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第9章
シダーマ語の空間移動の経路の表現

河内　一博

1.	 はじめに

本章は，エチオピア中南部で話されているクシ語族の言語の 1つであるシ
ダーマ語（Sidaama, Sidamo）において，3種類の移動事象の表現（主体移動表
現，客体移動表現，視覚的放射表現）の一構成要素の経路がどのように表さ
れるかを記述する。それと同時に，経路が主動詞によって表される可能性が，
主体移動表現よりも客体移動表現の方が低く，客体移動表現よりも視覚的
放射表現の方がさらに低いという，松本（2001, 2003, 本巻第 1章）の仮説が
この言語にも当てはまるかどうかを調べる 1。シダーマ語で経路が主動詞に
よって表される可能性は，主体移動表現と客体移動表現では極めて高く，そ
れらの間に違いはほとんど見られないが，松本が問題にしている視覚的放射
表現ではその可能性は全くない。
本章で使う枠組みは，Talmy（1985, 1991, 2000）のイベント統合の類型論
である。この類型論によると，どの言語でも 1つの節で表すことができるマ
クロイベント（macro-event）というものがあり，マクロイベントは主要なイ
ベントである枠付けイベント（framing event）とそれを支える共イベント（co-

event）（例：様態，原因）から成っている。さらに枠付けイベントの最も略図
的な要素（例：空間移動の場合，経路）を表すのが主動詞か付随要素（satellite）

1 私のシダーマ語のコンサルタントであるDr. Abebayehu Aemero Tekleselassie, Mr. Legesse 

Gudura, Mr. Iyasu Gudura, Mr. Hailu Gudura, Mr. Yehualaeshet Aschenaki に感謝を申し上
げたい。本研究は，ニューヨーク州立大学バッファロー校，東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所，国立国語研究所，科学研究費補助金基盤研究（C）「Sidaama語
の文法の記述，及び意味論と形態統語論の理論的問題に関する研究」（研究課題番号：
21520431）（研究代表者：河内一博），同基盤研究（C）「東アフリカの言語の空間移動表現
の研究」（研究課題番号：24520490）（研究代表者：河内一博）によって支援を受けた。
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かにより，言語は 2つのタイプ（動詞枠付け言語と付随要素枠付け言語）に
分かれる。この類型的違いは，イベントの 5つの領域（空間移動，状態変化，
実現化，時間的輪郭描写，行動の相互関係）の表現方法に見られるという。
本章は次のように構成されている。2節ではシダーマ語の文法の特徴の概
観を述べ，この言語における空間移動の経路の表現の全体像を記述する。3
節では空間移動の事象表現タイプに関係なく使われる経路の表現を挙げる。
4～ 6節では松本の仮説で取り上げられている 3つのタイプの事象の表現の
パターンをそれぞれ記述する。シダーマ語は主体移動と客体移動の表現にお
いて経路を主動詞で表す典型的な動詞枠付け言語の特徴を示すのだが，視覚
的放射表現においては経路を主動詞では表さない。最後に 7節でまとめを行
い，8節で知覚の移動に関する 4つの問題─（i）視覚的放射・視覚的放射方
向移動と客体移動の関係，（ii）視覚的放射と視覚的放射方向移動（特に，視
覚的放射と視覚的放射方向移動）の区別，（iii）視覚的放射をマクロイベント
としてみなすことの妥当性，（iv）不完全な経路の空間移動のイベント間の類
似性─について論じ，9節で結論を述べる。

2.	 シダーマ語の経路表現の全体像
2.1	 シダーマ語の特徴

シダーマ語は，クシ語族のハイランド・イースト・クシ語派に属し，エ
チオピアの中南部のシダーマ・ゾーンで約 290 万人（2005 年エチオピア中央
統計局の調査）に話されている。本章はシダーマ語の高地の方言の 1つ（特
にシダーマゾーン南西部の Bansa地域で話されているもの）を扱う（Kawachi 

2007a, b, 2012, 印刷中）。
シダーマ語の語順は基本的に SOVである 2。名詞と形容詞と動詞のそれぞ
れの派生と屈折に，主として接尾辞を使う。格のシステムは対格型で，主格，
与格，所格，向格，奪格，具格の標示には接尾辞を使い，対格 /斜格の標示
にはさらに最後の母音に高いピッチとして現れる超分節接辞（suprafix）を使

2 この言語では，動詞に主語の人称接尾辞が必ず使われるので，主語は代名詞の場合，省
略することが可能である。本章のほとんどの例文で，主格の 3人称単数女性の代名詞 ise  

または 3人称単数男性の代名詞 isi  が省かれている。
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い，属格の標示には接尾辞と超分節接辞の両方を使う。
シダーマ語の動詞は，アスペクトの特徴から，活動動詞と状態変化動詞の
2種類に分類できる（Kawachi 2007a, b）3。移動に関する動詞のうち，様態動
詞と使役の手段を表す動詞のほとんどは活動動詞に，経路動詞は状態変化動
詞に分類される。

Talmyがイベントの統合のパターンの類型論で仮説を立てているイベント
の 5つの領域のうち，シダーマ語は時間的輪郭描写のいくつかのタイプと行
動の相互関係の多くのタイプの表現においては動詞枠付け言語のパターンか
ら逸脱している（Kawachi 2012）。とはいえ，空間移動と状態変化と実現化の
3つのイベント領域の表現においては明らかに動詞枠付け言語の特徴を示す。

2.2	 シダーマ語の空間移動表現の全体的特徴

Talmyは移動を，（i）移動物（figure；厳密には「移動が話題となっている実
在物」）が自らを動かす「自己動作主的移動（self-agentive motion）」（例：Alex 
ran down），（ii）動作主を伴わない「非動作主的移動（non-agentive motion）」
（例：The ball rolled down），（iii）外的使役者が移動物を動かす「動作主的
移動（agentive motion）」（例：Chris threw the ball out the window）に分け
るが，以下では，松本（本巻第 1章）にならって，自己動作主的移動と非動
作主的移動をまとめて「主体移動」，動作主的移動（＝使役移動）を「客体移
動」と呼ぶ。また，特定の感覚に伴って抽象的な何かが感覚器官から放射さ
れ感覚的経路（sensory path）を通って移動するかのように描写されるイベン
トを「（放射軸方向の）視覚的放射」と呼び，これと関連した虚構運動とし
ての，知覚の方向の変化と知覚の焦点の移動とをまとめて「（放射軸から側
方向の）視覚的放射方向移動」と呼ぶ。特に，視覚の場合は，「視覚的放射」
（“axial motion along the line of sight”：Talmy 1996； 例：Pat looked into 
the valley）と「視覚的放射方向移動」（“lateral motion of the line of sight”：
3 活動動詞の進行形は現在行われている行為を表すが，状態変化動詞の進行形は現在起
こっている状態変化の過程を表す。また，活動動詞と違って，状態変化動詞は継続形で使
うことができ，その場合，現在までの継続した状態を表す。そして，活動動詞の完了形は
既に成された行為を表すが，状態変化動詞の完了形は状態変化の完了，あるいは変化から
生じた，もとから備わっているわけではない現在の（通常，一時的な）状態を表す。
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Talmy 1996；例：Bobby looked up from the book）という用語を使う。主体
移動と客体移動は明らかに空間移動であり，視覚的放射・視覚的放射方向移
動も抽象的な移動を伴っているので，主体移動と客体移動と視覚的放射・視
覚的放射方向移動の総称として「空間移動」という用語を使う。松本（2001, 
2003, 本巻第 1章）によると，経路が主動詞によって表される可能性は，主
体移動よりも客体移動の方が低く，客体移動よりも視覚的放射の方がさらに
低く，動詞枠付け言語であっても視覚的放射の経路を表現するのに主動詞を
使わないのが普通であるという（視覚的放射方向移動には言及がない）。
「主体移動」，「客体移動」，「視覚的放射・視覚的放射方向移動」の 3つの
タイプの事象をシダーマ語が表現する最も特徴的な表現のパターンの例をそ
れぞれ，（1）と（2）と（3）に示す。（1）の主体移動の表現と（2）の客体移動の表
現では，経路が格接尾辞と位置名詞と主動詞によって表されている。これに
対し，シダーマ語の母語話者が感覚器官から放射されたものが空間を移動す
ると解釈する視覚的放射の多くの表現においては，（3）のように，視覚的放
射方向移動の経路を格接尾辞・位置名詞と従属動詞で表し，知覚動詞を主動
詞として使う。
（1）  tulló-te aan-í-ra {（a）dod-d-e/（b）dod-d-a-nni}

  mountain-GEN.F top-GEN.M-ALL run-3SG.F-e /run-3SG.F-a-nni

  ful-t-ino.
  ascend-3SG.F-PRF.3

  「彼女は山の上に {（a）走って /（b）走りながら }上がった。」
（2）  kaasé	 balé-te	 ɡiddó-ra	 ol-t-e

  ball.ACCOBL hole-GEN.F inside-ALL throw-3SG.F-e

  ee-ss-i-t-ino.
  enter-CS-E-3SG.F-PRF.3

  「彼女はボールを穴の中に投げて入れた。」
（3）  balé-te	 ɡiddó-ra	 hiɡ-ɡ-e/k’ol-t-e

  hole-GEN.F inside-ALL turn-3SG.F-e /cause.to.turn-3SG.F-e

  （isó） la’-’-ino.
  （3SG.M.ACCOBL） look-3SG.F-PRF.3
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  「彼女は穴の中を向いて（彼を）見た。」
どの表現においても 2つの動詞を含む構文が使われているが，（1a），（2），

（3）の構文と，（1b）の構文とでは，最初の従属動詞の形式が異なる 4。ここで
は，（1a），（2），（3）の構文を「-e 構文」と呼び，（1b）の構文を「-a-nni 構
文」と呼ぶ。どちらの構文においても文末の主動詞には主語の人称の接尾辞
とアスペクトの接尾辞が（さらに一人称と二人称では性の接尾辞も）付くが，
従属動詞には人称接尾辞の後に，-e 構文では副動詞（連結）接尾辞（converb

（connective）suffix）-e が，-a-nni 構文では不定接尾辞 -a と様態・付帯状況接
尾辞 -nni が続く。従属動詞は，-e 構文では 2つ以上使われることがあるが，
-a-nni 構文では通常 1つだけに限られる。これら 2つの構文は空間移動のみ
に使われるというわけではない。基本的に -e 構文は，従属動詞で表された
イベントの後に主動詞で表されたイベントが起こるという時間的順序を表し，
-a-nni 構文は，従属動詞で表されたイベントが起り続けている間に主動詞で
表されたイベントが起こることを表す。
共イベントが移動の様態である（1）の主体移動の表現では，上の 2つの構
文が可能で，そのどちらにおいても，様態は従属動詞で表され，枠付けイベ
ントを構成する最も略図的な要素である経路は，名詞関連要素（位置名詞と
格接尾辞・格超分節接辞）および主動詞で表されている。共イベントが使役
の手段（客体移動の原因）である（2）の客体移動の表現は，-e 構文を使い，使
役の手段を従属動詞で表し，経路を名詞関連要素と主動詞で表している。
複数の動詞を使った構文のうち，-a-nni 構文は -e 構文より統合的な表現
であるようである 5。
4 本章では，これらの構文の主動詞でない動詞（アスペクト接尾辞もムード接尾辞も伴わ
ない動詞）を従属動詞と呼ぶ。
5 これらの構文に主動詞の否定の作用域を調べるテスト（例：Noonan 1985, Bohnemeyer 

et al. 2007）を行うと，その作用域は主動詞と従属動詞の両方に及ぶ。それに対し，-e 構文
の統合度は共イベントの種類によるように思われる。主動詞の否定の作用域は，共イベン
トが付帯状況なら両方の動詞で，共イベントが様態なら両方の動詞または従属動詞のみで
ある（両方の動詞が否定されているという解釈の方がより普通である）。しかし，共イベン
トがこれら以外である場合は，たいてい否定の作用域は両方の動詞または主動詞のみであ
る（主動詞のみ否定される傾向がある）。したがって，このテストに信頼性があるのなら，
共イベントが付帯状況と様態のいずれでもない場合は，-e 構文ではあまりイベントが統合
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直示情報については，（1）～（3）のどの表現においても，経路を表す名詞
句の代わりに格接尾辞の付いた指示詞（例：kaw-í-ra [here-GEN.M-ALL] ‘to 

this side/place, to here’）を使って表現することができる。主体移動と客体移
動の場合，直示情報は直示的経路動詞を，複数の動詞を使った構文の主動詞
として用いて表すこともできる 6。

3.	 	3 つのタイプの事象表現に共通して経路表現に使われるシダーマ語の

文法範疇

この言語で 3つのタイプの空間移動事象の表現に共通して使われる経路表
現の文法範疇は，常に名詞と共に使われる名詞関連要素（格接尾辞・格超分
節接辞，物体名詞に付くクリティック）と，名詞句と共にだけでなく名詞句
なしでも使われる随意的名詞関連要素（位置名詞，指示詞）である。以下では
これらをまとめて広い意味での「名詞関連要素」として扱う。格接尾辞と格
超分節接辞，および物体名詞に付くクリティックは経路の局面を示す。位
置名詞はほとんどの場合移動物の参照物・参照地（ground）（以下でまとめて，
参照物）との位置関係（conformation）を特定し，指示詞は直示関係を表すが，
これらは移動の方向を表す場合もある。

3.1	 格接尾辞・格超分節接辞および物体名詞に付くクリティック

名詞句が表すのが場所か物体かにより，格標示のし方に違ったパターンが
見られる。経路の局面を表すのに，場所を表す場合には格接尾辞・格超分節接
辞が使われ，物体を表す場合にはそれを場所化するクリティックが使われる。
場所を表す普通名詞に使われる格には，所格，対格 /斜格，奪格がある 7。

されていないことを示唆する。
6 しかし，従属動詞としての非直示的経路動詞の後に直示的経路動詞を主動詞として使
う場合，これらの動詞で表す経路は同一である場合もあるが，二つの別の経路である場合
もある。例えば（1）と（2）で最後の経路動詞を副動詞形にして，それぞれ直示動詞（例：da- 
‘come’）と使役的直示動詞（例：abb-  ‘bring’）を主動詞として続けることは可能だが，その
場合，直示的経路は非直示的経路動詞で表される経路の後に始まると解釈される。
7 ここに挙げる接尾辞のうち，所格の -te と -ho は名詞の語幹に付いて語幹の最後の母音
は高いピッチを帯びる（例：ullá-te[ground-LOC.F]）。所格の -ra と奪格の -nni が付く名
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所格の接尾辞は，非被修飾女性普通名詞には -te，非被修飾男性普通名詞に
は -ho，被修飾普通名詞には -ra で，場所を表すのに使われる（例：ɡodá-ho	
[cave-LOC.M]「洞窟に・で」）。対格 /斜格は，名詞が修飾されていない場
合は超分節接辞によって名詞に標示され，修飾されている場合は名詞ではな
く修飾語に超分節接辞が起こり，着点または通過点を表す（例：ɡodá	 [cave.

ACCOBL]「洞窟に・を」）8。奪格（接尾辞 -nni）は起点を表すのに使われる
（例：ɡod-ú-nni[cave-GEN.M-ABL]「洞窟から」）。
日本語と同様，シダーマ語では，「＊その {人／本 }に行った」とは言え
ない。場所ではなく物体を表す名詞句には場所化のクリティックを使い，場
所を表す名詞句（例：「その {人／本 }のところ」）を形成する 9。このクリ
ティックは，場所と着点を表す場合は=wa という形式を取り，定性を表
す接尾辞の -nni の付いた属格名詞に付く（例：kinč-ú-nni=wa	 [rock-GEN.

M-DEF=place]「岩のところに・で」）。起点を表す場合は奪格の接尾辞の
-nni を伴い=wi-í-nni[=place.GEN-L-ABL]という形式になる（例：kinč-
ú=wi-í-nni	[rock-GEN.M=place.GEN-L-ABL]「岩のところから」）。

3.2	 位置名詞（locational	nouns）

（4）に示したように，シダーマ語には，日本語の位置を表す名詞（例：「中」
「上」「外」）に類似した，位置名詞と呼べるような一連の名詞があり，それら
のほとんどは，移動物と参照物との位置関係を特定する。ただし，wido と
raɡa が ‘direction’という意味で使われるときは参照物の方向を表す。
（4）  ɡiddo  ‘inside’, ɡobba  ‘outside’, aana/iima  ‘top, aboveness’, ale 

詞の語幹は属格を取る（しかし位置名詞の着点と起点に使われるとき，（2）の ɡiddó-ra や
ɡiddó-nni のように，属格の名詞ではなく最後の母音が高いピッチの対格 /斜格の名詞で
あることがある）。
8 ただし，wor-  ‘put’とsurk- ‘slide in/under’とub- ‘fall’は着点に所格の名詞句を使い（surk- 
は着点が位置名詞で表される場合は，位置名詞は対格 /斜格を取る），e’-  ‘enter’と ee-ss- 
‘put in’（e’-  ‘enter’の使役形）は着点に移動物と参照物の組み合わせにより対格 /斜格また
は所格の名詞句を使う（着点が位置名詞で表される場合は，位置名詞は常に対格 /斜格を
取る）。
9 このクリティックは関係節に付いて名詞句を形成することもできる。
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‘upperness’, woro  ‘lowerness, belowness’, alba  ‘beforeness, front’, 

baɗɗe ‘back’, duumba ‘behindness’, hoode ‘behindness（参照物の後に続
いて移動している）’, ɡura ‘left’, k’iniite ‘right’, mereero ‘betweenness, 

middle, center’, mule ‘nearness’, hundaa ‘near-and-under-ness’, raɡa 
‘vicinity, direction’, wido ‘direction, side, way-beyondness’

位置名詞が場所を表すのには，接尾辞も超分節接辞もない形式が使われ
る（この形式に加えて，ほとんどの位置名詞は，最後の語尾の母音を長く
しただけの形式，さらにその形式に位置名詞用の所格の接尾辞 -nni が付
いた形式も使われる）。着点または起点を表すには，それぞれ向格の接尾
辞 -ra か奪格の接尾辞 -nni を伴う。例えば，hakk’iččó-te	aana（tree-GEN.

F top）「木の上」が場所，着点，起点として使われるときの形式はそれぞれ，
hakk’iččó-te	aana(-á(-nni)) , hakk’iččó-te	aan-í-ra , hakk’iččó-te	aan-í-nni である。
位置名詞は参照物を表す名詞句と共に使われることが多いが，中には，

ɡobba  ‘outside’のように名詞句なしでも用いられるものもある。

3.3	 指示詞

シダーマ語の指示詞は，その品詞により区分のし方が異なる。ここで
は，指示詞のうち，空間移動に関わる 1つのタイプのみを扱う。それらは，
kawa  ‘the speaker’s side/place’, hakka  ‘the listener’s side/place’, ka’a  ‘neither 

the speaker’s nor the listener’s side/place’という形式で，話し手の領域，聞
き手の領域，話し手と聞き手の両方の領域外という 3つの区分をする。これ
らの指示詞は，位置名詞と同じ格接尾辞を取る 10。また，位置名詞ほど頻繁
ではないが，位置名詞と同じように参照物（例：山，野原）を指す属格名詞句
により修飾され，「山のこちら側」などの意味を表すことがある。

3.4	 まとめ

以上で述べたように，シダーマ語で 3つのタイプの事象表現に共通して使

10 場所にはkawa-á-nni のように最後の語尾の母音を長くした形式に位置名詞用の所格接
尾辞 -nni を，着点にはkaw-í-ra のように向格接尾辞 -ra を，起点にはkaw-í-nni のように
奪格接尾辞 -nni を使う。
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われる経路の表現は，（広い意味での）名詞関連要素（格接尾辞・格超分節接
辞，物体名詞に付くクリティック，位置名詞，指示詞）である。具体的には，
表 1に示してあるとおり，直示情報は指示詞か直示動詞（4.1 節と 5.1 節を
参照）で表され，その他の文法範疇で表されることはない。経路の局面（TO, 

FROM）は名詞句の格またはクリティックの格で表され（ただし VIAについ
てはこの節の最後の記述を参照），移動物の参照物との位置関係や移動の方
向は位置名詞によって表される。したがって，位置名詞と格接尾辞の組合
せは，TO the INSIDE ofのような局面と位置関係が結合された意味を表す
（例：ɡiddó-ra[inside-ALL]）のにも，TOWARD ABOVE（上昇接近方向）のよ
うな方向（局面＋基準位置）を表す（例：al-í-ra[upperness-GEN.M-ALL]「上
に」， al-í wid-í-ra[upperness-GEN.M direction-GEN.M-ALL]「上の方に」）の
にも使われる。

表 1：イベント・タイプに共通して使われる経路表現（シダーマ語）

形式

意味

名詞関連要素

指示詞 位置名詞 クリティック 格接尾辞・
格超分節接辞

経路局面（e.g. TO） ✓ ✓

位置関係（e.g. IN） ✓

基準位置（e.g. ABOVE） ✓

直示的位置（e.g. HERE） ✓

方向や通過点を表す形式に，-e 構文の従属動詞として使われる動詞がある。
自動詞のhiɡ-	 ‘turn’と，他動詞のk’ol- ‘cause to turn, direct’がそうである。
hiɡ- は体全体の向きの変化を，k’ol- は体の一部（通常，顔か目）の向きの変
化または客体移動の移動物の向きの変化を表す（例：（1）の代わりに，tulló-
te aan-í-ra hiɡ-ɡ-e  dod-d-ino.「彼女は山の上に向かって走った」；（2）の代わ
りに，kaasé	balé-te	ɡiddó-ra	k’ol-t-e ol-t-ino.「彼女はボールを穴の中に向け
て投げた」）。視覚的放射・視覚的放射方向移動の表現では，例えば（3）で従
属動詞としてhiɡ- を使えば体全体が穴の中に向くことを，k’ol- を使えば目
または顔が穴の中に向くことを示している。k’ol- は，目的語として目また
は顔を取ることができるが，目的語が現れない場合も目または顔が省略され
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ていると解釈でき，実際補うことができる。
また，hiɡ- /k’ol- は，（5）と（6）のように，所格の位置名詞とともに VIAの

局面（英語で through , over , past , across（平面ではなく線を横切る場合）で表
されるような通過点・通過領域を通る経路の局面）を表すためにも従属動詞
として使われる。
（5）  hutt’-ú	 t’ullo	 ɡiddo-ó-nni	 hiɡ-ɡ-e

  hedge-GEN.M opening（GEN.F.MOD） inside-L-LOC move.via-3SG.F-e

  sa’-’-ino.
  pass-3SG.F-PRF.3

  「彼女は垣根の穴を通り抜けた。」
（6）  kaasé ol-t-e	 hutt’-ú	 t’ullo

  ball.ACCOBL throw-3SG.F-e  hedge-GEN.M opening（GEN.F.MOD）

  ɡiddo-ó-nni	 k’ol-t-e  sa-i-s-s-ino.
  inside-L-LOC cause.to.move.via-3SG.F-e  pass-E-CS-3SG.F-PRF.3

  「彼女はボールを投げて垣根の穴を通り抜けさせた。」

4.	 主体移動の表現
4.1	 主体移動動詞

シダーマ語には，（7）に挙げたような主体移動の経路動詞がある 11。（7a）
の動詞は非直示的経路動詞（これ以降，狭い意味での「経路動詞」とみなし，
このように呼ぶ）であり，（7b）の動詞は直示的経路動詞（これ以降，「直示動
詞」と呼ぶ）である。goに相当する直示動詞には二種類がある。
（7） a. dirr-  ‘descend’, ful-  ‘exit; ascend’, e ’-  ‘enter’, sa ’-  ‘pass（over, 

by, across）’, iill-  ‘arrive’, tais-  ‘cross’, hiɡ-  ‘return, turn, move 

11 （7a）の経路動詞の1つ（šikk’i y-  ‘approach’）と（8）の様態動詞のうちの 2 つ（širri y-  ‘slide’, 

lečč’i	(lečč’i)	y-	 ‘walk tiredly’）は，y-  ‘say’が擬声語またはそれだけでは意味を成さない
語の後に起こり形成された慣用的表現である。これらの表現は，移動の様態，姿勢の変化，
移動を伴わない運動，感情，音声の描写などに使われるが，その使用が義務であるような
意味領域はない。これらの表現の中には，他動詞の形式としてy- を ass-  ‘do’に変えた形
式を持つものが多く，上の 3つの動詞もこの他動詞の形式があり（例：（12a）にある šikk’i 
ass- ‘cause to move a little’），客体移動に使われる。
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via’, šikk’i y-  ‘approach’, do-  ‘move around’（移動物は参照物の
近くに位置している）, ɡanɡaab-  ‘move around’（移動物は参照
物から離れている）, ub-  ‘fall’

 b. da-  ‘come’, haɗ-  ‘leave and go’, mar-  ‘go and arrive’

数は少ないが，自主動作主的な動詞で移動の経路だけでなく移動の様態も表
す経路＋様態動詞として，t’ook’-  ‘run away’とɡidd-  ‘climb up’がある。
シダーマ語の主体移動の様態動詞としては，（8）のようなものがある 12。こ
れらの動詞は，空間移動を表す場合，経路動詞を主動詞とする -e 構文また
は -a-nni 構文の従属動詞として使われることが多い。
（8）  ɡonɡo’m-  ‘roll’, buub-  ‘fly’, kubb-  ‘jump’, dod-  ‘run’, daak-  ‘swim’, 

k’aaf-  ‘walk, take steps, step over’, boɗɗ-  ‘crawl’, sur-  ‘creep’, širri 
y-  ‘slide’, ɡušooš-am-[pull-PASS-]‘walk slowly’（故意にあるいは生
来の特徴として）, tirat-  ‘walk slowly’（速く歩けない原因がある場
合）, buraak’-  ‘run fast happily’, ɡaɡɡab-  ‘stagger’, din-  ‘limp’, lečč’i 
(lečč ’i)	y-  ‘walk tiredly’, muddam-  ‘hurry’, rak-  ‘hurry’, ariffat-  

‘hurry’, ǰawaat-  ‘hurry’, sasafam-  ‘hurry’, wiinam-  ‘hurry’, beellam-  

‘hurry’, huunfam-  ‘hurry’, wittii’l-  ‘hurry’, fittii’l-  ‘hurry’

4.2	 主体移動の表現のパターン

通常，主体移動における経路は，名詞関連要素および主動詞として使わ
れる経路動詞によって表され，共イベントは，付加的語句または -e 構文か
-a-nni 構文の従属動詞によって表現される。このどちらの構文が使われるか
は共イベントのタイプによる 13。

12 （8）に ‘hurry’を表す語を 10 個挙げたが，これらの違いについてはここでは記述しない。
13 4.2 節と 5.2 節では Talmyが挙げている共イベントの種類として，様態，付帯状況，原
因の 3つを扱う。他に，可能性の付与（enablement）（枠付けイベントの原因とはなってい
ないが，それが起こることを可能にする，枠付けイベントよりも前に起こる共イベント）
あるいは先行（precursion）（枠付けイベントの原因とはなっていなくて単に時間的に枠付け
イベントよりも前に起こる共イベント）もあり，〈共イベントの表現－経路動詞〉のパター
ンを取ることが多い（Kawachi 2007aを参照）。しかし，もう一種類の共イベントの，後に
引き続いて起こる出来事（subsequence）（枠付けイベントの後に起こり，枠付けイベントの
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共イベントが様態である場合は，（1a）と（1b）のように -e 構文と -a-nni 構
文のうちのいずれかを使って〈様態動詞－経路動詞〉のパターン，または〈様
態動詞－直示動詞〉のパターンを取るのが最も一般的である。-a-nni 構文の
方が -e 構文よりも様態の継続が強調されている傾向があるということを除
いては，両者の構文に意味の違いはほとんどないことが多い 14。
しかし，様態動詞のほとんどは，経路動詞や直示動詞を主動詞として使
わずに，それら自体を主動詞として使って着点または起点を表す名詞句を
取ることもできる。様態動詞が着点を表す名詞句を取るのは，特にその名
詞句が指す場所に入らない場合（したがって，その名詞句が着点と言うより
むしろ移動方向にある基準点（接近点）を表す場合）によく見られる。例えば，
（1a）と（1b）とは違って，必ずしも山の上に達しない場合は，tulló-te aan-í-
ra dod-d-ino.（[mountain-GEN.F top-GEN.M-ALL run-3SG.F-PRF.3]「彼女
は山の上に向かって走った」（文字通りには「彼女は山の上に走った」））と言
うことができる。一方，起点に関しても，名詞句が表す場所から出るかどう
かに関わりなく，ほとんどの様態動詞が起点を表す名詞句を取ることができ
る（例：tulló-te aan-í-nni dod-d-ino.[mountain-GEN.F top-GEN.M-ABL run-

3SG.F-PRF.3]「彼女は山の上から走った」）。しかし，いずれにしても，様
態動詞が節の唯一の動詞であるこれらの表現よりも，方向を表す名詞句の後
に hiɡ-	 ‘turn’を，起点を表す名詞句の後に ka’- ‘start’をそれぞれ従属動詞
として使い，様態動詞を主動詞として使った表現（例：tulló-te	aan-í-ra	hiɡ-
ɡ-e	dod-d-ino./tulló-te	aan-í-nni	ka ’-’-e dod-d-ino.）の方が好まれる 15。

目的または結果であるような共イベント）には，付加的語句や複数の動詞を使った構文の
従属動詞を使って表すことはなく，‘in order to do ...’や ‘so that ...’を表す表現を使う。こ
れは主体移動だけでなく客体移動の場合にも当てはまる。
14 ただし，従属動詞として使われる様態動詞が kubb-  ‘jump’かk’aaf-（‘step over’の意味
で使われたとき）である場合は，様態を表す行為が-e構文では一回限り行われるのに対し，
-a-nni 構文では移動の間じゅう連続的に行われるという明らかな違いがある。
15 動詞hiɡ- が VIAを表すときも，様態を表すには，たいてい（ia）のようにその後に様態
動詞－経路動詞の順番を取るが，（ib）のように様態動詞のみを取る構文を使うことも可能
である。ここでも（ia）では彼女の垣根の反対側への到着を表すのに対し，（ib）はそれを必
ずしも意味しないという違いがある。
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共イベントが付帯状況（concomitance），つまり，枠付けイベントと同時に
起こるが様態とは違って枠付けイベントからは独立した共イベントである場
合も，経路を主動詞が表し，付帯状況を従属動詞が表す。付帯状況を表す
動詞が活動動詞であれば，（9a）のように -a-nni 構文の従属動詞として使い，
状態変化動詞であれば（9b）のように -e 構文の従属動詞として使う。
（9）  {（a）fiikk’-ø-a-nni/（b）šokk-ø-e} ané wido-ó-nni

  whistle-3SG.M-a-nni /become.bent-3SG.M-e  1SG.GEN side-L-LOC

  （hiɡ-ø-e）	 sa’-ø-ino.
  move.via-3SG.M-e  pass-3SG.M-PRF.3

  「彼は {（a）口笛を吹きながら /（b）体を一方に曲げた状態で }私の
そばを通った。」

共イベントが原因（cause）の場合も，それを表すのに（10）のように付加的
語句または（11）のように -e 構文の従属動詞を使い，経路を表すのには主動
詞を使う。
（10）  wolak’atičč-u	 bubbé-te-nni	 t’arap’eess-ú	 aan-í-nni

  paper-NOM.M wind-GEN.F-ABL table-GEN.M top-GEN.M-ABL

	 	 uw-ø-ino.
  fall-3SG.M-PRF.3

  「紙が風でテーブルの上から落ちた。」
（11）  wa-í	 ɡiddó-ra	 šalak’-ø-e	 e’-ø-ino.

  river-GEN.M inside-ALL slip-3SG.M-e  enter-3SG.M-PRF.3

  「彼は滑って川の中に入った。」
以上のように，主体移動の表現は，多くの場合，共イベントを付加的語句
あるいは -e 構文か -a-nni 構文の従属動詞が表し，経路を名詞関連要素と主
動詞が表すという動詞枠付け言語（経路主要部表示型言語）のパターンを取る。
主動詞は経路動詞あるいは直示動詞である。経路動詞と直示動詞の両方を

（i） hutt’-ú	 aana-á-nni	 hiɡ-ɡ-e
 hedge-GEN.M top-L-LOC move.via-3SG.F-e

 {（a）kubb-i-t-e sa’-’-ino/（b）kubb-i-t-ino}.
 jump-E-3SG.F-e  pass-3SG.F-PRF.3/jump-E-3SG.F-PRF.3

 （a）/（b）「彼女は垣根を飛び越えた。」
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-e 構文の最後の 2つの動詞として使うことも可能である。ただし，2つの動
詞の表す経路は，動詞の組み合わせによって，2つの違った経路と解釈され
る場合（例：（1）や（10）の後に直示動詞を主動詞として使った場合）も，1つ
の経路と解釈される場合もある。1つの経路としての解釈が可能なのは，経
路動詞が出入りや上下の移動を表す場合（例：ful-ø-e	haɗ-[exit/ascend-3SG.

M-e  go-], ful-ø-e	da- [exit/ascend-3SG.M-e  come-],	 e’-ø-e	haɗ-[enter-3SG.

M-e  go-], e’-ø-e	da-[enter-3SG.M-e  come-]）と VIAまたは ALENGTHの局
面を表す場合（例：（5）の最後の動詞の代わりに直示動詞を主動詞として使っ
た場合）に多い 16。
この言語で主体移動の構成要素を表す最も一般的なパターンを表 2に示す。
経路動詞と直示動詞が同時に使われるほとんどの場合，経路動詞の後に直示
動詞が続く。共イベントを表す動詞と経路動詞と直示動詞は 3つのスロット
に入るというより，3種類の動詞の相対的な順番がおよそ決まっていると考
えられる。

表 2：主体移動の表現のパターン（Sidaama 語）

表現要素

動詞以外
動詞

名詞関連要素 動詞関連要素
格接尾辞・
格超分節接辞，
クリティック

位置名詞 指示詞 付加的語句 不定動詞＞定動詞

意味要素 経路局面 位置関係，
方向

直示，
方向 共イベント

共イベント＞
経路局面＋位置関係／方向

＞直示

5.	 客体移動の表現

以下では，客体移動事象の表現を，イベントの統合という観点からだけで
なく，使役のタイプによりどのような表現の違いが現われるかという観点か
らも考察する。松本（本巻）によると，客体移動のイベントは（i）使役者（であ
ると同時に，通常，動作主）が移動物を制御し続けるかどうかと，（ii）使役
者が移動物に随伴して移動するかという 2つの基準をもとに 3種類に分ける

16 しかしe’-ø-e	haɗ-によって表されるイベントにhar’-ø-e	e’- またはmar-ø-e	e’-  [go-3SG.

M-e  enter]を使うこともできる（ただし，＊e’-ø-e	mar-）。
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ことができる（使役者が移動物を制御し続けずに移動物に随伴して移動する
場合は考慮しない）。「随伴運搬型」の客体移動（例：「ボールを家に持って行
く」，「ボールを蹴り続けて行って穴に入れる」）では，使役者が移動物を制御
し続け移動物に随伴して移動する。「継続操作型」の客体移動（例：「ボール
をテーブルの上に置く」）では，使役者が移動物を制御し続け，使役者の体の
一部が移動物に随伴して動くが，使役者は全体として移動はしない。「開始
時起動型」の客体移動（例：「ボールを投げて穴に入れる」）では，使役者が移
動物をイベントの開始時のみ移動させるが，移動物を制御し続けることも移
動物に随伴して移動することもしない。

5.1	 使役的経路動詞

シダーマ語には，（12）のような使役的経路動詞（使役動作主を伴う空間移
動の経路を表す動詞）がある。
（12） a. ka-i-s-  ‘cause to move up, lift’（cf. ka’-  ‘rise’）, dirr-i-s-  ‘cause to 

move down’（cf. dirr-  ‘descend’）, fušš-  ‘take out’（cf. ful-  ‘exit’）, 
ee-ss-  ‘put in’（cf. e ’-  ‘enter’）, sa-i-s-  ‘cause to pass’（cf. sa ’-  

‘pass’）, iill-i-š-  ‘cause to arrive’（cf. iill-  ‘arrive’）, tais-i-s-  ‘cause 

to cross’（cf. tais-  ‘cross’）, šikk’i ass-  ‘cause to move a little’（cf. 

šikk’i y-  ‘approach’）, do-i-s-  ‘surround’（cf. do-  ‘move around’）, 
k’ol-  ‘cause to turn, direct, return, cause to move via’, šorr-  ‘chase 

away’

 b. wor-  ‘put’, duk-  ‘lift and load on someone’s shoulder or head’

（middle voice form: duk-k’-  ‘lift and load on one’s own shoulder 

or head’）, baiɗ-  ‘lift and load on one’s own back’, aɗ-  ‘get hold 

of, take away（for oneself）’, haaɗ-  ‘cause to move away from a 

place’

 c. abb-  ‘bring（to the deictic center）’, ma-ss-  ‘take（away from 

the deictic center to another location）’（cf. mar-  ‘go’）, ha’r-i-s-  

‘cause to leave/go’（cf. haɗ-  ‘leave, go’）
（12a）と（12b）は非直示的経路を表す（以下で，狭い意味での「使役的経路
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動詞」として扱い，このように呼ぶ）。（12b）の動詞は主として継続操作型
の客体移動に使われ，経路と「手による」という使役の手段が融合した動詞
である。そのうちのduk- と baiɗ- は着点にある参照物を体の特定の部位に
限定する。他の動詞とは違って，duk-k’-（duk- の中間態の形式）とbaiɗ- は
随伴運搬型の客体移動にも使える。（12c）は直示的経路を表す（以下で，「使
役的直示動詞」と呼ぶ）。このうちma-ss- は常に随伴運搬型の客体移動に使
われる。abb- は移動物が有生である場合は随伴運搬型に限られる。移動物
が無生である場合も随伴運搬型の客体移動を表すことが非常に多いが，「ボー
ルを投げて穴の中に動かす（文字通りには，持ってくる）」のような開始時
起動型の客体移動の文脈にも使うことが可能である 17。ha’r-i-s- は有生・無生
の移動物の随伴運搬型にも開始時起動型にも使われる。また，（12）の他に，
経路だけでなく様態も表す継続操作型動詞として，surk-  ‘slide in/under’が
ある。
（12）の使役的経路動詞と使役的直示動詞には，語根が客体移動を表すも
の（abb- など）と，（7）の主体移動の経路動詞（自動詞）の形態的使役形である
もの（ma-ss- など）がある。形態的使役形には二種類ある 18。その 1つは使役
の接尾辞 -s（ときに -ss）が付いた形式（-i は挿入母音）で，使役者が動作主と
して被使役者・物に直接働きかけるような使役のイベントに使われる（例：

17 （12c）に挙げた使役形，さらには他の人物に誰かを行かせる・来させることを表す二重
使役形（ha’r-i-siis- とda-i-siis-）があるhaɗ-  ‘leave and go’とmar-  ‘go and arrive’とは違っ
て，da-  ‘come’には使役形も二重使役形も存在しない。誰かに言葉で命令して来させると
いうような場合には，da-  ‘come’を従属部の動詞として使って「その人が来るようにする」
という迂言的使役構文を使う（注 18 を参照）。
18 ここでは扱わないが，（i）のように迂言的（periphrastic）使役構文によって使役を表すこ
ともできる。被使役者・物を補節の主語に使い，補節の動詞として主体移動経路動詞（自
動詞）にクリティックの=ɡede  ‘so that ...’を付け，動詞の ass-  ‘do’を主動詞に使う。こ
の場合，補節で表されたイベントへの使役者の関与度が低いのは明らかだが，使役者の被
使役者・物への働きかけが直接的か間接的かは定かではない。
（i） hakk’e tulló-te aan-í-nni

 wood（NOM.F） mountain-GEN.F top-GEN.M-ABLINS

 dirr-i-t-anno=ɡede	 ass-i-t-ino.
 descend-E-3SG.F-IPFV.3=so.that do-E-3SG.F-PRF.3

 「彼女は（他の人を使って，または自分で）木材が山の上から下りるようにした。」
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（13a））。もう 1つの形態的使役形は，（12）には挙げていないが，二重使役
接尾辞 -siis が付いた形式（例：dirr-i-siis-, ma-ssiis-）で，使役者が他の動作
主に依頼して被使役者・物に働きかけるようにするという，より間接的な使
役を表す（例：（13b））。
（13）  hakk’é tulló-te aan-í-nni

  wood.ACCOBL mountain-GEN.F top-GEN.M-ABLINS

  {（a）dirr-i-s-s-ino /（b）dirr-i-siis-s-ino}.

  descend-E-CS-3SG.F-PRF.3/descend-E-DBL.CS-3SG.F-PRF.3

  「彼女は木材を山の上から {（a）（自分で）下ろした。/（b）（他の人
に）下ろさせた }。」

客体移動による移動物の移動の様態を表すには，多くの場合，（8）の主体
移動様態動詞（自動詞）の使役形が使われる。
客体移動においての移動の原因（使役の手段）として使われる動詞には，次
のようなものがある：ol-  ‘throw’（移動物が比較的長い距離を移動する場合），
tuɡ-  ‘throw’（移動物が比較的短い距離を移動する場合）, ɡan-  ‘hit, kick’, t’iib-  

‘push’, ɡušooš-  ‘pull’, hiikk’-  ‘break（transitive）’, uffi	ass- ‘blow（transitive）’。

5.2	 客体移動の表現のパターン

以下ではまず，4.2 節で主体移動の表現についてしたように，客体移動の
共イベントのタイプによってどのような客体移動の表現のパターンをとるか
を調べる（迂言的使役構文については注 18 を参照）。その後 5.3 節で，使役
のタイプにより客体移動の経路の表現の違いがあるかどうかを考察する。
主体移動と同様に客体移動でも，ほとんどの場合，経路を表すのに名詞関
連要素，および使役的経路動詞または使役的直示動詞が使われ，共イベント
の表現は従属動詞または付加的語句に起こる。
客体移動の共イベントが移動の原因（客体移動においては「使役の手段」
と呼ぶ）の場合は，多くの場合，特に，使役が開始時起動型である場合，（2）
や（14a）のように -e 構文が使われる。しかし，（14b）のように，随伴運搬型
の客体移動は，-a-nni 構文によって表現する（これは，動作主が使役の手段
となる動作を反復して続けると同時に，移動物の移動の継続を制御しながら
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移動物と共に移動するケースである）。
（14）  kaasé	 k’iniitiččó	 lekká-se-nni

  ball.ACCOBL right.GEN foot.GEN.F-3SG.F.POSS-INS

  {（a）ɡan-t-e	/（b）ɡan-t-a-nni} t’awó tais-i-s-s-ino.
  hit-3SG.F-e /hit-3SG.F-a-nni  field.ACCOBL cross-E-CS-3SG.F-PRF.3

  「彼女はボールを右足で {（a）一回蹴って /（b）蹴り続けて }畑を横
切らせた。」

（14）で従属動詞を省いた表現も可能で，その場合，使役の手段は付加的語
句（k’iniitiččó	lekká-se-nni）で表されていることになる。
主体移動におけるのと同様に，客体移動の共イベントが移動の様態であ
る場合，-e 構文と -a-nni 構文のどちらも使うことができるが，たいていの
場合，-a-nni 構文では -e 構文よりも移動物の様態の継続が強調される。例
えば（15a）は動作主がボールを転がしたという事実が表されているだけだが，
（15b）ではボールが回り続けることが示されている（ただし動作主が移動物
の様態の継続を制御し続けるかどうかはわからない）。
（15）  kaasé	 balé-te	 ɡiddó-ra

  ball.ACCOBL hole-GEN.F inside-ALL

  {（a）ɡonɡo’m-i-š-š-e/（b）ɡonɡo’m-i-š-š-a-nni}
  roll-E-CS-3SG.F-e /roll-E-CS-3SG.F-a-nni

  ee-ss-i-t-ino.
  enter-CS-E-3SG.F-PRF.3

  （a）/（b）「彼女はボールを穴の中に転がして入れた。」
客体移動の共イベントとしての使役の手段または移動の様態を表す動詞の

いくつかは，主動詞として，着点を表す名詞句を取ることができる。しか
し，主体移動の様態を表す動詞のほとんどがそうであるように，これは通
常，移動物が着点に到着することを必ずしも含意しない場合に限り可能であ
る。例えばkaasé	balé-te	ɡiddó-ra	ol-t-ino.[ball.ACCOBL hole-GEN.F inside-

ALL throw-3SG.F-PRF.3]「彼女はボールを穴の中に投げた」とkaasé balé-
te	ɡiddó-ra	ɡonɡo’m-i-š-š-ino.[ball.ACCOBL hole-GEN.F inside-ALL roll-E-

CS-3SG.F-PRF.3]「彼女がボールを穴の中に転がした」は，それらの日本語
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訳と同じように，移動物の着点への到着ではなく着点に向かっての移動を引
き起こす客体移動を表す。この点で，（2）と（15）およびそれらの日本語訳と
は異なる。
主体移動の様態を表すほとんどの動詞のように，移動物の起点が問題に
なっているときにも，使役の手段または移動の様態を表す動詞を主動詞と
して使うことができることが多い（例：tulló-te	aan-í-nni	kaasé	ɡonɡo’m-i-š-
š-ino.[mountain-GEN.F top-GEN.M-ABLINS ball.ACCOBL roll-E-CS-3SG.

F-PRF.3]「彼女はボールを山の上から（下に）転がした」）。しかし，使役動
作主が起点にいる場合にそのことをはっきりとさせるために，動詞heeɗ-  
‘be（-e 構文において）, stay’を従属動詞として使い「（起点）にいて」という
ことを表す表現が好まれる（例：tulló-te	aana	heeɗ-ɗ-e	kaasé	ɡonɡo’m-i-š-š-
ino. [mountain-GEN.F top（LOC）be-3SG.F-e  ball.ACCOBL roll-E-CS-3SG.

F-PRF.3]「彼女は山の上にいてボールを（下に）転がした」）。
（6）にあったように，客体移動の VIAの局面を表すのには，-e 構文の従
属動詞に k’ol- を使い，経路を主動詞（sais-  ‘cause to pass’や，fušš-  ‘take 

out’など）で表し，使役の手段または移動の様態をもう 1つの従属動詞で表
すのが一般的である。そのほか，sais- のような動詞を使わずに，使役の手
段か移動の様態を表す動詞を主動詞として使うことも可能である（例：kaasé 
t ’arap’eess-ú	woro-ó-nni	k’ol-t-e	ol-t-ino/ɡonɡo’m-i-š-š-ino. [ball.ACCOBL 

table-GEN.M belowness-L-LOC cause.to.move.via-3SG.F-e  throw-3SG.

F-PRF.3/roll-E-CS-3SG.F-PRF.3]「彼女はテーブルの下を通してボールを投
げた／転がした」）。
共イベントが使役の付帯状況である場合も，主体移動におけるのと同様に，
経路を主動詞で表し，付帯状況を従属動詞で表す。付帯状況を表す動詞が，
活動動詞なら（16）のように -a-nni 構文を，状態変化動詞なら（17）のように
-e 構文を使う。
（16）  waá	 ané-ra	 oso’l-ø-a-nni	 abb-ø-ino.

  water.ACCOBL 1SG.GEN-DAT smile-3SG.M-a-nni bring-3SG.M-PRF.3

  「彼は微笑みながら私に水を持ってきた。」
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（17）  hank’-i-t-e	 wošiččó	 min-í-se-nni  
  get.angry-E-3SG.F-e  dog.ACCOBL house-GEN.M-3SG.F.POSS-ABLINS

  šorr-i-t-ino.
  chase.away-E-3SG.F-PRF.3

  「彼女は怒った状態で犬を彼女の家から追い払った。」
以上のように，客体移動でも従属動詞あるいは付加的語句が共イベントを

表し，名詞関連要素と主動詞が経路を表すというパターンを取る。これは表
2に示した主体移動の表現の最もよくあるパターンと同じである。共イベン
トを表す動詞が主動詞として使われることがあるということも，主体移動の
表現と共通している。そして主体移動の表現におけるのと同様に，使役的経
路動詞と使役的直示動詞の両方を -e 構文の最後の 2つの動詞として使い，1
つの経路を表す場合と 2つの経路を表す場合がある。

5.3	 使役のタイプと表現パターン

次に松本（本巻第 1章）の使役のタイプ別に，使役の手段が共イベントであ
るマクロイベントとしての客体移動がどのように表現されるかを記述する。
客体移動の移動物の経路が表されるのは，名詞関連要素以外では，節の唯

一の動詞として，または複数の動詞を使った構文の主動詞としての使役的経
路動詞，あるいは経路を表す従属動詞によってである。名詞関連要素以外に
よる経路の表し方を使役のタイプ別に見てみると，継続操作型の場合は，通
常，使役的経路動詞が単独で使われる（例：kaasé	 t’arap’eess-ú	aana	wor-t-
ino.[ball.ACCOBL table-GEN.M top（LOC）put-3SG.F-PRF.3]「彼女がボー
ルをテーブルの上に置いた」）。随伴運搬型でも開始時起動型でも，主動詞の
使役的経路動詞によって経路が表される。随伴運搬型の場合は -a-nni 構文
（例：（14b）），開始時起動型の場合は -e 構文（例：（2）,（6）,（14a）,（15a））の主
動詞として使われることが多い（まれに -a-nni 構文（例：（15b））の主動詞と
して使われる）。19 また，随伴運搬型と開始時起動型では，経路が主動詞だ

19 ただし，開始時起動型や随伴運搬型の客体移動の手段は常に表されるわけではないの
で，継続操作型の客体移動に使える使役的経路動詞が節の唯一の動詞であるときに，3種
類の使役の手段のうちのどれにも解釈できる場合がある。例えば，kaasé	balé-te	ɡiddó-ra	
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けでなく従属動詞でも表されることがある。つまり，経路を表す動詞が通常
は主動詞であるという点において共通しているが，使役のタイプによって使
われる構文は異なる。
使役の手段と移動の経路がマクロイベントとして統合される度合いは，3
つのタイプの使役で異なる。ここでは，継続操作型の客体移動にwor-  ‘put’

が使われたときのように，使役の手段と移動の経路が使役的経路動詞のみに
よって同時に表される場合が最も統合度が高く，次が -a-nni 構文で表され
る場合で，最も低いのが -e 構文で表される場合であると考えられる（2.2 節
の最後の段落の記述を参照）。継続操作型の客体移動にwor-  ‘put’のような
動詞が使われるときは，イベントの諸要素は，名詞句および名詞関連要素の
他に，使役的経路動詞のみで表され，使役の手段は共イベントとして別には
表されない。したがって，イベントが非常に統合されて表現されていると言
える。随伴運搬型のイベントの諸要素は，名詞句および名詞関連要素の他に，
使役的経路動詞のみか，または -a-nni 構文（主動詞：経路，従属動詞：使役
の手段）によって表されることが多い。使役の手段は経路と別には表さない
か，または共イベントとして従属動詞で表し，経路をその主動詞で表すため，
イベントがある程度統合されて表現されていると言える。一方，開始時起動
型のイベントでは，使役の手段を表さずに使役的経路動詞のみを使うことは
ごくまれである。多くの場合，-e 構文を使い，使役手段動詞をその従属動
詞に，使役的経路動詞をその主動詞に使う。したがって，この場合は他の 2
つのタイプの使役と比べてあまりイベントの統合のされ方が密ではない傾向
がある。
指示詞以外による直示情報の表現のし方も，使役のタイプにより違いがあ
る。継続操作型の客体移動の場合，直示情報を動詞で表すことはない。随伴
運搬型の客体移動では，使役的直示動詞（abb-）も主体移動の直示動詞の使役

ee-ss-i-t-ino.（[ball.ACCOBL hole-GEN.F inside-ALL enter-CS-E-3SG.F-PRF.3]「彼女はボー
ルを穴の中に入れた。」）という文はどのタイプの客体移動の文脈にも使うことができる。
　さらに，随伴運搬型のマクロイベントのように見えるイベントを，使役の手段ではな
く，枠組みとなるイベントとは独立した先行的イベントが共イベントである主体移動とし
てとらえることも可能である（例：文字通りには「（移動物を）つかんで行く」というよう
な表現）。
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形（ma-ss-, ha’r-i-s-）も使うことができる。開始時起動型の客体移動の場合も，
ha’r-i-s- を使うことはできるが，ma-ss- を使うことはできず，また，abb-
の使用は無生の移動物（被使役者）に限られる。随伴運搬型の客体移動にして
も開始時起動型の客体移動にしても，主体移動と同じように，経路動詞と直
示動詞を -e 構文で連続させて使うことが可能である。これら 2つの動詞の
表す経路が 2つの違った経路と解釈されるかどうかは組み合わせによる。1
つの経路と解釈される動詞の組み合わせは，主体移動においてと同じように，
経路動詞が VIAまたは ALENGTHの局面を表す場合（例：（6）の最後の動詞
に使役的直示動詞を主動詞として使った場合）に多いようだが，主体移動で
出入りの動詞の後に直示動詞が続くとき（4.2 節）とは異なり，客体移動にお
いて出入りの動詞の使役形の後に使役的直示動詞が続くときは 2つの経路が
表される。

6.	 視覚的放射・視覚的放射方向移動の表現

ここではシダーマ語の視覚的放射および視覚的放射方向移動（Talmy 1996, 
2000），特に視覚と聴覚に関する移動の表現を扱う 20。この言語での「見る」
と「聞く」に相当する最も一般的な動詞はそれぞれ la’- とmačč’iišš- であ
る。視覚に関する，より特定的な動詞としては，buut’-  ‘look thoroughly（to 

identify）’, ɡeek’-	 ‘look straight without blinking his/her eyes; look angrily’, 

heešši y-  ‘glance’, č’aaki	y-  ‘glance’があり，聴覚に関するより特定的な動詞
としてはhuwat-  ‘listen attentively’, k’ontis-  ‘get ready to listen to（something 

new）’がある。また，視覚にも聴覚にも使える動詞として t’uns-  ‘look/listen 

carefully’がある。これらの特定的な動詞は主動詞に la’- かmačč’iišš- を使
う -e 構文の従属動詞として使われるか，あるいは節の中の唯一の動詞とし
て使われる。後者の用法で視覚と聴覚に関する移動を表す場合は la’- または
mačč’iišš- とほぼ同じ振る舞いをするので，以下では扱わない。
20 嗅覚に関する動詞としては，ulat-  ‘smell（an object with a good or bad smell）’, su’niss-  

‘smell（a scent）’, urs-  ‘（used for animals）sniff（to search for）’があるが，嗅覚の経路を表
す表現は接近方向の経路に限られる（例：wošičč-u	waalč-ú	wid-í-ra	hiɡ-ø-e/k’ol-ø-e	urs-
ø-ino.  [dog-NOM.M gate-GEN.M direction-GEN.M-ALL turn-3SG.M-e /cause.to.turn-3SG.

M-e sniff-3SG.M-PRF.3]「犬は門の方の匂いを嗅いだ」）。
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8.2 節で述べるように，視覚的放射と視覚的放射方向移動の区別をはっき
りと付けるのは難しいが，ここでは（18）のように経路動詞のhiɡ-	‘turn’また
はk’ol- ‘cause to turn, direct’を主動詞として使い，明らかに視覚や聴覚の
方向の変化を表す表現を，視覚的放射方向移動を表しているものとみなす 21。
（18）  insá=wa

  3PL.GEN=place

 （a） hiɡ-ɡ-ino .

   turn-3SG.F-PRF.3

 （b） {albá/illé/mačč’á} k’ol-t-ino .

   face.ACCOBL/eye.ACCOBL/ear.ACCOBL cause.to.turn-3SG.F-PRF.3

  「彼女は {（a）彼らの方を向いた（b）彼らに {顔 /目 /耳 }を向け
た }。」

一方，目や耳から何か移動しているとシダーマ語の母語話者が判断した表現
を，視覚的放射を表しているものとみなす。
シダーマ語の la’- かmačč’iišš- を使った視覚的放射の表現は，これらの動
詞を主動詞として使う 22。ただし，経路の種類によって使われる構文は異な
る。また，表せる経路の種類も視覚と聴覚で異なり，一般に，視覚の移動の
表現の方が聴覚の移動の表現よりも多くの種類の経路を表すことができる。
視覚の移動の表現は着点・接近点，起点，通過点を表すことができるのに対
し，聴覚の移動の表現は着点・接近点と起点のみを表す（ただし，着点を表
しているように見えても実際は常に接近点であると考えることもできる）。
視覚的放射の着点・接近点を表す場合は，（3）や（19）のように，-e 構文の
従属部において，着点を表す名詞関連要素と従属動詞hiɡ- またはk’ol- で知
覚の運動の経路の方向を表し，知覚動詞を主動詞として使う。

21 （18a）は，体全体が向いている方向の変化（3.4 節）だけでなく，注意の方向の変化とも解
釈される。
22 「見る」または「聞く」を表す動詞を使う場合，目的語に視覚か聴覚の対象を使い，主
語に「目」または「耳」を指す名詞句を用いることもできる。また，注視点の変化に関す
る表現として，主語に「目」を使う表現（例：「彼女は彼が彼の家に入るのを目で追った」
文字通りには，「彼女の目は彼の後を彼の家に入った /行った /来た」）もあるが，使われる
文脈は限られている。
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（19）
 （a） waalč-ú	 wid-í-ra	 hiɡ-ɡ-e
  gate-GEN.M direction-GEN.M-ALL turn-3SG.F-e

 （b） mačč’á	 waalč-ú	 wid-í-ra	 k’ol-t-e
  ear.ACCOBL gate-GEN.M direction-GEN.M-ALL cause.to.turn-3SG.F-e

  mačč’iišš-i-t-ino.
  listen-E-3SG.F-PRF.3

     （a）/（b）「彼女は門の方向に耳を傾けて聞いた。」
（19a）のように，聴覚の表現で従属動詞に目的語「耳」がない場合は自動詞
のhiɡ- が，（19b）のように，目的語がある場合は他動詞のk’ol- が使われる。
それに対し，視覚の表現においては，（3）のように，従属動詞に目的語「目」
または「顔」がない場合は hiɡ- または k’ol- が，目的語がある場合は k’ol-
のみが使われる。
聴覚放射の表現で従属動詞と共に使える位置名詞はwido  ‘direction’と

ɡiddo  ‘inside’に限られているのだが，視覚放射の表現ではほとんどの位置
名詞を使うことができる。また，位置名詞のタイプによって視覚放射の表現
での使われ方が異なる。（3）にあるように，属格の名詞句に修飾されて使わ
れることが多い位置名詞（ɡiddo  ‘inside’など）が向格の接尾辞 -ra を伴って知
覚の経路を表す場合は，hiɡ- またはk’ol- を従属動詞とする -e 構文を通常使
う 23。しかし，（20）のように位置名詞のうち必ずしも属格の名詞句を必要と
しないもの（ɡobba  ‘outside’など）は従属動詞を必要とせず，副詞的に視覚動
詞を修飾する。
（20）  ɡobbá-ra	 （hiɡ-ɡ-e/k’ol-t-e） la’-’-ino.

  outside-ALL （turn-3SG.F-e /cause.to.turn-3SG.F-e） look-3SG.F-PRF.3

  「彼女は外を（向いて）見た。」
局面の FROMを表す場合は，（21）のように，動詞 heeɗ-  ‘be（-e 構文にお
いて）, stay’を従属動詞として使って「（起点）にいて」というように表して

23 低地の方言の話者は，位置名詞のタイプに関係なく，hiɡ-/k’ol- を使わない表現も認め
ていて，このような話者にとっては（3）の意味を表すのにbalé-te	ɡiddó-ra	la’-’-ino. と言う
ことも可能である。
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から，主動詞に知覚動詞を用いる。
（21）  min-í-se	 ɡiddo	 heeɗ-ɗ-e

  house-GEN.M-3SG.F.POSS inside.LOC be-3SG.F-e

  isó la’-’-ino.
  3SG.M.ACCOBL look-3SG.F-PRF.3

  「彼女は自分の家の中から彼を見た。」（文字通りには，「自分の家
の中にいて彼を見た。」）

視覚の移動でも聴覚の移動でも FROM-TOWARD（起点 -接近点）または
FROM-TO（起点 -着点）も表すことができる。この場合も，FROMの部分
は「（起点）にいて」というふうに従属動詞で表すのが普通である。例えば，
（21）で isó の代わりに ɡobbá-ra	hiɡ-ɡ-e/k’ol-t-e[outside-ALL turn-3SG.F-e /

cause.to.turn-3SG.F-e]を使って，「家の中から外を見た（文字通りには，家
の中にいて外を向いて，見た）」と言うことができる。視覚に限っては，起
点に奪格の名詞句を使い，heeɗ-  ‘be, stay’を使わずにhiɡ-/k’ol- だけを使っ
た表現も可能である（min-í-se	ɡiddó-nni	ɡobbá-ra	hiɡ-ɡ-e/k’ol-t-e	 isó	la’-’-
ino.[house-GEN.M-3SG.F.POSS inside-ABLINS outside-ALL turn-3SG.F-e /

cause.to.turn-3SG.F-e  3SG.M.ACCOBL look-3SG.F-PRF.3]「彼女は自分の
家の中から外を向いて彼を見た」）。

VIAや ALENGTHの局面は，視覚放射の表現では表すことはできても聴
覚放射の表現では表すことはできない。英語では throughが使われるような
例が（22）にある。局面が TOの場合とは違って，従属動詞にはk’ol- が使わ
れ，hiɡ- は使われない。例えば（22）でhiɡ- が使われたとすると「彼が垣根
のすき間を通り抜けてその人を見た」という意味になる。
（22）  hutt’-ú	 t’ullo	 ɡiddo-ó-nni

  hedge-GEN.M opening（GEN.F.MOD） inside-L-LOC

  k’ol-ø-e	 mančó	 la’-ø-ino.
  cause.to.move.via-3SG.M-e  person.ACCOBL look-3SG.M-PRF.3

  「彼は垣根のすき間を通してその人を見た。」
英語では acrossが使われるような平面を横切る視覚放射を表すのには，

「参照物の向こう側にいる人・ある物を見る」という表現をするか，あるい
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は（23）のように，-e 構文の従属動詞に tais-  ‘cross’を使い，主動詞に la’- を
使う慣用的表現を使う（彼が移動したことにはならない）。このような慣用的
表現は非常にまれである。
（23）  dooɡó/waá	 tais-ø-e	 la’-ø-ino.

  road.ACCOBL/water.ACCOBL cross-3SG.M-e look-3SG.M-PRF.3

  「彼は道 /川の向こう側を見た。」（文字通りには，「道 /川を横
切って見た。」）

この節の始めに述べたように，視覚的放射方向移動の経路は主動詞で表さ
れる（例：（18））が，視覚的放射の経路が主動詞で表されることはない。視
覚的放射の表現に，知覚を主動詞以外で表し，経路動詞を主動詞として使う
のは，知覚を表すのに名詞関連要素は使わないシダーマ語の構造から考えて
もきわめて困難である。複数の動詞を使う構文で従属動詞によって知覚を表
し，主動詞によって経路を表すのも不可能である。-e 構文でも -a-nni 構文
でも，使われる複数の動詞の主語は同じでなければならないが，もしも知覚
動詞を従属動詞として，経路動詞を主動詞として使った場合には，知覚動詞
の主語は知覚者（または目や耳）であるので，経路動詞によって表された経路
を知覚放射の経路と解釈することはできない。例えば，（24a）のように la’-
が -e 構文の従属動詞として使われ，経路動詞が（またはどんな動詞であろう
とも）主動詞として使われるなら，「…が…を見てから…をした」という意
味になるし，また，（24b）のように la’- が -a-nni 構文の従属動詞として使わ
れ，経路動詞が（またはどんな動詞であろうとも）主動詞として使われるなら，
「…が…を見ながら…をした」という付帯状況の意味になる 24。
（24）  isó {（a）la’-’-e/（b）la’-’-a-nni} ful-t-ino.

  3SG.M.ACCOBL look-3SG.F-e /look-3SG.F-a-nni ascend-3SG.F-PRF.3

  「彼女は彼を{（a）見て /（b）見ながら}（より高いところに）上がった。」

7.	 まとめ

シダーマ語が 3つのタイプの空間移動を表す最も一般的なパターンにおい
て，非直示的経路と直示的経路がそれぞれ主動詞で表されるか，あるいは主
24 注 22 のように主語に目を使った場合は非文法的になる。
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動詞以外で表されるかを表 3にまとめた。視覚的放射以外の表現において，
動詞枠付け言語の特徴を示していることがわかる。

表 3：移動事象表現タイプ別の経路概念の表現位置（シダーマ語）

経路概念のタイプ
移動事象表現タイプ 非直示的 直示的

具体的移動

主体移動 主動詞／主動詞以外 主動詞／主動詞以外

客体移動
随伴運搬型 主動詞／主動詞以外 主動詞／主動詞以外
継続操作型 主動詞／主動詞以外 主動詞以外
開始時起動型 主動詞／主動詞以外 主動詞／主動詞以外

視覚的放射
関連

視覚的放射方向移動 主動詞／主動詞以外 主動詞以外
視覚的放射 主動詞以外 主動詞以外

非直示的経路については，具体的移動（主体移動と客体移動）および視覚的
放射方向移動において，主動詞によって表す可能性があるが，視覚的放射で
はその可能性がまったくない。全体として主体移動と客体移動のどちらが経
路を主動詞によって表す可能性がより高いかははっきりとは決めがたい。視
覚的放射の表現では，「見上げる」のように経路を複合動詞の後項で表す表
現がある日本語とは違って，シダーマ語では通常，経路を表すのに経路動詞
を使うことはなく，従属動詞と名詞関連要素を使う。
直示的経路は，主体移動と，随伴運搬型と開始時起動型の客体移動が指示
詞だけでなく主動詞でも表すことができるのに対し，継続操作型の客体移動
と視覚的放射では指示詞でしか表せず，主動詞によって表される可能性は
まったくない。
継続操作型の客体移動の表現では，使役動詞以外の構成素で使役の手段を
表すことはなく，使役動詞に経路局面と使役の手段（例えば，wor- ‘put’の
場合，TOと手を使うということ）の意味要素が融合されている。継続操作
型の客体移動にしか使えない動詞によって直示情報を表すことがないのは，
この言語で（実際には，多くの言語で：松本（本巻第 1章））一般に使役の手段
と直示情報がともに一つの動詞に語彙化されることはなく，継続操作型の客
体移動のみに使われる動詞には使役の手段がすでに語彙化されているためで
あるとも言える。
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8.	 視覚的放射・視覚的放射方向移動に関する問題

ここでは知覚の移動に関する 4つの問題を取り上げる。8.1 節で視覚的放
射・視覚的放射方向移動と客体移動の関係，8.2 節で視覚的放射と視覚的放
射方向移動の区別，8.3 節で視覚的放射はマクロイベントかという問題，8.4
節で不完全な経路の空間移動のイベント同士の類似性についての問題を扱う。

8.1	 視覚的放射・視覚的放射方向移動と客体移動の関係

視覚的放射の表現は開始時起動型の客体移動の表現と，視覚的放射方向移
動の表現は継続操作型の客体移動の表現と，それぞれ類似性が見られる。こ
こでは経路局面が TOである場合のみを扱う。視覚的放射と開始時起動型の
客体移動では，使役者が移動物をイベントの開始時に移動させるが，移動
物が移動し始めた後はそれを操作しない。（22）や（23）のような視覚的放射
の表現では，「見る」を表す動詞を主動詞に使い，経路を -e 構文の従属動詞
（k’ol- ‘cause to move via’または tais-  ‘cross’）で表す。ただし，（20）のよう
に経路を名詞関連要素のみで表す場合もある。開始時起動型の客体移動を表
すのには，通常，-e 構文が使われ，使役手段を従属動詞で，経路を主動詞
と名詞関連要素で表す。ただし，移動物が着点に到達せず，着点に向かって
移動することだけを表すのであれば，使役手段動詞を使い，視覚的放射の表
現のように，経路を名詞関連要素のみで表すことも可能である（例えば，（2）
でol-t-ino.[throw-3SG.F-PRF.3]を主動詞として使っても良い）。
一方，視覚的放射方向移動と継続操作型の客体移動は，使役者が体の一部
を使って移動物をイベントの間ずっと制御しながら移動させるが，使役者の
体は全体として位置を変えない。6節で述べたように，明らかに視覚的放射
方向移動を表す表現としては，使役的経路動詞のk’ol- ‘cause to turn’と名
詞関連要素で経路を表し，移動物である注視点・視線の方向を「目」を意
味する目的語名詞句で表す表現がある（ɡobbá-ra	 illé	k’ol-t-ino.[outside-ALL 

eye.ACCOBL cause.to.turn-3SG.F-PRF.3]「彼女は目を外に向けた」）。継続
操作型の客体移動を表すのにも，これと同じ構造の表現（使役的経路動詞と
名詞関連要素で経路を表し，移動物を目的語として使う表現）が使われる。
視覚的放射と開始時起動型の客体移動，および視覚的放射方向移動と継続
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操作型の客体移動という，2つのペアの類似性を比較してみよう。視覚的放
射は使役としては表されず（移動物を目的語として取らない），その表現が開
始時起動型の客体移動の表現と似ているとしても，経路を主要部以外で表す
という，あまり一般的ではない表現と似ている。その点で，前者ペアは後者
ペアほどは似ていないように思われる。
これは視覚的放射の次の特徴によるものであるかもしれない。通常何らか
の動き（眼球または顔の動き）を伴う視覚的放射方向移動とは違って，視覚的
放射では実際には何も動かない。したがって視覚的放射方向移動よりも視覚
的放射の方が虚構性が大きく，空間移動としてとらえられにくいので，対応
する使役のタイプの表現とはやや違った表現のされ方がされるのかもしれな
い（さらに，8.3 節で見るように，視覚的放射がマクロイベントとしてとら
えられていないのだとすると，これも要因である可能性がある）。

8.2	 視覚的放射と視覚的放射方向移動の違い

視覚的放射（例：「見上げる」）と視覚的放射方向移動（例：「目を上げる」）の
区別は，日本語や英語では表現の形式からたいてい区別が可能である（松本
2001, 2003, 本巻第 1章）。
シダーマ語の視覚的放射の表現の多くには，hiɡ-	‘turn’またはk’ol- ‘cause 

to turn, direct’が従属動詞として使われるので，この部分は視覚的放射では
なく視覚放射方向移動を表しているように見える。一方，視覚的放射の表現
には，（22）や（23）のように -e 構文の従属動詞としてk’ol- を ‘cause to move 

via’という意味で使って VIAの経路を表すものと，-e 構文の従属動詞とし
て tais-  ‘cross’を使って経路が平面を横切る ALENGTHの経路を表すもの
があるが，これらの表現は視覚的放射を表しているように見える。しかしこ
の言語ではこの区別がはっきりとしない場合が多い。
この言語にも（20）のように従属動詞のhiɡ- やk’ol- を必要としない視覚的
放射を表すように思われる表現があるが，いずれも（‘turn’という意味での）
hiɡ- か（‘cause to turn, direct’という意味での）k’ol- を -e 構文の従属動詞と
して補うことができ，これらの動詞の有無にかかわらず，同じイベントに使
うことができる。したがって，hiɡ- かk’ol- を補った -e 構文では，視覚的放
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射に加えて，この従属動詞の部分が視覚的放射方向移動を表し，hiɡ- やk’ol-
を必要としない表現では，これらのどちらかの動詞が省略されていて，視覚
的放射を表すのにも視覚的放射方向移動を表すことが必要であると考えるこ
とができる 25。
さらに，シダーマ語には，名詞の ille  ‘eye’を使役の手段を表す動詞 tuɡ-  

‘throw’の目的語として使い，見る人をこれらの動詞の主語として使い，名
詞関連要素で経路局面等を表す慣用的表現がある（例えば（25））。

（25）  illé（-si）
  eye.ACCOBL（-3SG.M.POSS）

 （a） saɡalé-’ya-ra

   food.GEN.F-1SG.POSS-LOC

 （b） saɡalé-’ya ann-í-ra

   food.GEN.F-1SG.POSS top-GEN.M-ALL

  tuɡ-ø-ino.

  throw-3SG.M-PRF.3

  「彼は私の食べ物をちらりと見た。」（文字通りには，「{（a）私の食
べ物に /（b）私の食べ物の上に }（彼の）目を投げた。」）

この場合，視覚的放射のように思えるが，この表現にもk’ol- を補って方向
を表すことができる（例えば（25a）で，illé(-si)	saɡalé-’ya-ra	k’ol-t-e	 tuɡ-ø-
ino.）。
以上，シダーマ語で，どちらのタイプの表現とも取れる場合があることを

示した。実際コンサルタント達も，上に挙げた例はどちらにも解釈できるし，
どちらの文脈にも使えると言う。

25 これと同じことは主体移動と客体移動の表現にも言える。経路を名詞関連要素のみで表
し，移動の様態か使役の手段を表す動詞を主動詞として使った表現でも，hiɡ- かk’ol- を
補って方向を表すことができる（例：3.4 節で挙げた（1）に代わる例 tulló-te	aan-í-ra	hiɡ-ɡ-e	
dod-d-ino.「彼女は山の上に向かって走った」; （2）に代わる例kaasé	balé-te	ɡiddó-ra	k’ol-t-e	
ol-t-ino.「彼女はボールを穴の中に向けて投げた」。

移動動詞の類型論20170106.indd   242 2017/01/26   16:45



243

第9章
シダーマ語の空間移動の経路の表現

8.3	 イベントとしての視覚的放射

シダーマ語では，主体移動と客体移動と視覚的放射方向移動の表現では経
路が主動詞で表されることが多いのに対し，視覚的放射の表現においてはそ
の可能性がない。これは松本（2001, 2003, 本巻）が提示している仮説の通り
であり，主体移動と客体移動の表現においては動詞枠付け言語の特徴を示す
シダーマ語も，視覚的放射の表現ではその特徴的なパターンから逸脱してい
るように思われる。この理由を考えてみると，そもそも視覚的放射のイベン
トが，主体移動と客体移動のイベントと比較できるようなマクロイベントな
のかどうか，という疑問が生じる。そして視覚的放射のイベントはマクロイ
ベントではない（少なくとも，空間移動というマクロイベントではない）ので，
動詞枠付け言語であっても経路を動詞で表さないのではないか，とも考えら
れる。

Talmy（2000: II-219）によると，枠付けイベントはマクロイベントにおい
て結局何が起こったかを決定する核心部分を成し，「肯定の平叙文で断定さ
れ，否定文で否定され，命令文で命じられ，疑問文で尋ねられる」ような，
マクロイベントを構成する主要なイベントである。主体移動と客体移動のマ
クロイベントでの枠付けイベントは，移動物が参照物と特定の関係を持った
経路を通って移動するイベントである。しかし，視覚的放射はマクロイベン
トであるのか，そしてマクロイベントであるなら，その枠付けイベントは何
か 26。視覚的放射の場合，それが空間移動の一種であるなら，主体移動と客
体移動と同じように，感覚器官から発せられた何かが移動物としてその感覚
器官（起点）から知覚の対象（着点）へと続く経路，または特定の方向に向かう
経路を通って移動する，というのが枠付けイベントであると考えることもで
きる。しかし，これらの表現で，例えば肯定の平叙文の場合に断定され，否
定文の場合に否定されるのは，空間移動（実際は虚構移動としての空間移動）
が起こったかどうかというよりも，むしろ知覚という現象が起こったかどう

26 視覚的放射方向移動は虚構性があまりないので，その枠付けイベントは，感覚の方向や
注意の焦点が側方向に移動するということであると解釈することができるだろうが，視覚
的放射ほどではないにしても虚構性があるので，視覚的放射と同じように，実は知覚であ
ると言うこともできる。
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かである。したがって，視覚的放射のイベントは，言語によっては 1つの節
で表されたとしても，移動物の移動が枠付けイベントになっている空間移動
のマクロイベントではない。それがマクロイベントであるとしたら，枠付け
イベントは知覚であり，共イベントは可能性の付与または先行としての感覚
器官から発せられた移動物の移動であるということになるはずである。
したがって，動詞枠付け言語が，知覚が起ったことを含めて視覚的放射を

表現するのに，枠付けイベントである知覚を主動詞で表すことには何の問題
もないように思われる。しかし，視覚的放射が，主体移動と客体移動，状態
変化，実現化，時間的輪郭描写，行動の相互関係のイベントの領域と同じよ
うに，言語がイベントの統合のパターンによって言語類型に分けられるよう
なイベントの領域であるかどうかを決めるには，言うまでもなく多くの言語
のデータが必要である。日本語は動詞枠付け型だが，シダーマ語と違って，
視覚的放射における経路を複合動詞後項で表す。たった 2つの動詞枠付け型
の言語のデータで結論付けることは決してできないが，視覚的放射は Talmy

のイベントの統合のパターンの類型論が当てはまるようなイベントの領域で
はないという仮説を立てることができる。

8.4	 不完全な経路の空間移動のイベント

視覚的放射は，移動物の移動が枠付けイベントになっているマクロイベン
トではないかもしれないということを上で述べたが，次に主体移動または客
体移動と思われるイベントにも，実は，移動物の移動が枠付けイベントに
なっているマクロイベントであるとは，必ずしもとらえられていない可能性
がある場合があることを指摘する。以下では，視覚的放射の表現で表すこと
ができる，TOか TOWARDまたは VIAの経路を示すと思われる空間移動
を扱う。
この言語で繰り返し現れるパターンには主動詞として経路動詞を使う

（26a1）と（26b1）があるが，主動詞として非経路動詞を使う（26a2）と（26b2）
も可能であることが多い。TOか TOWARDの経路では，ほとんどの場
合，4つすべての構文が可能である（TOか TOWARDの経路の空間移動に同
じ非経路動詞が使われるのであれば，かろうじて文法的である（26a2）より
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も（26b2）の方が好まれる）。局面が VIAである空間移動の場合，（26b1）と
（26b2）のみが可能で，（26a1）と（26a2）は使われない。
（26）  ＜従属動詞＞ ＜主動詞＞
 a1. 非経路動詞  経路動詞
 a2. ̶̶̶  非経路動詞
 b1. hiɡ-/k’ol-		非経路動詞 経路動詞
 b2. hiɡ-/k’ol-   非経路動詞

しかし（26a2）と（26b2）の場合は，通常，移動物が必ずしも着点に到達する
ことを意味しない。これは動詞枠付け型言語において様態動詞に見られる現
象であることが知られているが，これはアスペクトが非完結的であるため
（Aske 1989），または移動物が境界を越えないため（Talmy cited in Slobin & 

Hoiting 1994）と言われている。ところが実際は，（26a2）と（26b2）で表され
るイベントは，（26a1）と（26b1）で表されるイベントと同じように移動物の
移動が枠付けイベントになっているマクロイベントであるのか，疑問である。
（26b2）で表されるイベントにおいて，従属動詞で表される着点または通過
点へ向かっての移動と，非経路動詞で表される様態や原因を比べた場合，後
者の方がより重要なイベントであると考えることができる。移動物が着点ま
たは通過点へ向かう，または向けられるのは，非経路動詞で表されるイベン
トが起る前であり，全体としてのイベントが起ったかどうかは様態や原因が
起ったかどうかである。（26a2）はかろうじて文法的だが，これは（26b2）か
らhiɡ-/k’ol- が省略されたものとみなすことができる。
（26b2）の構文は，視覚的放射に最もよく使われる構文（例えば，（3））であ
り，このこともこの構文で表されるイベントが，移動物の移動が枠付けイベ
ントになっているマクロイベントであると必ずしもとらえられていないこと
を示唆する。（26a2）の構文も，視覚的放射と思われるような空間移動に使
われる構文（例えば，（20）でhiɡ-ɡ-e/k’ol-t-e を使わなかった場合）と同じで，
hiɡ-/k’ol- が省略されたものである可能性が同じようにある。

9.	 結論

以上見てきたように，シダーマ語では主体移動と客体移動の経路を主動詞
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で表す典型的な動詞枠付け言語のパターンを取るが，視覚的放射の経路には
主動詞は使わない。これは，松本の仮説をある程度支持する。ただし，主体
移動の表現と客体移動の表現では，経路に主動詞を使う可能性に大きな違い
は見られない。他にシダーマ語の経路の表現で問題になったのは，視覚的放
射・視覚的放射方向移動と客体移動の関係についての問題，視覚的放射と視
覚的放射方向移動の区別に関する問題と，視覚的放射のイベントや不完全な
経路の空間移動のイベントは，移動物の移動が枠付けイベントであるような
マクロイベントであるかどうかという問題であり，他の言語でも同じような
問題が生じるかどうか比較してみる価値がある。

略語一覧

ABL:

ABLINS: Ablative-instrumental

ACCOBL: Accusative-oblique

ALL: Allative

CS: Causative

DAT: 

DATLOC: Dative-locative

DBL.CS: Double causative

E: Epenthetic vowel

F: Feminine

GEN: Genitive

INS: 

IPFV: Imperfective

L: Lengthened vowel

LOC:

M: Masculine

MOD: Modified（統語的修飾語か所有人称接尾辞，またはその両方に“修飾”されている）
NOM: 

PRF: Perfect

POSS: Possessive

SG: Singular

移動動詞の類型論20170106.indd   246 2017/01/26   16:45


