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ペルシア語の語法

吉枝聡子

1）その仕事が終わったらもう帰っていいですよ．

kar-etan ke tam盈n5od mitavanid beravid. 

仕事：..PRON-SUF.2PL CONJ 終わる－PAST.3SG ～できる・IND.PRES.2PL 行く－SUBJ.PRES.2PL

* 1) 2) 可能や許可は，補助動詞回vanes凶「～できる」と動調の接続法によって表す．

2）腐っているから，あなたはそれを食べてはいけない．

soma お1 I言 nemitavanid bexorid 

あなた それ POSTP「～をJ ～できる－NEGIND.PRES.2PL 食べる－SUBJ.PRES.2PL

cun 白sed sode 'ast. 

CONJ 腐った ～になる－PRES.PERF.3SG 

* nemitavanidの代わりに nabayad「～してはならない」（動詞 bayestan「～するべきだ」の化石

化した3人称単数現在・否定形）を使って表すことも可能．

* nemitavanid bexoridは禁止の命令形naxorid(2pl) によっても置きかえ可能．

禁止の命令は「na・＋動詞現在語幹＋ゼ、口語尾またはーid(2pl)」で表す．なお，動調接頭辞につ

いては，古典ペルシア語ではna-（否定）' ma-（禁止の命令）が使い分けられていたが，現在で

は古典的用法を除いてna司が用いられる．

3）遅くなったので，私たちはもう帰らなくてはいけない．

ma bayad bargardim cun xeyli dir sode ast 

私たち～しなくてはならない 帰る－SUBJ.PRES.IPL CONJ とても 遅い～になる－PRES.PERF.3SG 

＊義務は， bayad(2）参照）と動調の接続法によって表される．

4）雨が降るそうだから，傘を持って出かけた方がいいよ．

cun momken ast b危急I bebarad behtar 

CONJ 可能な COP.PRES.3SG 雨 （雨が）降る－SUBJ.PRES.3SG 良い－COMP

Ca仕 ra ba xod-at bebari. 

傘 POSTP PREP 自身＋PRON.SUF.2PL 持っていく－SUBJ.PRES.2SG

210 

ast 

COP.PRES3SG 



ベルシア話の語法

5）年を取ったら，子供の言うことを聞くべきものだ．

vaqtike 戸 sodi behtar 

CONJ 年老いた ～になる・別D.PAST.2SG 良い－COMP

思isbedahi I gu5 koni. 

聞く－SUBJ.PRES.2SG

ast ke harf-e bacceha 

COP.PRES.3SG CONJ 話・EZ子供PL

*4) 5）「～（する）方が良しリ「～は明らかだ」「～は可能だ」などの，判断・推奨等に関わる

表現は，非人称構文で表す．判断・推奨を表す形容詞＋コピュラ（3sg），判断の根拠となる内

容を接続詞ke節で後置する．推奨の場合は， ke節内の動調は接続法現在となる．

6）お腹が空いたので，私は何か食べたい．

mix油am yek t凶 bexoram CW1 gorosne sodam. 

～したいー応ID.PRES.I SG 何か 食べる－SUBJ.PRES.凶G CONJ 空腹の ～になるー別D.PAST.ISG

＊希望は，補助動詞xas凶「～したしリ＋接続法現在形で表す．

7）私が持ちましょう．

man negah midaram. 

私 持つー別D.PRES.ISG

8）じゃあ，一緒に昼ご飯を食べましょう．

beravim pas 

CONJ 行二く－SUBJ.PRES.I PL 

b油am

一緒に

9）一緒に昼ご飯を食べませんか．

miyayid 

来る心ID.PRES.2PL

ha.ham n油危

一緒に昼食

nii.har 

昼食

boxorim? 

boxorim. 

食べる－SUBJ.PRES.I PL 

食べる－SUBJ.PRES.I PL 

* 8) 9）勧誘は接続法現在 1人材、複数形で表す. 8) beravim I 9) miyayidは「行くj 「来る」より，

何らかの動作を起動する，補助動詞的な働きをしている．

10）明日，良い天気になるといいなあ．

omidvar-am farda hava xub basad. 

希望する－COP.PRES.I SG 明日 天気 良い COP.SUBJ.PRES.3SG 
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lOa）明日は良い天気になってほしいなあ．

omidvar-am hava savad. 

希望する，COP.PRES.I SG 

farda 

明日 天気

xub 

良い ～になる－SUBJ.PRES.3SG

11）私はここで待っているから，すくやにそれを持ってきなさい．

man i吋a montazer mimanam, zud borow an r言 biyavar.

私 ここで 待っている留まる・別D.PRES.ISGすぐに行く－IMPR それ POSlP 持ってくるー恥1PR

12）そのペンを貸していただけませんか？

momken ast an xodkar ra be man qarz bedal岨？

可能な COP.PRES.3SG その ボールペン POSlP PREP 私 貸すーSUBJ.PRES.2PL

＊椀曲な命令や懇願は， momkenast I misavad ... I misavad lotfan I monken ast loげm「～は可能だJ'

e5k亘Iinadarad「～は問題ない」＋接続詞ke節（節内は接続法現在形）の非人称構文（4) 5）参

照）を用いて表すことが多い．この構文では懇願・依頼内容は接続法現在を用いるため，命令

形を迂回することができる．

この他に，命令形を避ける手段として，「私はそのペンを使うことはできますか？」のように，

補助動調断面白凶＋接続法現在l人称単数形を用いた文も使うことができる．

13）あの人はペルシア語が読めます．あの人はペルシア語を読むことができます．

盈1 fard mitavanad tarsi bex盈iad.

あの 人 ～できるートDPRES.3SG ベルシア語 読む－SUBJ.PRES.3SG

14）明かりが暗くて，ここに書いてあることが読めない．

nur kam ast nem1tavanam とiz-i 品 ke inja 

明かり 少ない COP.PRES.3SG ～できる－NEGIND.PRES.l SG 事 SUF POSlP CONJ ここに

neveste sode （’ast) bex盆iam.

書く－PAST.PTCPL ～になる・PERS.PERF.3SG 読む－SUBJ.PRES.I SG 

＊能力可能・状況可能共に，助動詞泊vanes凶「～できる」＋接続法現在 (1) 2）参照）で表

す．なお，特に能力可能については，形容詞balad「～できる（～の能力がある），～がわかる」

を用いることも多い．
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ベルシア語の語法

15）朝早く出発したから，彼らはもう着いているはずだ（着いているに違いない）．

cun sobh・e

CONJ 朝－EZ

却 d 点hoftade （’and) 

早い 出発する－PRES.PERF.3PL

hatman 

きっと

reside basand. 

着く－SUBJ.PERFJPL

＊過去または未来のある時点において完了したことを推測する事象は，接続法完了形（過去分

詞＋コピュラ接続法現在形）によって表す.ha泊四1に代えて， bayad(2）参照）などを用いる

ことも可能．

16）彼は今日は多分来ないだろう．

彼 今日

ehtemalan 

恐らく

nemiyayad. 

来る－NEGIND.PRES.3SG

u emruz 

*nemiyayad はnayayad（接続法現在3sg）でも可．

17）彼らがまだ来ないなんて，きっと途中で車が壊れたのだ．

cun お由a ra ha la 

CONJ 彼ら PREP 今

naraside加d hatman 

着く－NEGP旺：S.PERFJPL きっと

dar 

PREP 

be戸1・e

問－EZ

地

道

mas in-es盈1

車－PRON.SUFJPL

XaI云b

壊れた

sode ast. 

～になる”PRES.PERF.3SG

18）昼間だからあの人たちは家にいるかもしれないし，いないかもしれない．

cun alan zohr ast おilia sayad manzel basand va ya sayad 

CONJ 今 正午 COP.PRES.3SG 彼ら恐らく家 COP.SUBJ.PRES.3PL CONJ 恐らく

nabasand. 

COP.NEGSUBJ.PRES.3SG 

19）どうもあなたは熱があるようだ．

あなた

匂b

主礼

d盈id.

持つ－Il'ぜD.PRES.2PL

ehtemalan 

恐らく

soma 

20）天気予報によれば，明日は雨が降るそうだ．（伝聞）

tebq-e 

PREP-EZ 

havasenasi 

天気予報

ehtemalan 

恐らく

farda 

明日

b盈孟1

雨

miyayad. 

来る必の.PRES.3SG
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* 15)-20）確信や疑念，可能性を表す副調＋接続法（完了が懸念・予想される事態については接

続法完了，確定性が強い事象には直接法を用いることもある）で表されている．これらの副詞

に代えて， sayad（本来は動詞 sayes凶「ふさわしいJの化石化した 3sg現在形，現在ではほぼ

副調として機能）＋動調の接続法現在形を使うことも可．

21）もしお金があったら，あの車を買うんだけれどなあ．

agar 

CONJ「もし」

pul 

金

daS包m,

IND.PASl仁ISG

an mas in I言 mixaridam.

あの 車 POSTP 買う－IMPF.ISG

*das凶「もつJ,budan （コピュラ）の反実仮想では，未完了形の代わりに単純過去形が用いら

れる．

22）もしあなたが教えてくれていなかったら私はそこにたどり着けなかったでしょう．（反実仮

想・過去）

agar soma be man yad nemidadid man ehtemalan be anja 

恐らく PREPそこ

nemiresi由m.

CONJ あなた PREP私 教えるー酌1PF.2PL 私 着く－NEGIMPF.l SG 

*21)22）反実仮想は，時制に関係なく未完了過去形が用いられる．（時制は時を表す副調等によ

って示す．）

23）あの人は町へ行きたがっている．

an saxs be sahr mixahad beravad. 

あの ｝＼ PREP 町 ～したい－IND.PRESJSG 行く－SUBJ.PRESJSG

24）僕にもそれを少し飲ませろ．

kami ham begoziir 如品 man bexoram. 

少し （強意） ～させてやる・酌1PR あれ POSTP 私 食べる・SUBJ.PRES.I SG 

25）これはあの人に持って行かせよう（持って行かせてやろう）．

in r.五 begozar 面1 s回 s bebarad. 

これ POSTP ～させてやるー恥1PR あの 人 持っていく－SUBJ.PRES.3SG 

25a）これはあの人に持って行かせろ．

in τa bede be 盈1 saxs ke bebarad. 

これ POSTP 与える．臥tfPR PREP あの 人 CONJ 持っていくるUBJ.PRES.3SG
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ペルシア語の語法

*24)-25）いずれも使役構文で表す．使役は，①使役動詞＠注ozas凶＋接続法の二通りがあり，

②は「容認の使役（～させてやる）」となる．使役動詞は現在語幹＋接尾辞旬anから形成可能だ

が，全ての動調について作れるわけではなく，使役動調を持たない動調については， goftan「言

う」／dadan「与える」などの命令形を補助動詞的に用い，接続法現在形と共に表す．

26）そのテーブルの上のお菓子は後で食べなさい．

包1 5廿血i-ye

菓子”EZ

ru-ye miz 

PREP-EZ 机

r言 ba'dan

POSTP 後で

boxorid. 

食べるー瓜1PR.2PLその

27）もっと早く来れば良かった．（反実仮想）

kaski 

CONJ 

却 d包r

早く－CO恥1P G
 

肌

日

凶

川
．m
来

*kaskiは反実仮想を導く接続詞．

28）あなたも彼らと一緒に行ったらどうですか．

so口la ham behtar ast ba 面ma
彼ら

beravid. 

行く－SUBJ.PRES.2PLあなた ～も 良い－COMP COP.PRES.3SG PREP 

＊判断の非人称構文（4) 5）参照）を用いる．接続調ke内の主語somaham 「あなたも」がト

ピックとして文頭に出ている．

29）オレがそんなこと知るか．

man az koja 

どこ

bedanam. 

知る・SUBJ.PRES.ISG 私 PREP 

30）これを作った（料理した）のは，お母さんだよね？いいえ，私が作ったのよ．

in ra maman dorost karde （国t),

｛乍る－PRES.PERF.3SG

na? 

否定の返答これ POSTP お母さん

私

dorost kardam. 

作る－町DPAST.!SG 

na(xe戸），

否定の返答

man 

＊付加疑問文は，文末に… na？「～ではありませんか」を付けて表す．
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．略号

COMP 比較級

CONJ 接続調

COP コピュラ

EZ エザーフェ（修飾関係を示す連結辞）

IMPF 未完了

品1PR 命令

IND 直説法

PAST 過去

PERF 完了

PL 複数

POSTP 後置詞

PREP 前置調

PRES 現在

PRON.SUF 接尾辞形人称代名詞

PT CPL 分調

SG 単数

SUBJ 接続法

＊本稿の作成にあたっては，本学博士前期課程 MaryamGolestan氏の協力を得た．記して感謝

の意を表したい．
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