澗拙，Sp・ponie胞団Jも同様.ponere> F. pon批
は「卵を産むJ，現在分銅抑制ltは『西Jに限定され，新たな現在分詞porulantが作られた.
111 e. g. Lat. suo， sw悶俳句cire，F.∞凶re，臨.<∞n-釦師、関W句伊dler")，Skr. siv.・"syu-，白血
si吋an，OEsI'叫80，蜘wian(E.馴)，Lith. sidti， OCS ~iti (R. WHI'l>)，出.
112 wi地面sやr制叩eJIH，l開&HsaHoB (1984: 704)はこれを*(s)neH1・.w-> *(s)newーと扱う.
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語根はSkr.snav，血・「ひも，腫J，1ì∞h.B~un1‘「神経J ， Gk. neuron i鰍佐，ひ

も，神経j及びne班長「弓の弦」に見られる.Lat. neruos【>0聞凶】「神経J(> F. 

ne的と E.sinew i腫Jは音の上で特別な変化を経ているが，同じくこの語根を

含んでいる113

11. 73 布を織ることに関してはH2ew-なる語根が想定され，これに-bh_，-dh_， -g-

といった様々な接尾辞が付加される.母音度ゼロの *H2ubh-より Gk.(h)uph-拍lO

「織るJが， *H2webh-吋ミらはE.weave， G. web叩(ここから派生した Web町「織

工Jはとても広く見られる名字)がそれぞれ特られる.*H2wedh-'"からはE.w切 d

のように衣服の呼称、が作られている114 Ir. figinl i私は織るJ，W. gweu i編む」

のようなケルト語の形態lISやE.wick iろうそくの芯J，及びLat.uelu-m i帆J

(く*wegslcト‘)等からは *H2weg-が想定される.

また， F. tisser i織るjのもとになったLat.teXIぽei織る，編むJは，複雑な細

工を施して部屋の間仕切りを作ったり，船を建造するような場合にも用いられ，

この点からすればGk.tekton í大工，木工職人」や Skr. 泊~an i大工，きこりJ，

さらにはスラブ，ゲ、/レマン，ケルト語の「斧」を表す語等との比定も可能と思

われる [9.101丘).

金属

11. 74 i印欧人Jのものと考えられる墳墓の中からは金属製の物品がふんだん

に発掘されているが，分散の前から金属の鋳造技術が存在していたとは考えに

くい. r鋳造するJを表すF.fondreは Lat.fundereを介してすeu-'"の拡大形

*g"eu・d-'"に糊るが116，これは一般的に特に制限なく「注ぐ」を表した.燈石を

用いた尚吾や道具の製造に関して，印欧語の諸形態から得られる情報はほとん

113ラテン語形は出没の sを欠く *neu-ro-sよりメタテーゼを経て得られる.英語形に関し
ては，原著者はここで*snew・>Gmc.*s凶w・がメタテーゼを経た*sinu-/ sinw-o・.(cf. OE sinu 
(nom.) / sin(e)we (obl.))に起因するとみなしているらしい. r結び付けるJの意味で*se-i-
(pokomy: 891， Watkins 1985: 56)あるし、は*sai(事sH:zeH1i-;Wa泌ns2ω<r:73)を想定し，そのゼ
ロ階梯*si-に見慣れない接尾辞を加えた*si-nu・からの発逮を想定する説もある.
114本来的には「衣服Jを表すが，現在では「喪服J，さらには「喪章」を表すことが多い.
無論「雑草Jとは無関係である.類例にOHGw滋(G.Wat) r衣服J，ONvad r布」等.
115語頭の*wはゴイデル語群でtブリトン群で gwで対応する.現在のアイルランド語
では百偵加/fryirrN.W. gweuはgwauとも.Cf. Le叫s& Pedersen (1937: 77f.) 
116ぜ>Lat. hが常則だが， uの前だと本Fの場合と同じく fが対応する.不定形の+は
鼻音現在の拡大.現に例えば完了臼diは・n・を欠く.
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どない.興味深いことに， Lat. saxwn r石，岸壁Jに対応するゲルマン語の語は，

青銅キ棋で作られた武器明董具を表す.サクソン人の名称はsaxr短説IJJ (OEs蹴

[E. sax]， OHO銅hs[0. Sachs】)という名の武器に由来している.0.血銅bは

「のみ(撃)Jを意味する.O.M間町「ナイフJはm位 zi.・s出 >m回 zi-rahsに糊

り，その前要素はSw.mat， OE mete， E. m開 tにも見られるように食物を表す包

m剖の本来の意味はE.sw関 t-m伺包「ボンボン」にも残るが，今日ではE吋ande

(<Lat. uiuendall7 r食物一般J)に倣って「肉Jの意味になっている). 

11.75 印欧人のもとでは，金属の製錬が行われる以前から略奪や交易によって

金属製の物品が知られていたと考えられ，金属の名称は言語によって様々で，

単一の形態に糊らないことが多い.

だが，銅あるいはその合金の名称は例外と言えよう.Lat.蹴「青銅J(その

派生語E血曲1r青銅jを参照)に代表される形態はインド・イラン語 (Skr.ayas

「鉱石， (青)銅，鉄J)からゲルマン語 (00血.aiz [[邑z]]， OE ar， E. ore r鉱石J)

にかけて広く分布しており，ここから古い*ayos回(<*H2eyes-)が想定される.だ

いぶ時代を下って，純酔の銅とその合金とがきちんと区別されるようになると，

その前者はこの金属の重要な産出地であるキュプロスの名から派生した名称で

呼ばれるようになった:F.叫 .vre，E. copper， 0.1{，叩伽.

また，Ok.凶aIkos(<ぜ!to-・)r(青)鋼Jは「鉄」を意味するパノレト語ιi白.ge也is1l8)

とスラブ語(R.Zelezo (くぜ'elt-))の形態と比定される.その初頭の子音にはサ

タム化が生じていない(ロシア語の呈は二次的な硬口蓋化に起因する).これは

未確認の言語からかなり古い時代に借用された語に違いない119

11.76 その他の金属については，地理的に接近した地域において類似の形態が

見られる.例えば， r銀Jに関してはゲルマン語の諸形態(E.silver， o. Silber， Dan. 

solv)がスラプ語(e.g.R間耐0)あるいはバルト語(e.g.Li血.sidabras)の諸形態と

1I7 Lat. vivenda (< vivo‘'to Iive'勺はG.Lebe間前町lのように「命を維持するのに要るものj

を原義とするが，ロマンス語において意味が縮小した.F. viandeは「肉」を，恥 vivanda
とSp.吋andaは「料理lを表す.フランス語とスペイン語でハプロロジーが生じている.
118低地リトアニア方言形.標準語では伊Idis.
119原著者はサタム化終了直後にこの語が借用されたとみなすらしい.確かに語頭のLith.g-
とSlav.ιいなうはサタム化を経ていないが，末尾音節にはその結果(Li血.えSlav.z)が見え
る.舌背音を二種とする立場からするとこの点に満足な説明を与えることが難しい.結局，
赫日の言語からギリシア翻まゆ1ιの形で，バルト・スラブ語は*r('eli'-の形でこの語
を受け入れたとしない限り，この比定は困難である.
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比定される叫同じく「金jの場合にも，北方の諸言語にはぜlめ-，*g"elto-， *g"olto-

を基底とする派生語が見られ，ここからGo由.gult，E.伊ld，O. Gold， Dan. guldや，

サタム化を伴ったLatv.zelts.， OCS zl蜘， R zoloめが導かれる.とは言え，これ

と比定される諸形態はインド・イラン語にも見られ，例えばSkr.hira抑制‘は同

じ意味だが， r黄色Jも表す121

11. 77 他の地域で「銀」は*H2erg-から出た「光る金属」という名で呼ばれた:

Lat. argenωm， Ir. ar酔tl22，Ann.館四戸，Toch.A盈匂佃t，Skr.吋紙釦1，Ok.盆gurosl23.

11.78 r金」の基底形は*H2，飢80-124である.これはL低 aurum(ここから F.ぽ

のようなロマンス語形ばかりか，ケルト語形(Ir.or， W. awr)までもが生じる)

や OPr.ausis， Li血.釦ksasに見られる.トカラ語Aで「金jはwagl2S(< *H2wes-)， 

f黄色jはWSil26である.

11. 79 r鉄」が用いられはじめたのはかなり時代を下ってからのことであり[4.34]，

結果的に鉄の名称も様々である.
しんちゅう

Lat. ferrum r鉄JはE.防総8 r真鍋Jと比定され，共通の基底形句，he/，ω・が再

建され得る.だが，これと明らかに近親性を有する形態がセム語に見出される127

閉じ形態が異なる金属の名称に用いられることがあるのは上でスラブ語とバル

ト語の例に見られた通りである(銅を意味する伝統的な形態がこれらの言語で

は鉄を表した【11.75]). 

ゲルマン語における鉄の名称はケ/レト語から二度にわたって借用された.ガ

リアの人名には地arncト128という形態が文証されるが，この段階からの借用語

120語中の I-r-dのゆれから見て非印欧系の借用語らしい.Cf. Feist (1939: 421)， 
r8MK戸m叩 e&地価fOB(1984: 1， 713)， Mallory & A，必ms(1997: 518f.)， etal. 
121 h同QYIl-は「金(鋤』を表すが，同源のhari-は「黄色Jをはじめ様々 な色を表す.
122 MIr.鈎酬を経て，現代では鈎伊d/áia~ad/. Lewis&P<“.ersen(193ηへl..ewisが加えた
1%1年の補遺(p.8)によるとこの硬口蓋化は類推によるとされる.
123最後の三つの形態については地lIory&A也ms(I997:518)に異論あり.また，ここに載
せられたT∞:hA盈匂酬は盈ki(B盈蜘i)の女性複数主格・対格で，その語義は『自j であ
る「銀lを表すT吋 1.Ankinc， B依必旬(噌陥蹴)には中古漢語「銀Jからの借用説と， Skr. 
E司副mと閉じく・H2regl}.ωmからの発達と見る説とがある (Adams1999: 49f.， 272f.). 
124 r東，禦明Jを表す九四s(= *Haeusos; 11. 70)との一致が指摘されている.
lお αTωh.By蹴・A，BともにProto-Tcω:h.f.句'舗に由来する (A伽ms1999:48η. 
1お Buck(I949:610)に掲載されるが，他の文献に確認できず.Cf. Tcω:h.B旬te"yellow".

127アッカド開制Ur!鉄J，アラム阿国1，古代へプライ凶田1等の借用が疑われる.α:Emoぽ
& Meillet (1951: 409)， n創保戸JUI，!I.3e& HsaHoB (1984: 710)， Mallory&A伽ms(1997: 314). 
128 e. g. Isamus， 1即 m伽 0，Ysamodori (Lewis & Ped釘蜘 1937:Iη.語線、h・は激しい樹育を
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はGoth.eisarn【[i:sarn]lr鉄のjや O.Eisenr鉄J，あるいはeisemr鉄の』に見

られ，いずれも+を含む.北欧でも古い時代には ONis卸 1であったが，ケル

ト語で母音聞の+を規則的に脱落させた新形事iarno(Ir.加nl21うが誕生し，早期

のうちにこれを写した ONjam(D肌j佃I， Sw.j加)が現れた.E. iron (英音 ['aian]，

米音 r白m])も団rnoに遡る130

11.80 r鉛Jを表すLatplurnburn， Ok. m6lubdo民m6libos，b6胎nω，b6libωやゲル

マン語のE.同d，O. Lot (*loudho-‘)といった諸形態は，非印欧語の同じ基底形か

らの借用語なのかもしれない131 これはもともと*D1J，Iu'可4かのような比重の高

さを暗示した強調形であり，そのため形が崩れやすかったとも考えられる.

11. 81 以上より明らかなように，金属の名は金属そのものとともにあちこち旅

をし，借用語の事情は個々様々であるため，音の対応は大抵概略的である.

売買

11. 82 本書の課題である印欧諸言語の中で売買に関する痕跡を探してみると，

これが見られるのは，だいぶ時代を下って，商業の普及した複合社会が形成さ

れてからのことである.人間の接触を通して職業としての取引が各地にもたら

され，そこに行われる言語に売買関連の表現が取り入れられていったと考えら

れる

ラテン語で「買う」に当たる動調はemoであるが，これは本来「取る」とし、

う意味であった.古来より売買を表す語 uenurnがあり 132，r売る」を表すには

表すらしい(wa出ns).Lat. ira < *eis-a r，怒りj，Av. afSma-<匂i聞か(同)，Gk.'oi問問<*oi山〉

「ウシアブ，虫刺され，激昂j等からは赤く焼けた鉄の塊が， Gk. 't肉~電IE肉〈吋s-(a)ro-
「神々 しい」からはこの金属で作った道具の有用性が連想される.これらに対応する，./i防除

M瑚Il“(pokomy)あるいは‘'holymetal"刊ゐ似ns)から鉄の語義が発達したと考えられる.
129現在では醐阿川sを綴りにも加えたiarannli"Jr;)fJ/. 
l却初期の借用語OEisemはirenに置き換えられ，今日のironに至る.その過程でs>z>r

を経たE町nが予想され，連続するrのうち後者がハプロロジーによって失われたと考えら
れる.その場合，原著者の記載と異なり， E.加nはCelt勺醐10・を継承していると言える.
ただしその今日の発音にはk加nが影響を与えているようにも感じられる.
131ゲルマン語はpを鵬させるケルト語(e.各Ir.1凶 dhe/l叫的を介したと恩われる.た
だし， W. plwm， Br. ploum はpを有し，明らかに後代のラテン語からの借用語である.
132 Wa出mは事明s-“tobuy， sell"を立てる.接尾辞を加えた*明闘争はSkr.vasnam r手間
賃，代価j，Gk.但om.)伽 cr代価j，OR veno r結納J等に見られ，むしろ物品の入手に
対する代価を原義とするように見える.その他の例に関してはF制耶刷脚&I1B8HOB (1984: 
174η，Mallory&Aぬms(1997: 185)等を参照.
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この語に動調dor与える」を加えて uenumdδ 「売買に供するJ[むしろ「代価

を求めて与えるJ)と言った.これが後にu田 dδ となる.

商売を表すLatnegotiumは，否定の接頭辞n時と無為を意味する・otiumから

形成されている.商売というのは，いわば，時間を無駄にしないこと，多少の

活動をすることである(英語でbusyr忙しいJから b凶出闘が派生する点，フ

ランス語でこれに当たる affaireがafa出に由来し，もともと avoiraffaireとし、う

表現から生じた点を参照されたい133).このLatnegotiumはOk.a-skholia (r暇

がないことJ，後に「取引J)の翻訳借用語であり，後者はLatscholaやF.ecole 

のもとになった s凶ol~ r余暇」に否定の接頭辞a-[く*n-】を加えて構成されて

し、る.

グノレマン人がはじめて知った商売人は，ローマから来た居酒屋の主人 Lat.

caupones【複数主格】であった.このωupδ[単数主格】から， 00血.kauponr取

引する」やO.kaufenr買うJ，VI批 aufenr売るJが生まれた.スラブ語 (Rkupif

「買うJ)はゲルマン語からこの形態を採用した.デンマーク語でも「買う」は

kobeである.

だが， r売るJの意味では，デンマーク語と英語では古来からの形態が用いら

れている:Dan. salge， E. sell. その本来の語義は，対応の Ooth.saljanが示すよ

うに「犠牲にするJ，つまり大事なものを手放すということであった.

00血.bugjan‘「買う」と起源を閉じくする E.buyには形態上の問題がある.

これは古く OEbycganであり，ここからは本来句idgeが期待されるところであ

る過去形の加ughtは00血.an也・.ba曲tsr償い」の・ba曲包の部分やSkr.bh故ti-♂

「解放J134に対応している.この点からすると，この語はもともと代償を払っ

て囚人や奴隷を解放することを表したのではなし、かと考えられる.今の英語で

“Buymea合加k!"r一杯おこ、ってくれ」のように言うことがあるが，支払いによ

る援助の概念はこの表現の中にも感じられる.

133 avoira創m→avo祉affaire(rすべきことがあるj→「用事があるj→「取引をするJ). 

134その元になった動詞語根 bh吋ー(+・6・>bh山崎は通例「楽しむ，飲み食いする」を指す
が，ヴェーダに見られる「償うJの語義やAv.bωg・「解き放つ，救うJ，Lat fugio r逃げ
るJ，Gk. <pEU'ym (同)等を参考にすると，本来は「償いをして解き放っ・自由の身になるj

を意味したと考えられる.そこから「自由を享受するJのような意味を介して通常の語義
にまで達したらしい Cf.Feist (1939:必)，Ma:戸hofer(1956同78:n， 50η.この観点からすると
恥蜘sの記す句heug-I“ぬ自民"と句heug-2“ω叫oy"は同ーの語根と言えよう.
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生活に必要な道具をすべて個々の家で作り，その任に奴隷が当たるような社

会では，売り買いされたのは個々の品物ではなく，労働力と技術能力であった.

この点では人間も家畜も同じであった.ギリシア語で「奴隷」を表す血制伊da

は中性名調で，文字通りには「人の足J[cf. r人足」】を指すが，これは低位曲poda

(対格)r四つ足(動物)Jをなぞった表現だと思われる.買うことではなく，

買い戻すことはしばしば解放に対応していたこれはR耐 m凶onr，償い」と
いう語からも暗示されることである (red・の部分は b と同じ意味で，これに

erno" r買うjが加えられている135)• 

色彩136

11. 83 目に見える世界には色彩がある.多くの人々が想像するのとは違って，

個々の色は自然のデータではない.虹に見えるのは色の連続であり，個々の言

語が持つ色階に応じてそれが分けられている.一例を挙げると，ブルトン語と

ウエールズ語には， F. bleu r青」と v回「緑J(灰色がかった場合を除く)に当

たる色にgl鎚の一語しかない.

「原始的Jと評価し得る多くの言語には，黒と自の他に赤しかない137 印欧

祖語においてもこれと同様の状況であったと思われる.

印欧語の領域全体にわたって，赤を示すのに*reudhという語根から派生した

諸形態が見られる.例えばLat.而fu-s(方言)， Ir.同副138，Br. ruz， Go血.*rm争直，

E. red， G. rotがこれに当たり，また Skr.rudl虫歯・s，Gk. (e)n曲，-ro-s，Lat. rubぽ，

OCSr首d-ruのように接尾辞-ro・を伴う場合もしばしばある.

赤あるいはその変種を表すその他の語は，ぜん虫(ver“wonn勺の類を使った

古い染色法に由来する場合もある.例えばF.VI聞 leil r真っ赤なJは Lat.

V四国c叫u・m139 rうじ虫」【対格】に， OCSaiv回首140 r赤い」はOCS台首Vi141 rぜ

1話挿入音のPについては神山(1995:211f.)参照.
出併せて風間(1987:248ft:)を参照されたい.. 
137 Kay & Mc面白:1(1978)に従えば，色彩語棄の進化において第一関皆では黒(暗色)と
白(明色)しかなく，第二段階で白と赤(白以外の明色)が区別され，計三色となる.
138現代語ではrua/ruaI.
139 Lat. vennis rぜん虫」の指小形.IE川 mi-"worm'町内問ト‘初旬m，bend"側伽.).

剛唇音後に挿入音lを加えたとrivrenu(erbvl'em.)も.Cf. SCr. civen (er-・>cr-)， Cz. eerveny， Pol. 
czerwony， R.可叩悶旭町並.cz. rudy， Pol. rudy <車問凶hのos醐.R. KplICHbIIIの原義は「美しいJ.
141 古代教会スラプ語のテキストでは，写字生が ü~ゆと i(b) との区別を失ったため，両者
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ん虫j に起因している.
さぴ

ホreudh-という基体はラテン語，ゲルマン語，バルト語及びスラブ語で「錆」

を表す際にも用いられており142，【これに由来する1F. rougeは長い間ヒナゲシ

のような明るい赤よりもむしろレンガのような暗い赤を指していたらしい.そ

のため「明るい赤Jを表すためにはF.v'四 nillonとか伐arl蹴のような語を用い

る必要があった143

11.84 今日，西欧の我々にとって自と黒はまったく別の色であって，自にも黒

にも語は一つずつしかないが，古く，例えばラテン語で、はこれらに二つずつの

形態があった.光沢がない場合とある場合で異なる語が用いられたのである.

ラテン語で【麻の】祭服【Lat.aIba】の白さにはaIb凶 l輔が，炭の黒さには語町145

が，他方，公職の候補者[candidatus】が着る石灰を使って漂白したトガの【ま

ばゆい1白にはcandidu-sl46が，[月星の輝く]夜には普通凶gぽ 147がそれぞれ用

いられていた後者の二語は，例えば凶伊nnin candida uertere ( i黒を自に変え

るJ，すなわち「人をだますJ)のように，対で用いられた.

その他の色を表す名称を調べてみると，古代人が関心を持ったのは基本的に

明度で、あって，本来的な色ではないことがわかる.Gk.leukosとglaukosは第一

義的に「輝くJを表し148，第二義的に前者は白を，後者はCelt.glasとほぼ同じ

が混乱するが，本来的にはとrivi(crbVb <匂町田〈出r・〈ホkWr-) 融 H流音の前に前舌母音が
挿入されたことは語頭子音の硬口蓋化によっても明らか.詳細は神山(2001)を参照.“wonn"
の意でill*wrmi・と *kW戸li・が並存したらしく，スラブ語は後者に改新を加えている.
142 e. g. Lat rõbigöσ~ rouille); OHG rost (G. It口説)， OE而st(E. ru託:);Lith. rudys; OCS rb混a(R.
P澗(1I'IHl也))，etc.植物の病名 Gk.EPIlaIsl] rさ明白も比定される可能性がある.
同前者はvermeilの派生語.後者(OF臨arla鈴 <MLぉarl加 m;cf.Itお釘lato，Sp.臨arla低出.，
OF> E.民 訂let)の起源は不詳.一説にペルシア語を介してアラビア語に遡るとされる.ま
た，西ロマニアでは添原母音が発達する (*sc>OF， Sp.臨>F.eゆ.
1判〈切bhcト(明2elbho・)“whi也"(Watkins)・Hittalpa-r雲J，Gk.敬仰cr肌の白く変色した部
分J，獄中'ltOvr，脱穀した大麦J，OHG albiz r白鳥J，メタテーゼを経たOCSlebedb r白鳥」
等の語義を参考にすると，いわば「自然な白j を表すように見える.
145 *枇:r-r火Jに由来し r焼けた，黒焦げになったJを原義とするらしい.
1岨Latcandeo r明るく輝くJ，Skr.ωndrか「まばゆい，月」等とともにill*kand-r，輝くJ
に由来する.Lat. candelaからの借用語E.candleを参照されたい.
147従来語源は不詳とされてきたが， Wa似 ns(200lf: 57f.)に興味深いアイディアが載せられ
ている.よく知られた*nokWt-r夜J(Skr. nakta-， Lat nox， "'∞tis， E. night， OCS noSti， R. HO'lb， etc.) 
を句ogW+と分析すれば*negW_r暗くなるJなる語根を想定することが可能である.ここ
から *negW-r-(o・)>nigerが導かれよう.
同それぞれ*Ie吹ー「光J(Skr. r古kaト「光J，Lat lux r光J，OCS luCa r光線J，E. light， 11. 57)， 
*gel-r明るし、J(OIr. gel r明るいJ，Ir. geal /gaV r白い，明るい，純粋なJ，Arm.回Irr笑いJ，
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く青から緑，及び灰色を表す.ゲルマン語の「青」を表す語も，【そこから借用

された)F. bl印「青」も，及びLat.flauos [> flau凶】「黄色・金色の」と加rus

「花の，光沢のあるJも，同ーの基底形句hleH3・[9.67) に結び付けられる.

同じ語根で母音度を変えた句，heIH3-""からバルト語とスラブ語の「白い」を表す

語が導かれる:Li血 b創出，OCS出l札

11. 85 ほとんどの色の名称は，問題の色を持つ事物に起因している.例えば，

緑は植物の色であり，E.gr聞 やG.griinはgrowと切り離せず149，またLat.岨idis

(> F. vert)もLith.veisti r繁殖するJに見られる語根と無縁でありえない150

プラムとその野生の原種のスローは興味深いケースである.基底形は.sle/oiwー

であり，これが *sle/oik-と交替する151 スラブ語でプラムはsIivaであり，そこ

から作ったお酒の名 sIivovitsa152が知られている.ゲルマン語ではOHGslehaあ

るいはslewaがあり，ここから G.Schlehe rスローjが出ている.英語でこれに

当たるのは sloeである.ラテン語では，語頭の s-が規則的に脱落した形liu-eo

が「青白し、」を，形容調liuidusが「蒼白の」を表す.ケノレト語の対応形Ir.li""や

W.lIiwは「色Jを意味するに至っている.

11. 86 色という概念自体もそう古くからあったわけではないようである.今日

この意味を表す語も，見かけ，表面，覆い，羽毛，毛等を表す形態に由来する

場合が多い.例えばLat.∞lorはocculerer覆うJ(> F.ωcult，ぽ)の -cul-やcelare

「隠すJのcel・と比定される153

calik r花J，E. cl白 n)に遡る.
149 *めeH1・吋ogrow"(Wa似ns2∞cY:31)が想定される.
l釦 Pokomy(1 133)は刊eis-(= *weis-) r芽を出す，伸びる」を立てるが，他書に見当たらず.
151末尾のいわゆる拡張子・wγk-はH3の残滞であり (9.67ff.).初頭は出没のs・(5.82)であ
るから，本来的な語根はホ(s)le出3と考えられる.Pokomyはゼロ階梯からの(s)li-を，糊tkins
はsleia-を立て，拡張子が付加したとみなす伝統的解釈を採っている.
1匁 Cf.SCr. sljivovica， R. CnlmOBLUl，蹴.英語では普通slivovi包と綴るらしい.
153 < *kel・Os-(*ke1-可o∞，ver"(Wa出凶)).Skr. var酔，Av.v四 nah・はラテン語の場合にも似て
「覆し、Jを.Av. gaona-， Tc∞h.AByok-は「毛」を.Gk. xpoiJ.Ulは「肌」を.ONli甘やOEwlI凶

は「表情，見かけ」を.Li出.spalvaは「羽毛Jを.R.田町は「花Jをそれぞれ原義とする.
G. E釘be(< OHG farawa)は動物や魚の色鮮やかな模様を示す OHGfa凶作権伽hwjon-<
*pork-wo-+ -y吋からの逆成語であって.*perk-“speckled" (Wa政ins)を起源とする.つまり
「子豚Jと同じ起源を持つことになると思われる.本章訳註58(p. 298)参照.
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【結語】

11.87 以上のように，一連の意味領域に関して，諸言語を比較することにより，

古い形態を再構築し，それらが何を指したかを推理することができる.このよ

うな紹介をもっと続けられればいいのだが，そうするとすぐに，上で行ったよ

りもずっと広範に仮説を取り扱うような比較を行うことになってしまう.ここ

で行ったように，扱われるテキストから得られる意味を超えて，古い意味を探

ろうとするならば，特にそうである.とりわけ忘れてならないのは，古い単一

の言語に由来するこれら諸言語が，何世紀も，あるいは何千年にもわたって並

行的な発達をしたという点である.それも，個々の言語が一定の影響を受けた

と思えるほどなのである.

11. 88 このように発達が並行的になるのは，そもそも個々の言語の構造自体の

中に発達の芽が隠れているためである.より明示的な言い方をすれば，コミュ

ニケーションの新たな要求を満たす必要が生じたとき，話者は，祖先から受け

継いだ自分の言語に備わった手段を用いてこれを達成するものなのである.こ

れらの手段は様々な語葉の雑多な集合体にではなく，調音，統語，派生その他

の習慣の複合の中にあり，この複合の部分は外部からの干渉にあまり影響を受

けない.無論，このような複合によって発達が阻止されるわけではないが，発

達の方向に常に制限が加えられる.いつの日か，モラル，社会，経済の新たな

諸条件が大量に流入し，言語が外観上も構造上もまったく様相を変えてしまう

ようなこともあるかもしれない.そうなった場合にも，綿密な調査を行えば，

本来の素性の痕跡が見出されることだろう.

11.89 言語構造がかたくなであることに加えて，並行的発達のもう一つの原因

に，人類の発達を決定する一般的傾向の存在がある.一例を挙げよう.仏教，

ゾロアスター教，キリスト教及びイスラム教は，古代の異教(pag却益me)のよう

に世界の発達と人の運命を司るものを単に定めるだけではなく，善と悪との対

立も規定している.救いの宗教O岱 religionsde salut)とも総称できるこれらの宗

教が出現するのは，すべて紀元前後の境を中心とした約 1200年の聞のことであ

ったが，これも上記のような一般的傾向に沿ってのことである.ラテン語から

その後喬たるロマンス諸語に至る聞には，舌背音の硬口蓋化，曲用の表退，続

いてその消誠，語葉の刷新が【並行して】行われたが，そればかりではない.

保たれた古来の語葉は新たな信仰の影響によって新たな意味を獲得した.それ
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も，ローマ教会に従属するローマ帝国のあらゆる部分においてほぼ同じモデ、ル

に倣ってこれが行われている.

11. 90 つまり，ロマンス諸語の比較研究を行っても，紀元前のローマで話され

ていたことばの正確な意味価値を再構築できないのであるから，紀元前第一千

年紀に話され，書き留められたギリシア語とインド奮を比較することで，それ

よりも 4000年あるいは5000年前にステップ地方で知覚され，体験されていた

ような世界が正確にわかると，考えていいはずがないのである.我々はこれを

甘受し，ここから生じる様々な制限を受け入れ，再建から想像される文化や信

仰に関し，それらと我々との聞に確信と偏見のベールを投げかけるような，安

易な価値判断を下すことを厳に慎まねばならない.
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記号解説.

1.かっこ・引用符

1) (/..1) :音韻表記(弁別的要素)

2) ([...]):音声表記(物理的実現)

II.記号・符号(自明の場合は省略;cf. p. 134) 

a : F. patte， G. Tag 

a:F.凶旬(.:F.戸t胞と凶teはしばしば同音[吋)， E.白由民pot(米音)

a(IPA [吋):E.伊t(英音)

a : E. bat， R. IIHTh 

c:①(IPA [ts]) Cz.ω;②(IPA [明)Skr.α加・(サンスクリットの場合)

c(IPA [唄): E.church 

c: G.ich 

ch:時にxあるいはχと閉じ音を表す(以下参照)

e : F. pre， G. Weg 

e : F. pres， G. weg (しばしばeとEの差異を考慮せずにeと表記される)

a: E.吋lla，G. Sage 

h : E. hand， G. Hand ;ヒッタイト語の場合b[x]の代用

h (上付き): E.血ne，pay，あるし、はさらに強めの気音

H: r喉音」と呼ばれる音価不詳の子音(再建形).脱落すると先行母音が代償

延長する (9.30ff.) 
1 (上付き)= J (上付き):前の子音にiの響きが加わること

(硬口蓋化音，湿音(F.sonmo幽 e)，軟音(R.MlII咽3B)'K)，狭音(Ir.ω1))

j : CD (IPA [d3]) E卯dge(英語，サンスクリット);②=x (スペイン語); 

③(IPA 0， j.]) E.yoke (その他の場合)

o : F. 5Ot， G. Ofen 

:> : F. 50世e，G. offen (しばしばoとコの差異を考慮せずにoと表記される)

o : F. peu， G. Ko凶g

r :舌尖顛動音(一般的なR音)

R:口蓋垂額動音(ドイツ語などのR)

K:口蓋垂摩擦音(パリのR)

S (IPA [J1) : F. chante， E. she 

u:CDF.伊ぽ;②(IPA[y]) F. pur (フランス誇，ギリシア語，オランダ語の場合;

スウェーデ、ン語の場合もこれに準じる.) 

-日本語版読者の便のため，英語からの例を増やすなど，多少の変更を施した.
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u (上付き)= w (上付き):先行子音に[叶の響き埼玉加わること(唇軟口蓋化)

X，χ:無声軟口蓋あるいは口蓋垂摩擦音:G.ach，Sp・jota(cEM紅白let1972: 55() 

y:①(IPA U， j.]) E.戸ke(再建形等);②(IPA同)R抑の中舌化したi(ロシア

語の場合);③F. pur (音声表記)

y (上付き): I (上付き)に同じ

主但'A.[3]) : E. p同 sure，F.jambe 

9，t:無声歯摩擦音:E. thin， Sp. cinco (cf. M紅白.et1972: 55E) 

d，o:有育歯摩擦音:E. that ， Sp. cada (cE Mar也巴t1972: 55() 

s:有声両唇摩僚音:Sp.ωbeza 

y:有声軟口蓋摩擦音:Sp.ho.伊

や:無声両唇摩擦音(日本語のフの子音)

。:E.mee伽g

。(上付き):再建形において音価不詳の縮減母音を表す

:子音の下に書かれて，その子音が音節の頂点を成すことを示す

:サンスクリットで子音の下に書かれ，そり舌音を示す

① I (上付き)に同じ;②(，d' (= IPA [c]， [J])は硬口蓋音([!]，同]とも)

? :声門閉鎖音 (G.achtの語頭， 日本語「アッアJの「ッJ)

? (上付き;IPA [']) :先行子音が声門を閉じたままで発音されることを示す

(声門化音，放出音)

~ :有芦咽頭摩擦音

1). (IPA [h]) :無声咽頭摩擦音

:母音の上に書かれて，その母音が短いことを表す

ー:母音の上に書かれて，その母音が長いことを表す

:音声表記でその前の母音が長いことを表す

陶:鼻母音

・:①ウムラウト(ドイツ語): e. g. Zuge (u = IPA [y]) ;②中舌化:F.joli問

ギリシア語の翻字の際，下書きのイオタは横書きとした
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事項索引

紙面節約のため民族名，
神名，地名，人名，言語
名は割愛した.

ア行

アオリスト 74，161，176， 

180f.， 199， 244， 253-

257，261，266 
アクセント 3， 12， 75f.， 

79，83，94・6，109， 121， 

127， 134， 139， 141f.， 

145， 148， 158・162，

180， 186f.， 195， 198， 

202，206・8，216f.， 220， 

225・8，231， 234， 237f.， 

246， 249・251， 264f.， 

269，295，300，304，306 

麻 62，207，316
アスペクト 257，259 

アノマリー 211f. 

鐙 19，46
イエノレ (L，'lio) 8lf. 
異化 65， 105f.， 142， 146， 

184，187，197，242，259， 

272，281，297，305 

具語幹曲用 vii， 200， 
264，306・8

異相動調 264f. 

犬 201，300
色づけ 162，165・7，169・

174 

ヴィラノヴァ文化 52，89

ヴェーダ 68，288，314 

ヴェルナーの法則 94f.， 

206 

牛 89f.， 103f.， 108， 126， 

193， 281， 292， 295f.， 

304 

ウニェティツェ(アウニ

ェティッツ)文化 46

畝 304

馬 1，8，19， 46f.， 49，104， 

133， 188， 196，204，207， 

211， 226， 255， 290f.， 

299，306 
海，湖 19，24，34-7，40，

45， 52， 73， 137， 149， 

177，188，214，272，274 

ウンキアリス(アンシャ

ル)体 80

エステ(アテステー)文

化 52

円唇化 155， 161， 172f.， 

175，185 
王 17，41f.， 46， 67， 127， 

148，268，288，302 

狼 90，126， 183， 209， 

214，224，226，300・2

オーク(樫，楢) 38，103， 

106， 124，303 
オガム(オアム)文字 24

斧 51，194f.， 263， 310 

オッピドウム→要塞都市

音調 75・7，173， 207f.， 

231 

力行

カースト 23 

階梯→(母音)交替

加音 254・5，261
拡張子

-k・ 145f.，178・181，184， 

186，219，225，261，317 

・n・ 178

・w・(Lat.-v・) 176f.， 179， 
181，235，252，305，317 

過去形 30， 116f.， 166， 

243f.， 252-4， 256・261，

264， 266f.， 314 

過剰強勢 219，260
火葬墓 5lf.
家畜，家禽 46，113， 132， 

233， 291・3，295， 297， 

299f.， 305， 315 (cf. 
牛，馬，羊，豚)
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活用 vii， 30， lll， 135， 

143， 199， 243f.， 247， 

25Of.， 253， 255f.， 266f.， 

269，273，304 
家父長制 3， 8， 22， 278f.， 

283f. 

神 9，22， 48， 68， 84， 98， 

100， 196，207，215，219， 

226・8，241， 288・290，

293，308 
緩音化(ケルト語) 2，38， 

62，64，106・8，239，265，

306 

願望形 187，258f. 
完了 61， 79， 88， 135， 

160f.， 175f.， 179f.， 186， 

188， 199， 244・6，250-

264， 266f.， 270， 272f.， 

305，309f. 
気音(化) 29， 90， 93f.， 

108， 122， 155， 166・170，

176， 187f.， 190， 193， 

197，251，305 
季節 306f. 

球形アンフォラ(双耳壷)

50 

狭音(アイルランド語) 2， 
107 

強調 10， 30， 105， 138f.， 

157， 171f.， 190， 221， 

236， 240， 258， 260， 

295，313 
曲用 107f.， 145， 148， 

180， 184， 198，200，208， 

211， 213王， 222， 225， 

233，236，241，318 

巨石文化 45，51 
キリール文字 80 

均一化 145， 184， 253， 

259 

金銭 132，297 
金属 289，310・313
金髪 32f.

具格 202-4， 229・231，



234，272，306 
模形文字 53， 67， 110f.， 
135， 163 

くびき(椀)154，243，304 
熊 194f.，200， 301 
グラゴール文字削
グラースマンの法則

187，305f. 
栗 303
グリムの法員IJ→子音推
移

クルガン 8f.，45-7， 284 
系統樹 117・120
現在形 88， 116f.， 135， 
157， 181， 187， 199，206， 
210， 221， 244， 252・261，
266，268，271，305，310 

現出者，~名詞 xiu， 
245・7，250f.， 253， 261・

270，273 
ケントゥム語 7， 60-4， 
70， 83， 89， 110f.， 119， 
125 

鍵 309f.
毛 33，132f.， 297， 317 
行為者 234， 246， 249f. 
行為動調 271・3
行為名詞 245-7， 249， 
251， 253f.， 256， 261f.， 
264・271，273

喉音(ラリンガル) 12， 

76， 111， 162・187，193， 
205， 208， 215， 218f.， 
225， 251f.， 292， 295， 
305，317 

向格 215f.，227・231，274
硬化 94f.，99， 132， 145， 
163， 169， 179・186，219，
225， 252， 292， 294f. 

硬口蓋化 2，6f.， 29f.， 36， 
61， 63f.， 73， 81f.， 99， 
102， 110， 134， 141， 
155・7，184， 196， 311f.， 
316，318 

交替

母音~ 3， 12， 34， 36， 
38， 41， 62， 71， 73・5，85，
88， 93， 127， 143， 148， 
156・167，173・187，191， 

194， 203， 217， 219f.， 
231， 239， 249f.， 252， 
254，264，266，268，279， 
282， 287， 290・7，304f.， 
308，310，315，317 
dIl，白A の~ 144，184 
klwlゼロの~→鉱張子

ks/kt等の~→複合音素

m1bhの~→前置鼻音化音
nJrの~→異語幹幽用

8-1ゼロの~→出没のs
8-/t- の~ 196f.， 220f.， 
235 
その他の~ 42， 94f.， 
181， 206， 221・5，228， 
237， 262， 296， 298f.， 
301，306 

呼格 160， 214f.， 230， 
239，248，275，282 

穀物 26f.， 38， 147， 303， 
305，316 

古ヨーロッパ文字 48 

サ行

再帰 239，263，280
裁縫 309f. 
魚 38-40，75， 181， 185， 
195f.，317 

先取り，~同化 77-9，81，
110，175， 189f.，242 

支え母音 141， 159f.， 
166， 186， 266 

サタム語，サタム化 7， 

60-4， 70， 73-5， 82， 119， 
125， 133， 145f.， 154・6，
173， 196， 221， 300， 
311f. 

左右 177， 239， 307王
子音推移
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(アルメニア語) 70f.，83 
(ギリシア語) 83 
(ゲルマン第一次-=グリ

ムの法則)2，29， 41f.， 70， 
83，92・5，128，180
(ゲルマン第二次-) 30， 
93，101，206 

塩 39，218，296
色彩 33，59，149，315・7
事件形 253-9 
社会構造，社会階層 8f.， 

22f.， 25， 32-4， 46f.， 
113王， 126， 177， 277・9，
281，283・290，292，295

重音化，重子音 62f.， 
106f.， 138， 197， 295， 
299f. 

集合名調 232f. 
週日 289，308
主格 2， 11， 13， 41， 75， 
93， 102， 124， 126， 137， 
145f.， 148， 160f.， 178， 
180-4， 198， 201， 208f.， 
214司222，225・241，248f.， 

268， 271f.， 275， 280， 
286， 288， 292f.， 295， 
302，312，314 

出没の 8 29， 37， 105， 

146，187，310，317 
受動主 11， 215， 245， 
247， 270f. 

受動相 202，262・6
シュワ(ー)2， 156， 161・3
状況形 253-6，263 
鐙形杯土器 51 
状態動詞 254， 271・1
275 

状態名調 247，269・272
縄文土器 50f. 
所格 178，216，227・231，
234，237，272，295 

女性

(自然性)9， 181， 183，220， 
223・5，281，284



(文法性) 6， 35， 81， 91， 
96， 105， 107王， 111， 115， 
135， 146， 177， 179， 181， 

183f.， 201， 218， 220・5，
232f.， 235・7，241， 267， 
274， 281f.， 295， 298， 
312 

所有代名詞 107f.， 239王，
247，249， 268， 270f. 

新石器時代，新石器文化

25・7，44・7，303
親族関係 277・287，293f. 
数詞 10，175，235，241王，

294 

すき(翠) 42， 101，289， 
303f. 

ステップ viii，妊，44-47，

49f.， 53， 319 
声門化 vi， 10， 189・192，

197 

絶対格 vii，11，215，270， 
275 

線帯文土器 44 

前置鼻音化音 vi， vii， 
105， 199・205，212，229，

231，235，306 
線文字A，B 48，87 
ぜん虫(嬬虫) 315王

双数(両数)73，174，177， 
203， 229， 234f.， 237f.， 
241f.， 258， 260 

挿入母音 3， 41， 63， 83， 
95， 103， 145， 152， 163， 
286f.， 290， 300， 313 

相(態) 260，263剛6，271
属格 93，108， 126， 145f.， 

148， 159・161，178， 180， 
183f.， 196， 198， 200-2， 
209， 214-9， 221， 225-
240， 246f.， 268f.， 272王，
284，288，295，298，302 

ソナント 36， 75， 156， 
161，167，185，198，231 

タ行
対格 11， 13，63，75，101， 

137， 145王， 160王， 184， 

196， 198， 200f.， 209， 
211， 214， 218， 221， 
228・237，265， 274・6，
312，315 

代償延長 41，63， 71， 76， 
93，144，160， 174， 177， 
182， 186，208，218，241， 
260，262，291 

対象指示語 220f.，235f. 

大地 25，27， 49， 194・6，
200，219，290 

大母音推移(英語) 138 

奪格 vii， 146， 201・4
215・7，227・234，259， 
264，272 

タブー 39，301f. 

父 2f.， 17， 34， 82， 95， 
108，154，156，184，192， 
226， 246王， 277， 279， 
283，285，293 

チャリオット→馬車
中性名詞 103， 107， 
200f.， 214， 220， 232f.， 
235， 267， 274・6，289， 

304，315 
中動相 260，263・6，271

重複 90，166王， 176， 179， 
221， 249， 251f.， 255， 
305 

デーヴァナーガリー 69 

テラマーレ 34，52，89 
添頭母音 71，316 
統語関係の枠外 217f.， 

221王， 230， 235， 237f.， 
240，246，248，275 

動作主 11， 215・8，233f.，
245-8， 263-5， 270-6 

ドナウ(ダニューブ)文
イじ 44，47-9 

ドングリ(団栗) 38，303 
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ナ行
ニーベルンゲンの歌 96 

肉 82，90， 154， 282， 
295f.，311 

乳製品 295f. 

ニワトコ(庭常) 38 

人間 15王， 18， 26， 44f.， 
47， 196，219，222，246， 
285，290，293，303，308， 
313，315 

人称代名詞 108， 210， 
215， 221， 236・240，246，
265， 269f. 

猫 300

ねずみ(鼠) 300 

能格 vii，10f.， 217f.， 230， 
234 

農耕，農業 9， 16， 25王，

42， 44， 46f.， 51， 292， 
303-5 

能動相 260， 263f.， 266. 
271 

ノルマン人の征服 103 

ハ行

売買 99，313-5 

墓 iii，ix， 8，43，45-7，51， 
310 

白鳥 299f.，316 
馬車，二輪戦車 8， 19， 

46， 188，255， 290f， 304 
橋 34，103，148，202
蜂蜜 301 

ハプロロジー 41， 181， 
311，313 

波紋説 119・121

バラモン 2，46，68，288 
ハルシュタット文化 52 

鼻音接中辞 88，187， 199， 
254f.， 302， 306， 310 

皮革 127，295 

羊 13，18， 80f.， 133， 136， 
163，217，224，226，232， 
292f.， 296f. 



非統語的 181， 225，270， 
272 

非人称形 202，258， 261， 
264・7，271

火 68，95，144， 225f.， 228， 
235，241，289，307，316 

フェニキア文字 86 

複合音素 39， 194-6， 
199[，204，286，290 

複数 vii，17， 38， 75， 97， 
103， 107f.， 124， 127， 
141[， 147[， 151， 155， 
160王， 179，198f.， 202-4， 
209・212，214，218，221，
223， 229・241，250f.， 
256-260， 265・7，279・

281，286，305，307，312， 
314 

豚 86，297f.， 317 
ブナ(撫) 7， 37f.， 97， 303 
プラム(スロー) 317 

分詞 41， 74， 116， 161， 
166，176，197，202，206， 
211・3，239， 243， 250， 
253， 258， 262[， 294， 
309 

文法的衛星 212f.， 247 
碧 眼目

母音度→ (母音)交替

法 258f.

方位 36， 307f.， 312 
補充法 256 

マ行

水 35-7，39f.， 89， 107， 
119f.， 126， 148， 171， 
272，276， 292， 300[ 

ミヌスクラ体 80 

ミノア文字 48，87 
未来形 116f.， 147， 187， 

211，244，257・9，309
無音の e 12，81王， 159

無音の h 12，91，102 
名詞文 212，246，273

女神 9，47・9，288
メタテーゼ 62， 147， 163， 

195，268，291，301，310， 
316 

ヤ行

山猫 302 

有芦化 29， 63， 73[， 94f.， 
141， 166・170，174f.， 
190，206，290，300 

弓 19，51，54，310
要塞都市 4， 29f.， 79f.， 

287 

与格 90，148，202・4，209，
214， 216f， 221， 228・232，
236，238，264，269，271 

夜 140，228， 280， 308， 
316 

ラ行，ワ行
ラ・テーヌ文化 52 

ライオン 30lf. 

裸形態，裸語基 13， 
209f.， 213・6，218， 222， 
225・8，230f.， 246・9，258，
268，270・5

ラリンガル→喉音

類音牽引 144 

類 推 13， 108， 137f.， 
142・9，154， 159f.， 166， 
174-197， 200f.， 204， 
206， 211f.， 217・226，
228， 231， 234王， 239， 
242， 248， 250[， 260， 
269， 282， 286， 292， 
297f.， 302， 304・6，312

ノレーン文字 97f. 

レコンキスタ 92， 101 
連辞 246，270，273
ローランの歌 84 

ロタシズ‘ム 232， 262， 
265 

ワイン 301 
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eclipsis 63， 108 
exclusive“we" 238 
lnc et nunc -i 135， 175， 

186，221，251，253，255， 
259・261，264，266，268， 
271，274 

inclusive “we" 238 
svarabh紘ti 83 

研究者名索引

Andreev， N. D. 11 

Bader， Francoise 292 

Benveniste， Emile viii， 
246，283，297 

Bloch， Oscar 34 

Boisacq， Emile 34 

Brea1， Michel 130 

Buck， Carl Darling 34， 
277 

Burrow， Thomas 112 

Chadwick，John 87 

Corominas， Joan 34 

Dauzat， Albert 34 

Dumezil， Georges 287 

Emout， Alfred 34， 133 
Fa1k，珂a1m訂 34

Feist， Sigmund 34 

Gamkrelidze， Tamaz 190 

Gimbu凶， Marija 7 

Goody， Jack 280， 284 
Haudry， Jean vii， 33， 49， 
212，297 

Hellquist， Elof 34 

Joos， Martin 171 

Klein， Emst 34 

Kluge，Friedrich 34 

Kurylowicz， Jerzy viii 

Leclercq， Patrice 7 

Leroi・Gourhan， Andre 
43 



Leskien， August 112 
MalIczak， Wotold 112 
Martinet， Andre 10・1，16， 
24， 105， 169， 171， 173， 

180，186，190，199，215 
Martinet， Jeanne vii 
Martinet，百ler色se vii 
Meillet， Antoine viii， xii， 
34，112，130，163，166 

Oberg， Johann vii 
Pedersen， Holger 112 
Pis館広V加ore 10 
Polome， Edgar 7， 43 
Rachet， Guy 43 
Rask，Rasmus 130 
R凶perez，Martin S. 178 
Sadovs法~， Otto 11 
Sapir， Edward 1 79f. 
Saussu問， Ferd泊and de 
130，16lf. 

Schleicher， August 133 
S旬r旬vant，Edg:紅 112，
135，179 

百lOmas，Homer 9 
τburneysen， Rudold 112 
Torp，Alf 34 
Trube怯 oy，Nikolaj 9， 
191 

Vaillant， An合e 249 
V鎚 mer，Max 34 
Vendryes， Jules 112 
Ven位is，Michael 87 
Vemer，Kぽ195 
Verrier， Paul 112 
Wal旬，r，Henriette & Gerard 

VI-Vl1l 

Wartburg， Walter von 34 

語.索引

印欧祖語

原則として正常階梯の語
根のみを記し，様々な接
辞を加えて得られる派生
語は省略した.圧縮して
根本的語義を添える.

事-a<*-eH2集合名調 232
*-a<丸eH2女性名詞 181，
183， 223・5，233， 281 f.， 
291，295，306 

*-亙〈キ-eH2動調派生 255
*-a<-H2e完了l.sg.175， 
179，186，251，253，260， 

264，266，269f.，272 
九自(k)， *-a(k) < *-eH2男性

名調 182，219，225
キag・〈キH2eg-駆 163
牟agh_ < *H2egh-昼 226
吻agro・<*H2eg-r宇野163，
215，268 

*aidh_ <明2ei-dh-燃 307
*ak・〈権H2ek-鋭 163
*akWa_ < *H2ekw唱H2・水

276 
*albho・〈事H2elbho・白 316
*al-ter-， *血・ter-他 239
*am・<*H2em・愛 184
*ansu.・〈事H2ensu-霊 98
*anti-/*nati-< *H2enH2ti-
/*H2neH2ti-鴨 300
・ap/匂'p/ *ab流 39
*ar.・合わせる 65
*ara-， *aro・<*H2釘H3・耕

42，303f. 
事arg-<傘H2erg-光沢 312
*ark1o・<*H2erk1o熊 194，
301 

*at(t)a“伽d" 184 
句.ter-火 226，316
*au・〈明2ew・織 310

335 

九凶0・<*H2euso-金 312
*ausos<明z釦鈎S暁 308，
312 

*awi・〈明2ewi-烏 164
*awo・<*H2叩 Hcト伯父
164，282 

*ayos・<*H2eyes-銅 311
牟bel-強 191
*bhag_分配 38，290
*bhag_撫 37，38，303
本bheidh_頼 137
事bhel・吹，膨 176
傘bh釘ー褐色 301
句hes同金属 312
*bheu・化 30，243， 254， 

258，260，287 
*bheudh_覚醒 187
*bheug_解放 314
*bh1eH3・/旬、IH3・ 明 色

179，252，317 
*bhrater.・兄弟 280f.
*daigWeres夫の兄弟 282
*deiw・日光 71，226，290
*de同1“10" 73，83， 199， 

242，246 
*deks・右 308
キdel・数 101
吋em・家 284
*dent・歯←*ed.・93
・deu・善 191
・deuk-導 206
喝の'eH2舌 l斜， 147
句5・〈事deH3・与 179，191
*domeno主 275
*dwi・“2"241 
*dyew-←ホdeiw・288・300
旬、ー<*dheH.・置34，165， 
186，260，290 

旬、。)吸 262，281
吋hell爪暖 226句、1・凹地 36
事dheugh_役立つ 281
旬、liater・/キd~gH2・ter.・
娘 281



*dh耐10・要塞都市 29
市.吾<*-eHI動詞派生 255，
269 

*-e/o・(<*-Hle-l・0・?)形
容詞派生 13， 178， 183， 

187f.， 201， 204， 211， 

223f.， 226f.， 232f.， 236， 

240， 246， 250f.， 256， 

262， 269， 274f.， 280・2，
291，304，306 

*ed・〈事Hled-食 93，165， 

256 
%酔i・〈情.egni・火 225
*eH.“by" 229 
申ei/ *i < *H.ei‘可:0"216f.， 
227，269 

*ei・<*H.ei-行く 75，
264，266 

九ei-→九'y-

*eis-激情 312
事eku速 204，211
*ekwo・馬 1，291 
*en“泊" 216 
*er-烏 82
*er-動 74
事es・〈明.es・存在 30， 

165，254，269，271 
*唱S複数 154，211， 218， 

229，231，233，240，250 
*es/匂 <*H.es “企'om"
215・9，222，225・6，233王，
236， 239， 243， 246-9， 

268，271・3，275f..， 292， 

295 
*esenlr・<*H.es-en-収穫，

秋 307
*g曲om・大地 196
*galeH3・小姑 282
命gel-明 316
*gembh・(0・)爪 73，110
*gen(a)ー生む 41，239， 
254，281，285 

*gen・os・種(↑)232 
1釘・集 249

*(g)lak~ト手L 295 
*gno・〈事gneH3・知 61，
75，93，175f. 

*grH2・no・穀物 305
*ghans・鷲烏 299
*ghei・冬，雪 306
*ghel_ω・金 312
*ghぽ・囲 29
*ghers_岡IJ毛 305
*iersdh-大麦(↑)305 
*gheu・注ぐ 290，310
*ieu(a)・呼び出す 290
匂h跨 HI・育 317
*g~er 獣 268， 270
百九日3・(*gWou_)牛 90，
193，295 

*gWeiH3生きる 127，181 
事gWelb~・子宮 280f.
*gWel明2・/*gWleH2-団栗

303 
*gWen亙< *gWeneH2婦人

65，222f. 
傘gWerH・山 307
*iwen暴行 193，249・
251，267，269・271

*iWoniWo-海綿 105
*H.e過去を表す加音 261
*H3~no /明2ghwno子

羊 297
*-i強意(現在，複数) 135， 

175， 186，221，233，235， 

251， 253， 255， 259・261，
264，266，268，271，274 

*-isk-形容調派生 39
*kamb-/*skamb-曲がる

103 
事kan・歌う 299
*kand・光 316
*kap・掴 35
*kaput頭 158，162
*kei・就寝 286
*kel-/ *skel-“should" 291 
*kel・覆 317
*ker，・つの 62，185 

336 

事kers・走 291
事keu・/*skeu-覆 295
*kewero-/*skewero・寒風

307 
*laptom“100" 78， 83， 
95，198 

*knid・誌の卵，挨 73
*ko， *k-i-“here"221 
*kopno波止場 141
*koro-， *koryo・軍勢 18
*凶id~o 筋 272
*kre田・生肉 82，154，282 
*krH3烏 185
事同ro・/*同ro・権威 282
*kwon-/*kun・犬201，300 
*kW_， *kwo・， *kWj・疑問調

63，88 
*kwe“'and" 204 
事kWet-wor，kWet-sor 刈"

17，241 
*kWljo婦人 65旬、rな ぜ ← *kW_173 
*kW:戸かぜん虫 315
本l紘u-湖 35
*Iat-隠れる 269
*Ie-< *leH.-緩 305，307
*Ieg-話す，読む 265
場legh_横臥 255
*lei-/勾lei-泥 37
*leikW-残 88，161， 255f. 
キle往0・皮革 128
*Ieuk・光 302，316
*loisa <事loiseH2畝 304
*Iubh-好意 269
*-m/ *-rp‘'10" 13， 227f.， 
234，272，274 

*ma-湿気 37
ホm亙“'mom"280 
事mad-濡れた 39
傘m紅ko・馬 291
*mater-母親 279f.
*me・〈事meH.・浪リる 165 
*me， *mo私 239f.，246， 

249f.，264， 268，270f. 



本medhu蜂蜜(酒) 301 
市melg・/*melk圃乳 296
*melit蜂蜜 301
*-men.o・.f-m.on.o-接辞 262
*mer-/・smer-n旨296
*mer-死 290
*m.or，・i/*m釘・i海 35・7，
272 

*mus鼠 300
酬がi周りに 203f.， 229， 

231，234 
*mblumb・d.o・鉛 313
町制.→*佃ti-
キ掃u・〈事neH2W・船 292
キne・/事sne-< *(s)neHl紡

ぐ 309
*negW_暗 316

*nepot・甥 284
*ner，・ <*H2ner，・下 (左，

人間) 293，308 
*new-/ *snew-臆 309
句，gWen_腺 204
$凶・下 173
本凶-sd.o巣 ← *sed・173 
句.okWt・夜←*negW_316 
九nt，・接辞 250，262
句u/ *nu， *new-(.o凶)今，
新 13，164， 183， 186f.， 
223f.， 242， 274 

丸邑〈丸eH3双数 174，203，
235 

*.od “企'.om"227 
事.od・〈ホH3ed・悪臭 163f.
事.oi-“1"241 
*.okto <明:3el偏見“8"
163，174，177，195 

*.okwt_ < *H3ekwt- 目 194
札.om複数属格 231
ホ.osd.o・〈牟H3e・sd.o・枝←
*sed-173 

*.ost・〈明，3est・骨 163f.
*.owi・<*H3ewi-羊 13，
133，136，163，217，226， 
232，296 

事pa-<*peH2・守 3，279， 
293f. 

*ped-足 217，275
*pek・毛 132
*peku，・家畜 132f.，297 
*pel・皮 127f.
*pela-満たす 36
*penkWe“5" 106， 173，242 
*pent-歩 34
事per前進，貫通 103，
176王，306

*perk-斑 298，317
市perkW，凶オーク(楢，樫)

103，106， 124 
事p拍子<*pH'吋er-父親

2f.， 34， 166， 248， 279， 

280，284，293 
*pisk・魚←*ap?39 
*pleu-浮 292
牟po・くうeH3飲 164，
166， 168， 262 

*p.ork.o-子豚 297f.
"'p.oト主 284
*r-e・足す←*釘・ 95 
"'reg-統 41，127， 268・
270 

*reト転，車輪 188，291
"'reudh赤，錆 315f.
"'-s-動詞接辞 293
*s・出没 29，103， 105， 
291， 295[， 307， 309， 

317 
*saawel・，*sun-，etc. < 

勾eH2wel・/"'seH2wen-
太陽 308

場se・<*seHl埋 305
事sed座 173
*sei-持 291
事sekW-追 253，264
*鈴k・引 74
*sem-“1" 236，241， 280f.， 
306f. 

*sen-eHz・s老(人)180， 
182 

337 

事septlp“7"242 
*serp-道 74
キseua-汁を搾る 74，281
勾(i)uH・縫 309
*-sk・動詞接辞 255，293
*sleiw-， "'sleik-< *(s)leiH3 
スロー(プラム)317 

*snus.o・嫁 224，275
*s.o (*s < *抗:)，*sa < *seH2， 

*t.o(t)，句oi指示代名詞

181，215，220・6，235・6
*-sor婦人 241，280
*sper-播 305，307
*sta < *steH2'・起立 19，
30，166，188，287 

*streH3・拡張 252
切・， *su(k)・〈事suH・豚
297 

場sunu・息子 281
勾(w)e・自分 239，242， 
280f.， 294 、we-kru姑 281

事s(w)eks，*ks(w)eks，事weks
“6" 242 

事swekur.o・男 282
*swep-D民 110

*s(w)er-， *WIぽ・守 49， 
294 

*swe咽 ト 姉 妹 241f.，
280，282 

*-t行為名詞(動詞) 181， 

197， 245・251，253f.， 

256，261f.，264-273 
"'tata“伽d"108 
*teg'・/*steg-覆 105
*tekt-細工 194
*tela-持ち上げる 309
事-t-er行為者 197，246
事ters-乾 71
・teu・膨 41
札血a<九回:2e完了2.sg.
251 

事-ti・接辞(抽象名調等) 178 
えぬ・接辞 41，83， 85， 95， 



177，179，199，201，206， 

262，290 
本位'ei-“3"154，214 

九位0・道具 128

*t(w)e/ *tu汝 215，238-
240， 246， 249f. 

*uk・sor-妻 241f.， 280 

*uper / *super上 29，104， 

141 

*upo下 104

*wed-水分 306

*wed-enlr水(↑)276 

*wet-運 255，291f.
*wegw.湿 242

ホweid- 見 197，250・2，
262，266 

キweik・一氏 73，286f
キwen-望む 85，124 
*wer-話す 191

*wer-，市wer・t・回る 254，

315 
*wer・dho_ことば 191

*wers・混乱 249

*wes・売買 313

*-wes-/*-wet-接辞 262

*wesnlr・春 306

キw昨年 178

*wiro・男 227

*wlkwo・/*lukwo・狼 90，
183， 301f.， 226 

キwjna< *wlH2neH2羊毛

133 

*wokW 声 227

*wpni-ぜん虫 315

*-y-形容詞派生，動詞派生

181， 183， 226f.， 236， 

240，255，259，268，293 

*-ya / *-i < *-y-eH2女性形

183，220，225，281，284 

*yena・甘・夫の兄弟の妻

282 

*yero・年 98

*yeug-繋ぐ 154，304
*yewo・穀物 305

インド・イラン語
(ローマ字程列)

サンスクリット
(連声略)

abhavam 261 

abhut 254 

abhuvam 261 

2守也s 291 

a伽必1町 266 

ad町 266

a伊i・ 226，228，235，241

ahar/n- 226 

ajati 163 

ajra・ 163

法専i 194 

anti 164 

anusvara 156 

apa 164 

紅 ica- 255 

盈ya- 65 

a写!au 235 

as出i 163 

おti 165，254 
atis 300 

品枕i 165 

avお 309

avis， avyas 163，226 
ayas 311 
ba1a- 191 

bhajati 38 

bh紅 ant・ 262

bhav・盈n油e，-adhve 260 

bhavゐni，-asi， -ati 260 

-bhis 204 

bhrata， bhratar- 130 

bh吋- 314 
bh依 tis 314 

-bhy，錨 204

bodhati 187 

ca 156 

cakrire 266 

cakrur 266 

C組合会 316 

338 

ca尚m 64，84，198 
catv盈ぉ， catasras， catura・

173，241 

cfua- 282 

cva，cvan幽 201，300
cvac町 a・ 282

cvaka・ 300

dadar写a 251 

dadhati 34 

dak写iQa 308 

deva，・ 226-8，241，290

devar 282 

dvau 241 

dvis 241 

eka- 241 

eti 75 

giri- 307 

go・， gaus， gavi 90， 295 

hlllIlsa- 299 

hanti 193，268 
h釘i- 312 

hatis 249 

hima- 306 

himalaya 306 

hiraQyam 312 

j釦lbhぉ 73

jihva- 146 

jiva- 181 

jna- 154 

jnatar- 64 

kapucchala 158 

kas 63 

kravis 82， 154 
k~am-， k~ãs， gen. jmas， loc. 

k早おni 194，196，219 
ksi 286 

lih- 146 

mad- 39 

maharajぉ 41

mar由 36

marya 36 

m釘yada 36 

ma匂r-，mata 130 

mati 165 



matsya 39 

mira 36 

mfudhanya- 153 

n紘ta- 316 

napat/ napt紅 284

naptis 284 

n紅・ 293 

nar盆n...pata 293 

na由s 292 

nava 242 

nt-piti- 293 

nr-paφ， nr-pata 293 
pacu 132f. 

padarn 275 
pan出as，gen. pa:血ぉ， nom.

pl. panthana:s， dat. pl. 
pathibhya:s 148 

pat 132 
patis 158 

pa住a・ 293

phena- 187 

pibati 167 

pitar-， pita 2， 130， 132， 
154，156， 166，218 

pfthuka 188 
pp:hか 152，187f. 
pur-/ p百r- 287 

p耐nas 132 

p批va 177 

rk~a.・ 194， 301

raj-， rat 41， 148，288 
r司a-，r司al} 41， 148 
r可釦・，r司a， nom. pl. r司an・

a:s 148 

raja偽m 312 
raj釘 41

泊.ks鎚・ 301 

ra血a・ 188
rinakti 256 

roka- 316 
rudl泊泊s 315 

専a写 242
号a紅色 235 
S創na- 306 

Sむpa:s 74 

sarpati 74 

Sお， sa， tat 235f. 

sati 46 

siv-， syu- 309 

skunati 295 

snavan・ 310
sphya- 187 

s出ふ 161， 166 
s血ita・ 161
s血iti- 166 

S甘i 241 

su・ 74

s耐lUS 281 

svapna:s 110 

sva:rabhakti 83 

ーtad 259 

泊k~an 194，310 
tisra:s 241 

国 ya:s 154，241 
-u 258 

uc・ 242

upabda- 217 
v針lati 291 

vak， vacω， vace， vaci 
227王，231

V紅 na.・ 317

vω238 

va:snarn 313 

vayarn 238 
vecas 73， 286 
veda， vettha， veda， vidma， 
vida， vid也r251 

vic- 73，286 
vicpatis 286 

vrki 183 
yatar・ 282
yava.・ 305

yuga- 154，304 
y官y制 238

ヒンディ一語
r盈立 41 

339 

アヴヱスタ言吾
abda・ 217
aesma- 312 

aeva・ 241

Ahuramazd孟 98

airya・ 65

aiii 194 

axsaena- 149 

azan・ 226

baog・ 314

baya-: ba畠.a- 290 

daosata:ra- 309 
dasina.・ 308

企abd-a- 217 

gairi- 307 

gaona・ 317

ha:m- 306 
hizva-， hizu- 146 

mぉya 39 

maoav-， maou- 301 

nava 242 

satam 7， 60， 64， 198 
spa，sp盈1・ 201，300
spaka 300 

sura-/ sfua- 282 

偏irya・ 296

信ray- 296 

upabda・ 217

usi 194 
va:ranah- 317 
xsvaS 242 
xVasura- 282 

yava- 305 

おlatar- 64 

古代ペルシア語
a:riya-65 
Axsaena 149 
m紅tiya・290

メディア語
伺!IKlα300

コータン・サカ語



pasa 297 

ペルシア語
sabah 300 
Ir盈1 65 
mard 290 
mardkhvar 290 

アルメニア語
(ロー7 字配列)

釘n 306 
amowsin 242 
紅 awr 42 
紅 cat' 312 
ayc 298 
ayr， gen. arn 293 

calik 316 
calr 316 
dows仕 71
erkow 71 
g釘i 305 

haw 164，282 
hayr 2 
hogi /ogi 164 
hoktember 164 

hot 164 
inn 242 
jar 306 
jiwn 306 
jowkn 39， 181， 196 
kalin 303 
kov 295 
lezow 147 
lizanem 147 
mard 290 
Mesrop MaSt(')oc' 71 
naw 292 
sirt 64 
sown 300 
taygr 282 
tiw 71 
t'arsamim 71 
t'eramim 71 

vec' 242 

アルパニア語
(正書法準拠)

dhemb 73 
創出e 305 

erdha 74 
gjarper / gj紅pen 74 
gぉhte 242 

gur 307 
helq / heq / hek 74 

nj句ind 73 
qind 73 
shi 74 

theni 73 
vi(n)j 74 
vise 73 
-zet 73 

バルト・スラフ語

バルト・スラブ祖語
*wiki 286 

古プロシア語
ぉsanis 307 
ぉsaran 36 

ausis 312 
泊suwis 75，145 
karyawoytis 287 
semme 196 
S戸 ayno 187 
suckans→ a氷- 75 
Sぽ is 296 
zuk・ 38，75， 181， 185， 

196 

ラトピア語
dels 281 
k訂s287 
suns 300 
Vお紅a 306 

340 

zelts 312 

リトアニア語
abu 203 
akis 194 
法muo，akmens 163 
盆ltis 300 
訂iu 42 
ark1as 42 
auksas 312 
atiSra 308 

avis 163 
baltas 317 

bunda 187 
desimt 242 

desine 308 
devy叫 242

dievas 290 
dieveris 282 
d丸dvi 241 
eiti 75，77 
erelis 82 
eZeras 36 
gelZis， gelezis 311 
ge凶白 268 

gile 303 
giria 307 
javai 305 
j印刷 242 

jura 36 
j自s 238 

kaimas 286 
kalba 144 
karas 287 
keturi 173 
levas 302 
lie主iu 144 
lie量uvis 144 
li包旬s 302 
liiSis 302 
lyse 304 
mares / marios (pl.) 36 
medus 301 
mes 238 



midus 301 dev宅tJ， 242 キrydjb 302 

mudu， mudvi 237 doh， 36 事ryS'b 302 

pilis 287 gQba 105 sedm'b 175 
plaukti， plauk戸i 292 gQSb 299 s語ver'b 307 
ra匂s 291 gora 307 slina 37 
r古dys 316 gov宅do 90 *sliva 317 
sidabrぉ 311 grad'b 30， 81 *sloven'b 125 
siuti 309 iti， idQ 75 slovo 125 

spalva 317 jasti 165 svekr'b 282 
s面lUS 281 jesellb 307 syn'b 281 
sesI 242 jest'b 165 s'blllbce 308 
sesuras 282 jezero 36 S'bto 78 
きiaure 307 j宅zyk'b 145 Sb 221 
sIIntas 64，75，83， 199 *k盈non-Iキk耐nen・ 163 sestb 242 

sirdIs 64 kamy， kamene 163 siti 309 
sIs 221 kostJ， 163 t己X'bgen.pl. 232 
suo(sun-) 201 kr'bVb 82 tvarog'b 296 
vakarai 309 *Iab- 79 v語 237王

vakaras 309 lebedb 316 vesna 306 

veisti 317 I15to 307 vezQ 291 

viespats 286 lexa 304 vr語m宅 254，307
vii'sti 254 leZati 255 Yrbteti s宅 254
量的，bas 73 loky 35 VbSb 73 

主l¥SIs 299 luca 316 vy 238 
主:eme 196 m長ra 165 zapad'b 309 
主iema 306 my 238 ze凶~a 196 
主ino，量泊.oti 64， 75， 77 nam'b 204 zima 306 
主加世s 305 nesQst- 262 zlato 312 
zuk・ 39，196 nosti 316 zQb'b 125 
zuvIs 38，196 Qty 300 zr'bno， ZThno 305 

ob- 203 zveTh 268 

スラブ祖語
oba 203 主elQdb 303 

古代教会スラブ語
oko 194 まiv'b 181 

(も =U，b=。 orjQ 42 まbnjQ 193， 268 

agnDCb 297 
OThI'b 82 

b長l'b 317 oVbca 163 ロシア語

bog"b 290 
*po・ 79 60r 290 

加 lijb 191 PQ包 81，148 60Hee 191 

cetyre 173 
pr'bv'b， pThV'b 177 60HblllO誼 191

chl基bも 79 rab'b， raba 227 6y:3HHa 38 

とThven'bI CThVren'b 315 
ralo 42 6}'K 38 

εfbVb， CThVb 315 
r'bdr'b 315 Bac 237 

des~包 242
r'bzda 316 BecHa 306 

desn'b 308 
ryba 40 Becb 286 
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Bn~HBOCTOK 309 
Bna.llHMHp 309 
BO且a 276 
BoeBo~a 182，219E，225 
BOnOX'b (OR) 18 
BonO~Mもp'b (OR) 309 
BOC・ 309
BoceMb 111 
BOCTOK 309 
BbI・ 79
Bimo (OR) 313 
roBlI，!¥HHa 90 
ropo~， -rp明 30，79，287
rop明'b(OR) 81 
η6a 105 
η6Ka 105 
ryCb 299 
~eBa 281 
~eBepb 282 
瓦間前'b 34 
~g 281 
~06p 210 
江，OM 210，212 
瓦OMHOB 212 
eCTb 165 
)Kene30 311 
)KeJIY.llb 303 
)KeHa 222 
)KHBeT 181 
)KHT'b 181 
3aza 309 
3四回 309 
3HMa 306 
3H訂'b 61，64 
30nOBKa 282 
30nOTO 312 
3y6 74， 125 
Hro 154 
HmH， H)zy 75 
KaMeHb 163 
KBaC 296 
KB3illeHH制問nyCTa 296 
KOpOnh 42 
KOT'b闘(OR) 300 

KpaCHbIII 3 15 
KpOBb 82 
灯 o 63 
KyIIHTb 314 
町praa 8 
neB 302 
Me瓦 301
Me.且Be，瓦b 301 
MHp 309 
MHp'b (OR) 309 
MonOKO 296 
Mope 36 
MbIlIIb 300 
H制 203
H釦 HClITb，H加盟国y 244 
Hac 237f. 
HeMell 125 
HeMO量 125
HO'lb 316 
HP祖HT'bCg 269 
06a 203 
OBlla 296 
OroHb 226 
03epo 36 
open 82 
OT 227 
OTell 82， 184 
na且・ 309 
naCTH， nac- 293 
nacηX 293 
nepBO- 177 
neぽ pyun<a 40 
neCTpbI誼 40
nHClITb， nHmy 244 
nnbITb， nnaBaTb 292 
nonK 287 
npaB~a 177 
np旭bI量 177
nYTh 34，81 
nllTb 243 
PB訂 b 302 
p)Ka(BQ四 a) 316 
PyCb (OR) 99 
pbl6a 39 
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pbICb 302 
CBeKOp 282 
CBHHbll 297 
ce首 221
cenb且b 40 
ceMbll 286 
cep尻町e 64 
cepe6po 311 
cnasa 125 
cnaBlIHe 125 
C皿 BOBlla 317 
c06aKa 300 
CTO 64，78 
Cb!p 296 
CbIpO首 74
TBopor 296 
Tecna (OR) 194 
TOK 309 
TOT 221 
YH (OR) 282 
YTKa 300 
φOp回 b 40 
xne6 79 
m釘 317
'1epBOHHbI並 315
QepHoe Mope 149 
可訂b!pe 243 
lliHTb 309 
3TO MHe HpaBHTClI 269 
1I， MHe， Me回 236
応百邑HOK 297 
1I3bIK iv， 12， 145-7， 149， 
181 

耳TpbI(OR) 282 

ウクライナ語
6Y3HHa 38 

自ロシア語

6Y3iHa 38 

語
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H
F
 

ン

町
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j¥lzyk 145 
kokosz 299 

ps佐徳 40 

rudy 315 

ZIlb 125 

チヱコ語
eerveny 315 

houba 105 
jazyk 145 

Labe 79，81 
novak 183 

plny 153 

prst 153 

ps飢.th 40 

Roman， voc. Romane 214 

rudy 315 

加ul， voc.まeno 214 

セルピア・クロアチア語
baza 38 

cI"Ven 315 

jとzik 145 

kokos 299 
pastrma 40 

slJivovica 317 
Viah 18 

zub 125 

ブルガリア語
6回 38

ri6a 105 

3106 125 
nToCT孟poa 40 

スロペニア語
midva 237 

zob 125 

ギリシア語

'a-(<事事・) 253，314 
'Aya9内 88
'aypov6μoc 215 

'αypoc 163 

'a.yω163 

'aoeA.ql角 280

'aoe:初旬 280

M恥 204
'at (f. pl. nom.) 235 

'αi9ω307 

'α.iC， gen. 'aty6c 298 

'attiα228 

'α1司丘oμαt 228 

'atnan吋 228
湖ζ218

磁正prτ:ov 316 

弘正poc 316 

'αμsp佃 ia 290 

'a.μspoτoc 290 
bμv6c 297 
1也μφi 203 

'ava. 309 

'伽α己IFa.vaC 85f. 

'ava:τOA.1I 308 

'avop白rooα315

'町内p，'avop6c 293 

伽 90c 85 

'avti 164 

'_N円台roA.tC 88 

'a6pwτoc 253 
'即日) 164 

'卸刊poc 312 
'ap間 Ep6c 239 

'a.pK"tOC 194， 301 
'a.poτpov 42 
'αp6ω42 

'á.p~ω294 
1泊町ωv 294 
も，a9u 85 

'aaxo').;句 314

'auτ:oc， 'auτ6φt 203 

R伽，voc 303 

samM由g 位

seA;τepoc 191 

sioc 181 

sOPEaC 307 
souc 90，295 
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so也τ冒pov 296 

spoτ:6c 290 
yω.a，γぬ 成 問oc 295 

γa.i..coc 282 

yiyvo凶 t 254 

γtyvCIlσ附 7，64，83，154
yA.au凶c 316 
yA.roσσa I yA.{b叩 147

yA.roXEC 147 

yA.ro'X.IC I yA.ro'X.Iv 147 
y6μφoc 73，110 
w叫 221

8同P 282 
oaoopm 251 

otoω剛 179

oEI1CVUμ，t 255 

ot間 10

oEA正picI OeA.qliv 281 

oeA.ql心c 281 

oet;toc 308 

oecttepoc 239， 308 
otp間 μαt 251 

oem凶τ'1c 284 

8ημο叩 atia 215 

/j;η凹σ9EVηc 240 

owωμt 255 

oic 241 

8由viiμαt 255 

8骨o 10，71 
ouσμαi 309 
8骨ω309

oropov 85 

芭sooμoc 175 
't，αp 306 

'eyEVEtO (ヨμl) 254 
部 ω，碕 oμal.， 渇角oo悶

165，256 
't9IJ悶 261
'et 197 

もwωIFEioro 250 

'eI1com 10 
'eiJ.ll.， 'eστi 75， 165，254 
'etvlI'τepec 282 
'eic，μ，ia， 'tv 10，241 



主KατOV 10， 63， 83f.， 198 

'ElCIJpOc 282 

官:A.asov 199 

'EA.aia. 84 

'EA.EA.U1CT] 261 

'ilicpac，弘抑a.vτoc 84 

主A.urov→A.EIltro161，255， 
261 

宅入Kω 74 

'EA.uσα255 

'swEα10，242 
時 /Fé~ 10，242 
吉川防α 217 

'emov (1tIvω) 254 

'e1toμα1 264 

'Em:a 10， 175 
三pπω74

'Epu9poc 315 

'EPUσisT] 316 
'epχoμα1 74 

'Ecr9tω256 

'Emtepα309 

泡ti9Tjv(τi9ημ.1) 261 

'EUJ.lEV1IC， 'EUμEVec 218 

'ecpa.yov→部ω256

'eχω291 

ZE古c 288f. 

cuyov 154，304 
可λωc 308 

可1同τEpOC 239 
百pa 48 

百pωc 48 
、何 308

9&σσα/9畝 息 切α 36 

9EIvω193，268 
9EOC 84，290 
9Epμoc 192 

0内p 268 

仇rya甘lP 71 

9oopã~， 9oopãKOÇ 183i 

百μEV/ 'i，σμEV， 'iστ'E， m'α侃

251 

't(E)pOC 312 

市町oc 226，228，291 

民iσ口lμ1 188 

'iCft'ωp/'iστωp / Fiaτωp 

197 

'1XSuC 38，40， 196 
Km即αslC 62 

Kaπpoc 298 

Kam:ω35 

在日poia. 64，93 
Kα伊roc 307 

KEiμ正lt 286 

KeJ.lμEVOV 107 

札止oc 97 

閥均 73 

KÓpα~ 185 

KoptV90c 83 

KOpOOVT] 185 

Kpeαc 82，154 
叩E同 305

同 Cω286

KUP協同v 99，282 
KUp10C 282 

K古ptEEA.eT]σov 282 

KUωV，KUVOC 201，300 
KOOμη286 

A.aKKOC 35 

Mμsavω199 

A.a.V9ふrω255

A.eyro， A.eyE1V 157， 262 
A.Elμぬ'v 37 

A.EIltro， A.eA.O悶α88f.，

16lf.，256 
A.EA.UKa. 261 

λEUKOC 302，316 

A.exoc 255 

A.eω'v， A.eovτoc 302 

h同v 37 

λiμVT] 36 

AOyoc 157 

λ古I'(~，Â.U下<óç 302 
l古KOC 302 

λ曲ω260

μαouω39 

凶伽 301 

同A.l 301 

344 

同町μspiα 308 

μ司nc 165 

μT同oμα1 264 

μ6λ:usooc /μOA.IsOC / sOA.l・

μoc/ soλ，IsOC 313 

同p問~ 183f. 

μ古pov 296 

μ，uc 300 

vαuc 292 

VEaviac 219f. 

VEUpOV 310 

vEUpa 310 

v拘， fut.吋σω309

viiττα300 

VÚ~， VÚKτα， VU悶í 228 

~Ela.í 305 

'0，可1，τo 215，221，235王

町oooc 174f. 

'oo同/'0σ同 163

'ooouc， 'oo6円 oc 93 

も1;oc 173 

司ω163

'oioα/ Foioα250・2，
26lf. 

'OiKOl 228 

'OiKOC / FoiKOC 73， 228， 
286 

'oivoc / Foivoc 301 

'oioc 241 

'OlC 163 

'011町 poc 312 

'0口白 10， 163， 174，235 
'OA.KOC 74 

'01町仏.oc 194 

bπOOpη307 

・opaJ.llα294

'opaω294 

'opiCω253 

'opVtC 82 
'Opvuμ1 74 

'opχαμoc 294 

'0στeov 163 

国 τoc，'ouτoσi 221，260 
'Oxoc 291 



miv 294 
HαAa.urtiV11 73 
IIal.aumvoc 73 

間以.a1ClI17tIlA.Aa.1CIC 65 
加 pa 36，103 
間 p9evoc 188 
7tIlTIJp 2， 93， 128， 154， 

156，218 
叫τoc 149 
ltellov 275 
π釘ωc 297 
πEt<iω297 

πbτ8 10，106，242 
ltepum， ltepun 178 
π凶σ0問 1 187 
1tIvω254 
1iAaτuc 36， 103， 187f. 
d加 292
π01μ角v 293 
π6A.1<; 287 
7tOA.t官lC 182 
II6vτoc 'AC81VOC 149 
II6vτoc 'EUC81VOC 149 
π伽τoc 34， 149， 188 
πo九7t01loら7t01li，拍Ila，

7tOIleov 160， 161， 217， 
234 

π:peoτoc，πpa'τ:oc 177 
πpω，i 178，306 
πponpα178 
1t'teomc 'a1't11ln'叫 228
1tIJV9avoμα1 187 
7UOU 293 
σm岬6c 103 
σ凶τoc，σlCIIA.OV 295 
σoμφ6c 106 

cmEpJ，Ul 305 
cmoyytal倒的γyoclσ中旬・
yoc 105 

侃 6poc 305 
rm:yω105 

σ中角IV 187 
6χpA.1I 314 
"ta CaitaτpEX81 233 

ταpσoc 70 

"tElCtωIV 194，310 
τ'Ellro 309 

τEpσω， "tEpσoμD.1 71 

τEτpa7tOIla 315 
τ泊料l蜘 Ipecl由・

σα，pec 10，173 
τlOrJμ1， τ:[9印刷 34， 165， 

192，260 
τic 88 

τoμ角 251

τo凶c 240，251 
τ6μoc 240，251 
τpeic 10，154 
τpE(jlOμα1 264 

τiipoc 296 

-τω259 

'ullωp 276 

も81 74 

活問問 178 

'ultep 29， 104 
'uxvoc 110 
、同 104

、7tO"ta1Ct1同c 259 

屯日中αivω 310 

φα.y8iv 1 (jlaye1V 38，257 
(jlEpω192，262 
(jlEpω'V， (jlEpovτー 262

φ凶抑 314 

(jlηy6c 38 
φ1 203f.， 229 
中仰角 251 
φovoc 193，251，269 
(jlpa't1'JplφpaτωP 281 

判i..a.C 86 
χ自主同c 311 

xaμα.i 196 
χ81μOlV 192，306 
前v 299 

χ8伽'，x.Oovoc 194， 196， 
219 

l(1OlV 192，306 
χppτ'oc 29 

l(peo凶 317
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'ωK曲c 291，204 
'eovoc 313 

'Ol'l' 194 

ミュケーナイ・ギリシア語
sio 84 

現代ギリシア語
叩ασl 301 

イタリック語

ラテン語
(ilj， u/vを区別)

ab 164 
actio 178 
ac百vus 178 
acus 163 
ad 216 
aes 311 
aestas， aestatis 307 
ager 163 
agnus 297 
agnus Iemina 224 

ago 163，172 
得ricola 182， 215， 219f.， 
225， 268f. 

alba 316 
albet 213 
Albis 79，81 
albus 213，316 
alo 262 
alter 239 
altus 102 
alumnus 262 
創nabo 258 
am盈nur 265 
創narelam盈is 265 

amasso 258 
ambactus 127 
箇nbo 203 
amb叫δ，amb叫むe 243 
amica 184 
ami叩 s，ar凶"ci 141，184 



amnis 39 
amo 184，258 
組問 265
組鎚，anatis 300 
animal， animalis 214， 267， 
274 

釦Sぽ 299
釦 te 164 
aqua 89，126，195，276 
紅草飢lsl 42，303 
argentum 312 
位。，紅'are 42，303 
artifex 186 
asin凶 Iasellus 299 
5包r 316 
a叫.ax，au侮cis183f.， 219f. 
aurora 308 
aurum 312 
副知mnus 307 
avia 282 
avis 164 
avos I avus 164，282-4 
avunculus 282-4 
bacillum， bacilla 199 
barba 191 
belli (loc.) 228 
bibit 167 
bis 191，241 
Boihaemum 20 
bonus 191，210 
bos 89，126，295 
・bus 204，229 
b百憤um 296 
cambio 103 
camp凶 156
candela 316 
candeo 316 
cand偏重加s 316 
candidus 316 
C鑑証s 201 
cannabis 62 
ωno 210，299 
caper 298 
capio 35， 258 

capra 298 
capso 258 
cap凶 158，214
ω語bo 90 
carmen， carminis 201 
Carmenta 201 
ωrpam(LL) 40 
carpo 307 
c盈us，c盈um 63 
caseus 296 
castanea 303 
casωaccus甜:vus 228 
caupδ， pl. caupanes 99， 
314 

ω，urus 307 
ca凶 a 102 
cel盈官 317 
cen旬m 7， 60， 63， 73， 83， 

117，156，199 
Cha恒 62
C泊lbn 62 
cis 221 
civis， civem 267， 286 
civitas， civitatem 63，286 
cl盈us 137 
cl五v・209
clava， gen. clavae 209 
c1a'吋s，gen. clavis 209 
c1avos I CI亙，vus，gen. clavi 
209 

∞lor 317 
consuere 309 
co巳∞，rdis 64，93，192 
Corin出(Ioc.) 228 
con百X，comicula 185 
cornu 62 
corvos I corvus 185 
cos飽 163
cras petito 259 
cnorum 272 
cruor 82， 154 
c叫 90
cur 173 
currus 291 
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datus 161 
debilis 191 
decem 246 
decimus 246 
deli1福間 304 
dens，dentis 93，101 
dep渇漏出 177 
dexter 239， 308 
dic 210 
dico 210 
dies 71 

dingua Ilin思施 144，184 
divos I divus 290 
dixerunt/drD{ere 267 
do 314 
domi (Ioc.) 228 
domina 177 
domin凶 177，213f.， 
227・9，232f.， 267， 284 

dom凶 228，284
donum 85， 161 
duc 210 
duco 206 
ductus 206 
duo 71， 19lf. 
duplex 241 
eb叫um 91 
edo 165，256 
ego 172 
emo 313，315 
ense et踊凶 289
eo， ire 75，243 
equos I equus 291，204 
eS-，esse 30，165，254，256 
et 204 
expiare 294 
facio 34，186，192，258 
tagus 37f.， 303 
fame(m) 137 
familia 285 
f白n叫I 285 
faxo 258 
箆ci 186 
ielare 262 



femina 262， 267 
femoralis 200 
femur / femen， feminis / 
femoris 200 

開fendo 193 
fer量制r 266 

ferent- 262 
fero 192， 256 
ferrum 312 
ferus 268 
明 fex 34，186 
ficus 224 
fido 137 
filia 248， 281 
釘lius 248， 262， 281 
flamen 46 
flare 176 
flavi 176， 252 
flavos / flavus 179， 317 
flonぉ 179，317
日百men，fluminis 201 
formica 184 
formus 192 
fornax 184 
fornix 184 
fu- 30 
fugio 314 
fuit 254 
fundere， fudI 3 1 0 
ga1binu(s) 155 
gena 100 
gens 285 
gentes 155 
genus， generis 192， 218 
germanus 281 
germen 281 
glans 303 
glans fagina 303 
glos 282 
gnosco 6，61，64，154 
gnovi 61，175 
grandis 224 
g量lum 305 
greg:おius 249 

grex 249 
haed凶 298
Helvetia 20 

Herc戸ia(si1va) 103 
hIbemus 306 
hiems 192，306 
homo， homi凶s 102， 108， 

196，219，290 
hordeum 305 
ho託凶 29 
hostis 97 
humI (loc.) 196， 228 
humus 196，219，290 
19r註s226，228
illas feminas 107 
ille， illud 236 
illos infantes 107 
imitor 264 
加lperator179 
imper吉国'x 169，179，183 
inguen 192， 204 
ira 312 
iste， ista， istud 236 
iter， itineris / iteris 75， 202， 
265 

T加r 202，265 
janitnces 282 
janitnx 282 
j如us 282 
jecur 274 
Jovis dies 289 
jUgtml 154，304 
Jupiter / Juppiter， Jovis 
288王

Karolus Magnus (LL) 42 
lac， lactis 295 
lacus 35f. 
laevir / levir 282 
lateo 255 
latet 269 
laudator temporis actI 113 
lauo 143 
lectus 255 
legere 262 
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leguntur 265 
lenis 307 

leo，leδnis 302 
levo 143 
liber legitur 265 
libet 271 
librum legitur 265 
lImus 37 
lingo 144 
lingua 144，147，204 
linquo 88， 199， 255f. 
liquI 88， 199， 255f. 
lIra 304 
lIveo 317 
lIvidus 317 
lopus 90 
lorlca 184 
lubet / libet 269 
Ludovicus (LL) 62 
lupa 183 
lupus 126，209[，302 
lupus femina 183，224 
lux 316 
lynx 302 

madeo 39 
m盈lO 37 

mare 35， 137， 214， 272， 
274 

Martis dies 289 
mel 301 
mens， mente 201 
mentum 85 
Mercurii dies 289 
mendies 308 
metior 165 
mihi libet 269 
mIles， mIlitem 218 
minister 127 
momordI 251 
mordax 183 
mordeo 251 
mulceo 296 
mulgeo 295f. 
mulus 299 



-m凶 240，250
mus 300 
mutare 62 
nauis 292 
negotium 314 
neδ，nevi 309 
nepδs 284f. 
neptis 284f. 
nervos / nervus 310 
nervosus 293 
nidus 173 
niger 316 
nigrum in candida vertere 
316 

nobis 203 
nos 237f. 
nostr1， nostrum 239 

novare 164 
novem 242 

nox， noctis 316 
nunc 183， 186 
nurus / nurum 267 
nutr1x 183f 
obsc耐us 295 
occidere 309 
occulere 31 7 
octavo-174 
octo 163， 174 
oculus 194 

odor 144， 163， 184 
offendo 268 

officina gentium 15 
olere 144 
。liva 84 

olor 144， 184 
ornnibus 203 
omnis 203 
oppid凶 n 4 
oriens 309 
orior 74，309 
os 163 
ovis， ovium 163， 217， 
232 

p亘bulum 293 

paelex 65 

pane(m) 137 
panifex 34 
p盈討s 293 

parte(m) 137 
pasco(r) 293 
pass凶 197
pastor 293 
pater 2， 93， 154， 156， 

192，218，288 
pater familias 108， 284 
patior 197 
pa甘uus 283 
Pau1us bonus 212 

pecten 297 
pectus 297 
pecu 133，214，274，297 
pecunia 132 
pellis 127 
pes， pedis 160f.， 184， 
217，234 

piare 293 
piscis 39 

pius 293f. 
plumbum 313 
ponere 309 
pons， pontis 148，202 
pontifex 34 

Pontus Axenus/ Axinus 149 
Pontus Euxin凶 149
po樋re 164， 166 
poterat 158 
potest 284 
potis 158 
po旬s 262 
prae 178 
pravos / pra刊 s 177 
prora 178 
Provincia romana 28 
puer 299 
qu盈tus 177 
qua加 or 17，89，104，126， 

172，195 
・que156，204 
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quercus 106 

qui90 
quinque 106，242 
quintus 178 
quis 63仁88f.，126， 195 
quod vi， 93， 192，271 
quod (mihi) libet 271 

rabiδ143 
ratio 95 
rex， reges 41， 127， 268， 
288 

Rhenus 127 
貼 odi(1oc.) 228 
robigo 316 
Rom卸n(acc.) 228 
romanice (LL) 286 
rosa， rosae 232f. 

rota 188， 291 
ruber 315 
ru白s 315 

市'1(1oc.) 228 
sabucus 200 

sal 218 
sambucus 199 
sapia (VL) 259 
sapiam 259 
sapio， sapere 62， 259 
S低us 161 

saxum 311 
scarlatum (ML) 316 
schola 314 
scriba 182 
sc百tum 295 
se， sibi 239 
securus 62 
secutus sum 266 
semen 305 
seminare 305 
sen五句- 180 
senex 169， 180， 219f 
sequimur 265 
sequitur 265 
sequor 253，264・6
sequun旬r 265 



sero 305 
serpens 74 
serpo 74 
servare 294 
servos / servus 294 
sevi 161， 162，305 
sextus 178 
siet (OLat.) 259 
simplex 241 
sine 60 
sinister 239 
sit 259 
socer 282 
so1 308 
solvo 84 

sonator 106 
spongia 105 
stabat 30， 166 
stabilimenlstabilimentum 
201 

stabi1io 201 
s偏向 30，161，243 
status 161 
stravi 252 
subjunctivus 259 
sulcus 74 

suo， suere 309 
super 29 
sus 86 
tacitus 262 
te， tibi 239 
tego 105， 156 
tempus pnmum 306 
terra 71 
texo， texere 194， 310 
出iudisce(LL) 286 
-tis 240， 250 
-to 259 
tod 259 
-tod (OLat.) 259 
toga 156 
tollo 256 
totus， tota 286 
tres 154， 192 

仕ibus287 
凶plex 241 
tuli 256 
uous 241 
ursus 194，196，301 
uxor 242， 280 
vacca 295 

vado， vadere 243 
veho 291 
velle 84 
velum 310 
Veneti 123 
Venetus Lacus 123 
ve凶o 192 
venum 313f. 
venumdδ> vendo 314 
venus 124 
ver 22，306 
ver sacrum 22 
verbum 191 
vereor 294 
vermiculum 315 
vermis 315 
versus 86 
verto 254 

ves∞r 264 
vesper 309 
vexit 255 
via 292 
vicinus 286 
victor 184，246 
victrix 183 
vicus 73， 286 
videbo 258 
viginti 73 
villa 287 
vinum 301 
viridis 317 
vita 181 
vivenda 311 
vivo， vivit 181， 311 
vivos / vivus 181 
vixi， vixit 180，241，252， 
260 
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volo 84 
vos 237f. 
vox，vδcis 228 

オスク語，ウンブリア語
ferar 266 
ner住0・ 307

petora 126 

pis 89， 126， 195 
touto 286 

ファリスク語
carefo 90 

pipafo 167 

フランス自吾
a 216 
abstenir 211 
adieu 140 
a貸iureくafaire 138，314 
affolant 138 

af丘'anchir 138 
aille 147 
aine 153 

airain 311 
aller 147，243 
allons 147 
ambassade 127 
ambぉS島，deur 127 
ane (OF) 300 
組問dote 168 
anorak 113 
anterie町 115
apporter 255 
araire 42， 303 
aratoire 42 
Arles 36， 103 
au temps chaud 307 
aune 153 
Auterive 102 
Autriche 41，308 
avec calme 229 
avec sa femme 229 
avecunm紅teau 229 



avenue Sadi-Camot 215 
avocatier 113 
avoir 147 
avoir affaire < avoir a fa祉E

314 
Berry 127 
beurre 296 
bezef 171 
bigre 299 
bique 299 
biquet 299 
biquette 299 
bleu 315，317 
boire 166 
bon， bons， bonnes 209f.， 
224 

bouc 298 
bougre 299 
Bourges 127 
braquet 144 
brebis 81 
briquet 144 
c'est ... q'凶 30
C'estdujoli! 177 
ca 220，222 
ca me plait 269 
calc叫 151
ωn釘 d 300 
ωne 300 
C釘nava 1511 
cause 102 
ce crible est inutilisable 
272 

celui-la 222 
cent 60f.， 117， 156 
cerf 302 
Cevennes 107 
chaise 222f. 
Chambord 103 
champ 156 
changer (OF) 103 
chan旬:r 210，298 
charrue 42，303 
chaud-回 nps ♂roven凶)

307 
Chautemps 307 
chene 303 
cher 63 
chevre 298 
chiper 299 
choper 299 
cho鎚 102
cinq 242 
cinq hommes 243 
cinquieme 175 
cite 63，286 
clair 137 
Clovis (OF) 62 
confian回 137
∞，nfier 137 
∞，njo加.t 304 
conjonction 304 
co吋ugaiωn 304 
connai同 61
coq 299 
∞me 62 
comeille 185 
coudre 309 
court 210 
co凶 ingermain 280 
crible 272 
c凶vre 311 
Cunegonde 249 
d'Hauteville 102 
dame 177 
Dammartin 177 
Dampierre 177 
Daphne 169 
dard 93 
dauphin 281 
de 215，264 
delirer 304 
demain， je p，踊戸町 N側

York 257 
dent 106 
despote 284 
deuxieme 175 
dieu 290 
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dis-donc! 258 

dit 210 
docteur 222 
domination 284 
donc 258 
donne 210，258 
6ωrlate 316 
ecole 314 
elle 210 
emporter 255 
en 216 
enfants 247 
engendrer 41 
eponge 105 
eque鍬官 291 
escarlate (OF) 316 
est 243，308 
ester 243 
etablissement 201 
6飽it 30， 166，243 
etang 35 
ete 243，307 
etre 30， 147， 243， 254， 
256，259 

e山 frappant 250 
exact 115 
faim 137 
faine 303 
白ir官 34，157 
fait 80f.，210 
faite 81 
fasse 157 
feurre 293 
fiable 96 
白血.cee 137 
fiche 299 
fier 137 
fille 137，248，277 
fils 248， 277， 281 
fiston 281 
fondre 310 
fou(OF) 37 
fouet 37 
fouetter 37 



fourrage 293 
fourre (OF) 293 
fo即時au 293 
fou仕e 299 
企とre 129 
fre山 185

fuerre (0町 293
fut 243 
gadin 298 
gai 115 
garde 294 
garde (OF) 294 
g訂 din(ONF) 29 

geler 61 
genre 41 
gens 41， 155 
Georges 248 
gland 303 
gonfruon，gonfanon 249 
Gontran， Gondran 249 
grand 240 
grand mere 224 
grand rue 224 
grand，grande 222-4 

guerre 249 
gynecologie 221 
hareng 40 

haut 102 
heros 49 
hiとble 91 
hippique 291 
hiver 306 
homme 290 
hote 97 
Hotel-Dieu 215 
huile 91 
huit 1II 
hyper- 29 
hypermarche 29 
il 210 
il a fait 116 
il a fini 244， 252 
il a fini a sept heures 252 
ilafi凶 hiera cinq he世俗

244 

il a pris 106 
il avait fini 244 
il craint 245 
il donne 250 
il est 254 
il est fatigue 246 
il est le pere de six enfants 

246 
il est伽e 245，263 
il etait II6 
il finit 252 
il fut II 6， 254 
il fut旬e 254 

ill'a pris 106 
il meurt 142f. 
il prouve 143 
il prueve (OF) 143 
il se lave， no凶 nous

lavons 143 
il se leve， nous nous 
lavons (OF) 143 

il tue 245， 263 
il，elle 222 
i1lusion 106 
ils donnent 250 
ils企appent 250 
impecunieux 297 
ira 147f. 
ira 264 
j'ai mange 252，257 
j'ai m佃 gea10he町 es252 
jardin 29 
jaune 155 
je cherche quelqu'un qui 

sache... 259 
je cherche quelqu'un qui 

s国t… 259
je mangeai 252 
je凶e 152 
je vais ruler 147 
je， me， moi 236 
joindre 304 
joli 151 
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jonction 304 
joug 154 
Ju1es 249 
j田 taposer 304 
I'ennui 140 

L' oiseau va mourir 142 
la bou1e touche le plafond 
257 

la crainte de I'ennemi 245 
lac 35，177 
lace 171 
lacer 171 
la-dedans 106 

langue iv， 144， 146f.， 149 
lasse 157，171 
lasser 171 
laver 143 
le crible， c' est un 
instrument qui... 272 

Le j ardinier a ferme le 
portail 263 

le me町位ede I'homme 

245 
le pere a engendre six 
enfants 247 

le portail a ete ferme par le 
jardini釘 263

le Rhin 127 
le sport en charnbre 21 6 
le，la 222f. 
leguer 157 
les enfants 1 07 
les femmes 107 
levant， Levant 309 
levirat 282 

Louis 62 
loup 209，214 
loup-cervier 302 
lundi 308 
magret de c阻むd 113 
maharajah 41 
mange 210 
marais 37 
marasc / maresc (OF) 37 



mardi 308 

marechal 291 
me 237，240 
mer 177 

mer 35， 137 
mere 129 
merle 298 
meur仕e 245 

midi 308 
出~or(n) (provencal) 308 
mille 243 
mi1lion 243 
moi 237 
mon 240 
moぼ ir 142f. 

muer 62 
Narbonne 28 
nepotisme 284 
nerf 310 
neuf 186，242 
neveu 277 
nid 173 
niece 277 
nord 307 
notre 240 
nous 237，240 
nousmo町 'ons 142f. 
nous nions 152 
nous prouvons 143 
nous prouvons (OF) 143 
Noyon 183 
nuit 140 
Occident 309 
occulter 317 
olifant (OF) 84 
on 102，237 
on dit 267 
on le旬e 263 
onp紅 leanglais 263 
oncle 277，282 
or 312 
ordalie 101 
orient 74， 309 
Ost 308 

ouai1les 296 

oued 171 
ouest 309 
ouvrier 175 

pain 137 
pai仕e 293 
panorama 294 

papa (est) parti 244 
papa s'en va 244 
parallele 36 

P釘t 137 
paste (OF) 76 
pate 76， 157 
patre 293 
pa位on 279 

patte 157 
pecuniaire 297 
pentagone 242 

pとre128f.， 246王，277，279
petite 222f. 
poisson 39 
ponant 309 
pondant 309 
pondre 309 
pont 148 
Pont品1Xin 149 

porter 255 
potable 166 
poulain 299 
poule 299 
poulet 299 
pouliche 299 
pour 176 
preuve 143 
primevere 306 
printemps 306 
pro- 176 
protecteur 279 
proue 178 
prouver 143 
quai 115 
quand 63 
quarante 175 
quatre 17 
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quatriとme 175 
q凶 63
quinconce 242 
racines 2 

raine 298 
珂ぬ 41
ramasser un gadin 298 

rani 41 
reclamer 168 
redemption 315 
reg釘der 294 
rever 143 
riche 41 

roche 151 
roi 41，288 
role 157 
roue 188 
roues 151 
rouge 316 

roui1le 316 
rue Gambe抗a 215 
sache 259 
Saint -Martin 1 77 
Saint-Pierre 177 

sans 60 
Sa'吋gnac，Savigny， Sa吋gne

183 
savoir 62， 259 
se 280 
semer 305 
sera 116 
shrapnel 169 
sicav 113 
simple 241 
soit 259 
sommet 106 
sonneur 106 
sont 243 
sperrne 305 
spore 305 
station debout 166 
sud 308 
super- 29 
superrn訂che 29 



S町 296
sur 62 
ta， ta， ta! 220 
tard 93 
tas 93 

tasse 157 
te 240 
tiens 220 
tisser 310 

toi 237 
tome 251 

ton 240 
trente 175 
trente・cinq 242 
treve 96 
凶ewa(OF) 96 
troisieme 175 
甘凶te 40 
tumeurs 142 

tudesque 286 
伽er 245 
un million d'hommes 243 
va 147，258 
vache 295 
vachement 295 
vainqueur 184 
Venus 124 
vepres 309 

ver 315 
Vercingetorix xi， 29， 41， 
58， 127 

verdir 213 
verdoyer 213 
vermeil 315f. 
vermil10n 316 
vert 315，317 
viande 311 
vidame 177 
vi1e 91 
villa 198 
ville 287 
vingt-cinq 242 
vingt-qua仕e 175 
voie 292 

votre 240 
vous 240 

イタリア語
amici 141 
becco 299 
casa， case 210 
cento 61 

chi 63 
cinque 242 
citta 63 
conoscere 61 
corno 62 
cucire 309 
d創 220
dente 101 
est 308 
gatto 300 
gelare 61 
giardino 29 
invemo 306 
manteca 296 
mezzogiorno，mezzodi 308 
ovest 309 

padre 128，277 
pecora 297 
ponente 309 
primavera 306 
quando 63 
qua位 o 172 

scarlato 316 
si parla inglese 263 
sonatore 106 
stabilimento 201 
sud 308 
tedesco 286 
togli 220 
tregua 96 
tronco， pl. tronchi 141f. 
trota 40 
viene ucciso 263 
vivanda 311 
zanna 101 
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スペイン語
arenque 40 
Berd加 29

beso 95 
casa， casas 95， 210 
ce町o 95 
ciento 61 
ciudad 63 
cuando 63 
cuanto 95， 172 
cua柱。 172・3，195

dedo 95 
escarlata 3 16 
estar 30 

este 308 
fray 281 
fuego 95 

E紅III 95 
Guadalquivir 171 
helar 61 
hermana 281 
hermano 281 
hueso 95 
invierno 306 
jぽ din 29 
jefe 95 
jota 24， 62， 84， 94， 144， 

164 

Juan 12，94，173，229 
juego 95 
layar 303 
manteca 296 
mantequilla 296 
mediodia 308 
mudar 62 
oeste 309 
olor 144 
padre 95 
Pil訂 quierea Juan 229 
poniente 309 
primavera 306 
q凶en 63 
quiero， quiere 210 
saber 62 



se habla ingles 263 
seguro 62 
ser 30 
sonador 106 
S町 308
也1 95 
仕egt泊 96

vianda 311 
vi吋o 24 
zedilla I cedi11a 91 

ポルトガル語
manteiga 296 

ルーマニア語
apa 89，195 
MareaNaegra 149 
oaie 296 
pa鉛む 40 

sud 308 

サルディニア語
ba抗oro 89 

ゲルマン語

ゲルマン祖語
(bI~， dld， glyは非区別;ラ

テン語文献での文証形を含む)

*akraz 163 
*ans位 98
*ara・ 42

* Austerriki 41 

九'XW 163 
Bo加 emum(タキトウス)

20 
*bokjon 38 
*bokon 38 
*伽gaz 226 
*e'旬n 165 
*fi組 .on・ 249
*fe( d)wor 173 
*fintan 34 

*fiska・ 39
傘節dram 293 

*企awo・ 177

*gardaz 29，81 
*gardon 29 
*gudam 290 
*思md・ 249
*kambjan 73 
*kamer 163 
*畑中a 40 
*ko田 >kuz 90 

・kun- 41 
*kun泊gaz 41 

*lairo 304 
*marisk 37 
*mati- 39 
*mora- 37 
*p崎gaz 42 
*rada- 旬、aiwizl勾aiwaz 35 

勾kalkaz 291 
事stad包 19，287
*sunt・ 308
キswamb-105 
事taljan 101 

Teutoni(カエサル) 19 
*tunaz 29 
*uberi- 29 
*w叫χ- 18 
傘walxjsk・ 18

*wertan 254 
*wesト 309
牟χaben 35 

*xa吋an 35 
九'afuda-158 
*xaux- 102 
*xrok- 185 
事忽md・ 63，95 
牟匁mdaz 201 

*xurna- 62 

ゴート語
((*)は文証されない主絡)

*rauts 315 
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*鈎ggqs 309 也、 126

aiz 311 
andaba仙ts 314 

ans 98 
ant紅 239
ara 82 
吋組 42

asans 307 
augo 194 

awo 282 
badi 95 
bauan 287 
boka， bokos 97 
brutfats 158 
bugjan 314 

伽gs，gen.伽gis 226 
伽igs 95 

eisarn 313 
fadぽ 95，132， 156， 248 
白血u 132f.，297 
f曲別瓜 104 
fidwor 126 
fimf 242 
fisks 39 
命dr 293 
節句s 132 

釦l1s 132 
gaits 298 
gards 79 
gatwo 95 

伊lt 312 

伊T290 
haims 286 
harjis 18 
heiwafrauja 286 

he同o 95 
hlaifs 79 
hund 83 
hunds 300 
hWas 126 

hwei1a 95 
j油 204
jus 238 



kara 95 
kaupon 314 
kinnus 100 

laihW 256 

lai司an 304 
laistjan 304 
laists 304 
leihwa 256 

ligan 255 
marei 36 
marisaiws 36 
-mers 309 
milit 301 
miluks 295 
netla 309 
凶un 242 
paida 95 
qens 222 
qiman 192 
q泊o 95，222 
qiwa.・ 181

reiki 127 
reiks 41， 126 
sa， so， tata 221，235f. 
sahW 253 
saiws 36 
saljan 314 
sc叫an 291 
siujan 309 
skalks 291 
skuca 307 
stats 287 
飽白swa 308 
taihun 95 
tai (m. pl. nom.) 235 
b阻 una(dat.) 236 
tana (acc.) 236 
tana， to， tata (acc.) 235 
taurp 95 
tis (gen.) 226，236 
tiuda 41，286 
tiudans 41 
tiudisko 41 
tiza.i (f. dat.) 236 

tize (m.-n. gen. pl.) 236 
tizo (f. gen. pl.) 236 
b凶 s(f. gen.)，悼ai(f. 

dat.)， tize， tizδ(gen. 

pl.) 236 
tizos (f. gen.) 236 

向 gwa(王) 96 
triggws 96 
旬ggo 144 
・叶1，-h 204 

ulbandus 84 
unsぽ 239

ut 79 
W紅 mjan95 

weihs 286 
weis 238 
wei伽 ots 262 

wigs 292 
wintrus 306 
wit 237 
wulfs 126 

古アイスランド語
紅百r 42 

bu 287 
mus 300 

nQkkve 292 
nor 292 
skaunn 295 
住yggr 96 
ylgr 183 

古ノルド語

afi 282 
ass 98 
dagr 226 
dagr 226 
ek 97 
fjorir 173 
gunnr 193，249 
hQfud 158 
Hlewagastiz / -r 97 
homa 97 
hross 291 
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Isam 313 
jarn 313 
kom 305 
li甘 317

marr 291 
me汀 291
Qnn 307 
Odinn = Odin 289 
plogr 42 
tawido 97 

方r 289王
vad 310 

古英語

acer 163 
ar 311 

berend- 262 
boc 97 
bace 38 
bu 287 
bucca 298 

bycgan 314 
cnocian 138 

cwicu 181 
dag 226 
dogor 226 
draca 300 
eahta 163 
E副知 297

eamian 307 
easte 308 
etan 165 
Ieower 173 
宜f 242 
ge 238 
gorst 305 
guma 196， 290 
hafud I heafod 158 
hamor 163 
he， his， him; hire; her 221 
here 18 
hors I hros 291 
hriddel 272 
hrok 185 



isem/iren 313 
lagu 35 
lenc旬n 306 
licgan 255 
m伺 rh 291 
melcan 296 
mer(i)sc 37 
mete 311 
miere 291 
mioluc / milc / meol(o)c 
82 

morgengifu 280 
mus 300 
naca 292 
nord 307 
nu 187 
ordal 101 
os 98 
ploh (1ate) 42 
而st 316 
sawan 305 
seeal 291 
seealc 291 
scur 307 
se(mふseo(f.) 221 
seax 311 
sinu， sin( e )we 310 
sI'叫叫 seowian 309 
spon 187 
sud 308 
偏∞r 282 
teoden 41 
TIw 289f. 
us 238 
Winedas 123f.， 231 
wi泊n 252 
wlitan 317 
ymb 203 

古フリジア語
住iuwe 96 

古サクソン語
plog 42 

古高ドイツ語

albiz 316 
ambaht 127 
紅釦1 307 
ぽt42 
boc 298 
dehsa 194 
farawa 317 
ぬro 317 
garto 29 
hiwo 286 
Hluodowig 62 
Karl 42 
m町 (i)ha 291 
marah 291 
naan 309 
ph1uog 42 
Eゆst 316 
rup(p)a 39 
sahs 311 
scolan 291 
scur 295 
scむa/ sciura 295 
sleha / slewa 317 
sou 74 
tak 226 
甘iuwa 96 
waganleisa 304 
Walh 18 
W亙1 310 
werra 249 
Winida 123 

英語
acre 163 
お s 299 
at 216 
athome 228 
autumn 307 
battle 81 
bear 192，301 
beard 191 
beech 38 
bespeak 203 
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blow 176， 252 
both 203 
brass 312 
bridegroom 196 
brother 129 
buck 298 
business 314 
busy 314 
butter 296 
Buymea合ink! 314 
buy， bought 314 
by 203[，212，231 
calf 281 
Cambridge 103 
can 61，252 
candle 316 
car 291 
carp 40 
C紅rot 62 
carry 291 
cat 157，300 
change 103 
cheap 99 
Cheapside 99 
cheese 296 
chiken 299 
chin 100 
church 99， 282 
city 63 
clean 316 
cock 299 
coke 138 
colleen 65 
comb 73 
Congress 140 
copper 311 
com 303，305 
∞w 90，295 
dad， daddy 108 
dale 36 
白目 93 
daughter 281 
debi1e 191 
defend 193 



divine 290 
do 34， 192f. 
dog 300 
dolpbin 281 
donkey 299 
dr冨ke 300 
duck 300 
Dutch 42 
伺 m 307 
Easter 308 
eat 165，256 
eight 163 
eigh血 175
English (is) spoken 263 
eme 82 
establishment 201 
ewe 296 
faith 137 
fa11 307 
farrow 298 
fa血.er 2，93， 128f.， 277 
ゐe 132，297 
filly 299 
film 127 
find 34 
finger 242 
6凶sh 171 
fir 103，226 
fish 39 
自oat 292 
foa1 299 
fodd釘 293
folk 287 
folklore 304 
food 293 
ford 103 
foster 293 
合泊r 281 
白r 293 
garden 29 
glow 176 
goat 298 
god 290 
gold 312 

good 209 
goose 299 
go路 e 305 
green 317 
groom 196 
grow 196，317 
伊ard 294 
思lest 97 
gun 193，249 
hammer 163 

h町 18
h釘 vest 307 
have 35 
haveto 258 
haven 141 
he got killed 254， 263 
he was killed 254 
he， his， him; her; here 
221 

he， she， it 222 
head 158 
heart 64，93 
heave 35 
hemp 62 
hen 299 
hide 295 
hog 298 
horne 20，228，286 
hom 62 
hor鎚 291
hound 201 
how 173 
hundred 62，95，243 
1， me 236 
祉。n 313 
it is …白紙(強調構文) 30 
It likes rne 269 
Jove 288 
ken 61 
king 41 
Kirk 99 
knock 138f. 
knokke (ME) 138 
know 64， 93， 176 
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lake 35 
last 304f.， 307 
lead 313 
leam 304 
leather 127f. 
Lent 306 
let him go! 258 
let thern do! 258 
lie 255 
light 316 
like 269 
loaf 79 
lore 304 
m間 290f.
rnarsh 37 
rnay 252 
rnead 301 
meat 39，311 
rnere 35 
mermaid 35 
mi1k 82，295 
m∞r 37 
rnorganatic 280 
mom血ggift 280 
mother 129 
rnow 176 
needle 309 
nest 173 
new 186 
night 316 
凶nety 243 
now 183，186 
oak 138 
offend 193，268 
one 241 
ordea1 101 
ore 311 
our 239 
out 79 
over 29 
ox 242 
Oxford 103 
pa1e 115 
paste 76 



pig 298 
pit-graves 46 
plough / plow 42，101 
pole 15 
pot 157 
pre町 171
P凶 h 171 
que組 222
queen 222 
q凶ck 181 
rave 143 
raw 82 
read 95 
red 315 
riddle 272 

rook 185 
rust 316 
sake 102 
S組問 236
sang 252 
saw 253 
sax 311 

鈍ly 210 
scarlet 316 
sea 35f. 
鈎 II 314 
sew 176，309 
shall 258，291 
shower 307 
silk 82，171 
silver 311 

simple 241 
sinew 310 
sip 74 
sl泊施 37 
slip 37 
slivovitz 317 
sloe 317 
sme紅 296
soak 74， 138 
son 281 
sonny 281 
sorrow 294 
soup 74 

so町 296
sow 298，305 
sponge 105 
spoon 187 
spring 307 
錦and 161，166 
st伺 d 19，287 
S出 w 252 
suck 74 
summer 307 
sw，釦np 105 
sweet-meats 311 
swine 297 
匂r 93 
tell 101 
血at，those 221， 223 
the 221 
也esp血19of the day (the 
morning， life) 307 

血e問 220
也eysay 267 
也ing 102 
也is，these 223 
百lUrsday 289 
thurst 71 
Tiu 290 
tongue 144 

tooth 93 
town 29，287 
佐官es 218 
柱。ut 40 
甘ue 96 
Tuesday 289 
two 101，193 
usquebau誹， whiskybae， 
whisk(e)y 107 

vicinity 73 
wagon 292 
wain 292 
W組 tto 258 
war 249 
ward 294 
W鑑m 192 
water 306 
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way 292 
weave 310 

Wednesday 289 
weed 310 
Welsh 18， 125 
west 309 
what vi， 63， 93 
when 63 
when he comes (1 shall...) 
257 

where 63 
whether 63 
which 63 
whither 63 
wick 310 
will 258 
Wilson 171 
win 124 
Windermere 35 
winter 306 
wish 124 
wit / weet， wot 252 
wolf， wolves 209 
word 191 
worm 315 
worse， worst 249 
worth 254 
yard 29，79 
ye，you 238 
ye釦 297
year 49，98 
yoke 154 

ドイツ語
Aa1raupe 39 
Aar 82 
Abtonung 158 
acht 111 
Acker 163 
Amt 127 
andぽ 239
Ast 173 
Bar 301 
Beamter 127 



bei 203f.， 212 
beide 203 
beisteuem 203 
belieben 269 
besprechen 203 
blahen 176 
Bock 298 
Brautigam 196 
bringen， gebracht 211 
Buche 37，97 
Buchstabe 37，97 
Butter 296 
da 220 
dasBuch 37 
Dasge鼠lltmir 269 
das 221 
Delphin 281 
der Rhein 127 
der， die， das 221 
deutlich 42 
deutsch 42，286 
Ding 102 
dingen 212 
合泊gen 212 
D町冨t 71 
ein 241 
Eisen 313 
eisem 313 
-em (m.-n. dat.) 236 
entdecken 105 
Ente 300 
-er (f. gen. -dat.) 236 
er wird getotet 263 
er wurde getotet 254 
Emte 307 
erzahlen 101 
-es (n. nom.-acc.) 236 
essen 165 
F油ne249
Farbe 317 
Feuer 226 
finden 34 
Fing<釘 242
Fisch 39 

自iessen 292 
Fohre 103 
folgen 264 
Forelle 40 
Fra地釦rt 103 
Frau 177，286 
企世1 178，306 
Fruhling 306 
Fuchs 180 
白nf 242 
Futter 293 
Gans 299 
Garten 29 
Gast 97 
geぬllen 269 
Geiss 298 
gelingen 212 
Gerste 305 
Gespritzte 301 
ges旬nden 166 
gewinnen 124 
Gleis 304 
g凶len 176 
Gold 312 
Gott 290 
g曲1 317 
gut 210，236 
haben 35 
Hafen 141 
Hahn 299 
Hanf 62 
Haus 210 
heben 35 
Heer 17f.， 287 
Heim 20 
Herbst 307 
Hering 40 
Herrenvolk 32 
Herz 93 
hoch 102 
Hom 62 
Hund 201，300 
Indoeuropaisch 2 
Indogermanisch 2 
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ist 165 
Jahr 49，98 
Joch 154 
Kalb， Kalber 281 
Kam:m 73 
kann 250 
Karpfen 40 
K且se 296 
Katze 300 
kaufen 99，314 
kennen 61 
Kinn 100 
Kirche 99 
klingen 212 
Ko凶g 41 
konnen 61 
Kopfer 311 
Kom 303，305 
Krieg 249 
Krieger 249 
K叫1 90，295 
Lebensmittel 311 
Leder 127 
Lehr芭 304
leisten 304 
Leisten 305 
lemen 304 
Lot 313 
Lowe 302 
Luchs 302 
Ludwig 62 
m姥， mogen 250 
mahen 176 
Mahre 291 
man 102 
Mann 102 
Meer 35 
Meerjun酔au 35 
Messer 311 
Met 301 
Milch 295 
mir， mich， dir， dich 236 
凶 slingen 212 
Moor 37 



~orgengabe 280 Sorge 294 wringen 212 

Nachen 292 sprechen 203 Wunsch 124 

Nadel 309 springen 212 zahlen 101 

n滋len 309 Spritzer 301 zahlen 101 

neu 186 Stadt 19， 287 zahn 93， 101 
Ostern 308 Sturunbaunl 119 Zaun 29 

Osterreich 41，80，308 Steuer 203 Ziege 298 

PtIug 42，101 Sud 308 ziehen， gezogen 206 

Plattdeutsch 101 Sunlpf 106 Zunge 144 

Rad 291 sund 308 zwei 101 

Raupe 39 Sundgau 308 zwingen 212 

reden 95 Tal 36 
reich 41 仕eu 96 オランダ語

Reich 41，127 Treue (五) 96 Haarlemmermeer 35 

ringen 212 tun 34 leeuw 302 

roh 82 uber 29 merrie 291 

Ross 291 unl 203 tuin 29 

Rost 316 uns 238 

rot 315 国lSer 239 デンマーク語

Sache 102 Urindogermanisch 2 a 276 

Sachs 311 Urteil 101 組 d 300 

sagen 115f. Vater 128 begge 203 
sahen 176 verheeren 287 bo 287 

Sau 298 verkaufen 314 bog， boger 38 

sauer 296 Vieh 297 by 287 

Schalk 291 Volk 287 dale 93王

Scheuer 295 Volkskunde 304 f鍋 r 297 
Schlehe 317 Wagen 292 forel 40 
Schleim 37 was 93 guld 312 
schlingen 212 Wat 310 have 35 
schmieren 296 weben 310 han bliver drabt 263 
Schwager 282 Weber 310 han drabes 263 
Schwamm 105 Weg 292 hav 35 
Schwein 297 wehren 294 havn 141 
Schwiegermutter 282 Wehrmacht 294 Himmerland 19，62 
schwingen 212 welsch， W- 18， 125 hone 299 
sechs 145 Wenden 123 host 307 
See 35f.， 177 werden 254， 258 jern 313 
Segen 115f. Winde 123 kind 100 
sie 221 windisch 123 kirke 99 
Silber 311 Wmter 306 korn 305 
singen， gesungen 212 w討，mir (dial.) 238 kobe 314 
sollen 291 wissen， weis 250， 252 kokkenmodding 40 
Sommer 307 Wo凶 289 mand 17 
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吋od 301 
nord 17 

nu 183， 186f. 
onsdag 289 
即吋 40

のstersoen 35 

plov 101 

salge 314 
saks 311 

sild 40 

smor 296 
so 35 

solv 311 

sv但np 105 

tager 93 

tale 94， 101 
Thist<吋 19

to 101 

torsdag 289 
仕aer 218 
仕yg 96 

vand 276 

ven 124 

Vesterhavet 35 

吋nter 306 

スウェーデン語
b0287 

bock 298 

by287 
Iar 297 

flyta 292 
fore1l40 
j加 313

korn 305 
kyckling 299 
10 302 

mat 311 

omsorg 294 
Skおle97 

somm訂 307
sorg 294 
仕ygg96
vagn 292 

v街1124

var 306 

ケルト語

ケルト祖語
*d白1・0- 29 

*gabor- 298 

*isamo・/勺ぽno 312f. 

*rito・， *rita (pl.) 103 
*wer・ 29

ガリア語
(他の大陸ケルト語を含む)

Arelate 36， 103 
Aremorici 36 

Bitunges 127 

Boii 20 
*camborito- 103 

carros 291 

corios， pl. corii 17f. 

Dumnorix 41 

epo-104 

Epona 104 

Eposognatus 104 

Isamus 312 

Isemodero 312 

*kassanos 303 

late 36 
legasit 255 
mark組 291

mo gnate 239f. 

*Nowiomagos 183 

petru 17 
Pe甘ucorii287 

nx 29，41，288 
Vercingetonx xi， 29， 41， 

58， 127 
Verdun 4， 29f. 
Vindobona 28 
*wolkai 18 

Y samodori 312 
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アイルランド語
a 107 

a beatha 107 

a bheatha 107 

a mbeatha 108 

airgead 312 

airget (MIr.) 3 12 

aoghaire / aoire 296 

argat (OIr.) 312 

athir (OIr.) 2，128， 156 
athair 2， 128 
aue (OIr.) 282 

beatha 107f. 
ben / bean 222 

berir 266 

bile 38 

bo 104，193，295 
boc 298 

bocc (OIr.) 298 

caile 65 
cailin 65 

cais 296 

caise (OIr.) 296 

Canlffi / C卸n 103 

-carad 266 

car泊d(OIr.) 265f. 

carr 291 

-c釘thar(OIr.) 265f. 
ca抗/cat 300 

cet / cead 63 
cetheoir f. (OIr.) 241 
cethir /ωa廿lair 104， 126， 

173 
cia / ce 126 

coic / cuig 106， 242 
cride (OIr.) 64 

croidhe / croi 64 

cu(∞n-) 201，300f. 
C也an/ cuan 141 

de(i)n (OIr.) 191 
deas 308 

dess (OIr.) 308 
dia 290 
dian 191 



do (Olr.) 239 

du， acc. don 196 

duine 196， 290 

dun (OIr.) 29 

earrach 306 

ech / each 104 

f針bhile 38 

faolchu 301 

faraige 36 

fe柑la/fea 38 
髭n 291 

fer， gen. fir (OIr.) 227 
figim / fighirn 310 

fo・ 24

Fom(h)oire 24 

gabhar 298 

gabor (OIr.) 298 

Gaeltacht 109 

gam / gaimred / gemred 

306 
ge 299 

gea1 316 

ged (OIr.) 299 
geimhreadh 306 

geis 299 

gel(OIr.) 316 
gonim / goinim 193， 249 
i紅n/i釘 儲m 313 

iasc / iasc 39 

ibid 167 

is …a 30 
is 30 

lea血ar 127 
lethar (OIr.) 127 
li 317 

lincse 302 

linn 36 
loch 35王

luaidhe 313 

lug (MIr.) 302 
・m-(OIr.) 265 

marc (OIr.) 291 
mid 301 
mil 301 

mo (OIr.) 239 

m凶r 24，36 
nau 292 

ne紅 t 293 

nert (OIr.) 293 

no・(OIr.) 265 
no・m-ch紅白ar(OIr.) 265 

no-t-charth釘 (OIr.) 265 

oi (OIr.) 296 
or 312 

ri 41 
凶ad/rua 315 

sam 306 

sam / samrad (OIr.) 306 
S組曲radh 306 

-t-(OIr.) 265 

ta 30 

信1(OIr.) 194 

te組 ga 146 

teoir f. (OIr.) 241 
凶a血/tua血 286

也an/uan 297 
uisge beatha 107 

uisge / uisce 107 

スコットランド・ゲーJl語
loch 36 

ウエールズ語
紅白 194，196 
awr 312 

blaidd 301 

bwch 298 
C訂 291
caws 296 

gafr 298 

glas 315f. 

gweu， gwau 310 
haf 306 

lledr 127 
lliw 317 

llyn 36 
march 291 

mor 36 
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ner 293 

nerth 293 

pedwar 126， 173 
petg町 (Ow) 104 

plwm 313 

pwy 126 

ブルトン語
bleiz 301 

buoc'h 104 

glas 315f. 

hanv 306 

kant 63，83 
karr 291 

lenn 36 
loc'h 36 

marc'h 291 

mor 36 

plac'h 65 

ploum 313 

ruz 315 

匂d，zad， dad 108 

トカラ語
(ローマ字配列)

トカラ祖語
*k街lte 64，83 
*k街ltwo 147 
市kWliye 65 

*w'asa f. 312 

トカラ語A
arki 312 

arkyant f.pl.nom.-acc.312 

kam 110 
kant 64 
k加tu 147 

kuli 65 
k凶 64

-mar， -tar， ・箇f，-m'出~ -car， 
-ntar 266 

nkinc 312 



sp.衛事 110 

tk創II 195 

was 312 

wsi 312 

yok・ 317

トカラ語B
面官 42，304 
ar蜘 i 312 

awe 282 

kante 64 

kantwo 147 

k即時 110 

k1iye 65 

kUse 64 

-n渇r，-tar， 園協r，ーm街r，・悩r，

-n箇r 266 

nkante 312 

署員.aura 310 

spane 110 

tute 312 

yasa 312 

yok- 317 

ヒッタイト語
(ローマ字配夢lJ;

h下と s上のくさび，

母音重複表記は省略)

a1pa・ 316

anzas 238 

appa 164 

a句s 226 

dai 165 

ed- 165 

es・ 165

hanti 164 

hasdwer 173 

h鎚 su- 241 

hassuss釘a- 241 

h蜘 i 163f. 

h叫由as 282 

ish錨 241

ishassara 241 

畑氏is/ kardis 64 

ker/k紅d- 64 

kwis 64 

mehur 165 

・mes 240 

mes 239 

newahh・ 164，165
pahser 267 

pasi 164 

sai・ 305

sakhi 253 

・ses 240 

te.・ 165

tehl姐 165

tekan， gen.飽knas 195 

飴s 239 

*-tes 240 

・u 258 

wer 267 

wes 238 

ya- 266 

yahari 266 

yugan 304 

zena- 307 

非印欧語

バスク語
Koldo 62 

laia 303 

makila 199 

フィンランド語
kun血gas 41 

Ruotsi 99 

por:鎚 s 297 

ハンガリ一語
pisz位台19 40 

トルコ語
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h町田(OTurk.) 8 

K卸冨deniz 149 

kobak 300 

アラビア語
bezzaf 171 

筒b 171 

tal;> 171 

w剖{り 171

アッカド語
parzilIu 312 

アラム語
P紅 zel 312 

ヘフライ語
barzel 312 

中国語

ma(嫡) 207 

ma (麻) 207 

ma(馬) 207，291 
ma(罵) 207 

日本語
餌取(えた) 23 

ごはん 188 

パン 87



アンドレ・マルテイネ

li'i印欧人」のことば誌ー比較言語学概説一』

正誤表

(2007年4月11日版)

頁 fr 丁 誤 正

ix 下から 6 川口祐司 川口裕司

3 下から 5，7 pH"ters pOHters・
12 5 r)~ ツノ、」 「バッハ，小IIIJ

25 下から 5 社会を 社会が

44 下から 1 poteπy pottery 

62 下から 2 m百tare mu筒re

73 下から 10 この当たり この辺り

80 下から 6 メトディウス メトディオス

83 18 d'むがs d'apres 

90 4 lopus lupus 

94 15 失ったわれた 失った

144 下から 8 これに連られて これにつられて

162 下から 8 究明さない 究明されない

165 下から 1 “widsom" “wisdom" 

168 21 Imnnl ryl Imn量1r j勺

185 7 無性化 無声イじ

200 下から 1 M釘白let(1992) Martinet (1991) 

217 下から 5 Barthlomae Bartholomae 

254 4 表現する表す 表現する

293 下から 9 記されが 記されるが

301 下から 12 用いられに 用いられるに

324 下から 12 姪沼寿夫 蛭沼寿雄

327 24 Walter de Gruiter Walter de Gruyter 

不注意をお詫びいたします.




