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く特集 fヴォイスとその周辺J) 

(la) 《風などで》ドアが開いた．

Bik ac-i1-di. 

ドア聞く・PASS1-PSTl

(1 b) （彼が）ドアを開けた．

Al e~ik・ti a~－fi. 

彼ド7-ACC 聞く－PSTl

(le）入口のドアが開けられた．

Kire beris-tin esig-i 

入口－GEN ドア－3:POSS

キルギス語

アクマタリエワジャクシルク

at-il-dl 

開く－PASS-PSTl

キルギス語における自動調，他動詞は形の上で区別される．例えば，上の例でいうと，

at・I・1－「開く（あく）」は自動調であり at－「開ける」は他動調である．つまり， at-n－「聞

く（あく）」は， at－「開けるJから派生している．

(2）私は（自分の）弟を立たせた．

Men ini-m-di 伽r-guz-du・m.

私 弟－1SG:POSS-ACC 立つ・CAUS-PSTI・ISG

(3）私は（自分の）弟に歌を歌わせた．

Men ini-m-e ir irda-t-fi-m. 

私 弟－ISG:POSS・DAT 歌歌うーCAUS-PSTl・ISG

キルギス語には，arki"luumamileと言われるものがあり，日本語に訳すと「使役態j にあ

たる．キルギス語の arklluumamile「使役態Jは，以下のような接尾辞によって形成される．

例えば，－dir, -IO"z, -Yr, -iz，・tなどである．これらのうち，畳も基本的，かつ生産的な接

尾辞は，－dirと－tである．

上の（2）の例では，－kYz使役接尾辞が使われており， tur-guz・「立たせるJになっているが，

I a/!-i1－の場合，グロスでは， PASSを入れて示すが， PASSを入れない立場も存在する．
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キルギス語

(3）の例では，・t使役接尾辞が使われており， rrda-t－「歌わせるJになっている．

(4a）《遊び、たがっている子供に無理やり》母は子供にパンを買いに行かせた．

Ene-si bala-sr-n nan sat・'ip kel-geni 

母・3:POSS子供－3:POSS-ACC パン買う2-CVB 来る－CYB

(4b）《遊び、に出たがっているのを見て》母は子供を遊びに行かせた．

Ene-si 

母－3:POSS

bala-sr・n o戸10・gonu 

子供・3:POSS-ACC 遊び－CYB

jiber-di. 

送る－PST!

jiber-di. 

送る－PST!

これらの例では，使役表現が使用されない．円的を表わす副動調－ganl「～するために」

が使われるのが一般的である．

(5a）私は弟に服を着せた．

Men ini-m-e kiyim kiy-giz-di-m. 

私 弟－ISG:POSS・DAT 服 着る聞CAUS-PSTl・ISG

(5b）私は弟にその服を着させた．

Men ini-m-e o~ol kiyim・di

私 弟・ISG:POSS-DAT その服－ACC

kiy dep 

着ると

ayt”ti"-m. 

言う－PSTl-lSG

(5b）の文は，キルギス語の場合，使役表現を使って表現できない．キルギス語の文を日

本語に直訳すると，「私は弟にその服を着なさいと言った」になる．

(6）私は弟にその本をあげた．

Men ini-m-e osol kitep-ti ber-gen・min.

私 弟ーISG:POSS-DAT その本－ACC 与える・PST2・ISG

(7a）私は弟に本を読んであげた．

Men mトm-e kitep-ti oku-p ber-di-m. 

私弟－1SG:POSS-DAT 本－ACC 読む－CYB 与える－PST!・lSG 

2 sat・の語集的な意味は， 「売る」であるが，ここで satip kel・は「買って来る」という意味を表わし
ている．

-213-



(7b）兄は私に本を読んでくれた．

Ini・m maga kitep-ti okl』－p her-di. 

弟・ISG:POSS 私（DAT) 本・ACC 読む－CYB 与える・PSTI

日本語の「1て あげるJ，「V－て くれるJを表わす形式にあたるものとして，キルギ

ス語には， V-p ber－形式が存在する．この形式は，恩恵の受け手が 1人称， 2人称， 3人

称いずれの場合も用いられる．

(7c) 私は母に髪の毛を切ってもらった．

Men apa・m-a eac-i"m-di" k・古k・tii"・i"p al-di"-m. 

私 母－1SG:POSS-DAT 髪ー1SG:POSS-ACC 切るーCAUS-CVB 取る－PSTI-ISG

また，日本語の「V－て もらう」に対応するものとして， V-CAUS-pal－形式がとりあげ

られる．これは，主語である使役主が自分のためにある動作を他者にやらせ，そして，他

者のその動作によって使役主自身が利益や恩恵を受けるという意味を表わす用法である．

なお， V-CAUS-pal－形式には（7c）と異なる用法も存在する．詳しくは，（13b), (13c）を参

照．

(8a）私は（自分の）体を洗った．

Men juu-n-du-m. 

私 洗う・REFL・PSTI・1SG 

キルギス語には，自分の動作が自分自身に働きかけ，自分自身の状態になんらかの変化

をもたらす再帰的な意味をもっ動調が存在する．これらは，動調の語幹に再帰を表わす接

尾辞・inがつくことによって形成される．例えば， kiy-in・「着るJ,juu-n・「洗うJ,tag-in－「し

める」などがあげられる．

典型的な再帰動詞は（8a）のように円的語をとらない．但し，キルギス語には次の例のよ

うに円的語をとる再帰動調も存在する．

Al dayi"ma galstuk 同－inヤ jiir-o-t.

彼いつもネクタイつける－REFL・CYB 動く－PRES・3

彼はいつも（自分の体に）ネクタイをしている．
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キルギス語

(8b）私は手を洗った．

Men kol-um-du 

私 手ー1SG:POSS-ACC 

juu・du-m.

洗う－PSTl-lSG

(8c）彼は（その人は）手を洗った．

Al kol-u-n juu-du. 

彼手・3:POSS:ACC 洗うーPST!

(9）私は（自分のために）その本を買った．

Men ofol kitep-ti sat-Ip al-di"-m. 

私 その本・ACC 売る・CVB 取る－PST!・lSG

キルギス語の場合，「自分のために」という意味は，補助動調の al－を用いて表現される．

例えば，上の例文のように「自分のために買う」場合， sat-Ipal-di"-mになり，「他の人のた

めに買うJ場合，次の例のように sat-Ip her・・が使われる．

Men aga osol kitep-ti sat-Ip 

私 彼（DAT）その本－ACC 売る・CVB

私は彼にその本を買ってあげた．

her-gen・min.

与える－PST2・ISG

(10）彼らは（その人たちは）（互いに）殴り合っていた．

Alar musta・5・p

彼ら殴る－RECIP・CVB

jat-i"s・kan.

横たわる－RECIP-PST2

(11）その人たちは《みな一緒に》町へ出発した．

明－A
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内
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・加

給
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4
4
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M

ら

M
m

彼

jono-s-tU. 

出る－REC回－PST!

これらの例文では，動詞の語幹に接尾辞唱がつくことによって，ある動作を複数の人が

相Eに行うこと（10），そして，一斉に共同で行うこと（11）を表わす．グロスでは，両方の意

味を区別せず， RECIPで示す．

(12）その映画は泣ける（その映画を見ると泣いてしまう）．

Bui kino meni i"yla-t-ti". 

この映画私（ACC) 泣く・CAUS-PSTl
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jar・・dY-m.

割る・PSTI・1SG 

キルギス語の場合，対象物によって，動調 I割るJが異なる．「卵を割るj場合， jar・と

いう動詞が使われるが，「ガラスやコップなと、を割るjの場合， s・曲・という動調が使われる．

(13b) 《うっかり落として》私は卵を割った（割ってしまった）．

n
 

叫

U
md
臥

n
 

陥

私

jar-dYr-Yp 

割る・CAUS-CVB

al-dY-m. 

取る・PSTI・lSG 

(13c) 《うっかり落として》私はコップを割った（割ってしまった）．

Men stakan・di sin-di・r-lp al・dl-m.

私 グラス・ACC 割る－CAUS-CVB 取る－PSTI・lSG

(13b) , (13c）の例文では（7c）の場合と異なり， V-CAUS-pal・形式が，動作主自身の意図

的ではない行為が被害をもたらし，悪い状況を表わす．

(14a）きのう私はコーヒーを飲みすぎて（飲みすぎたので）眠れなかった．

K~ee men kofe kiip i~－ip al-11 

昨日私 コ一ヒ一多飲む－CYB取る－CYB寝る－CYB取る－PST2無－lSG

(14b）きのう私は仕事がたくさんあって（たくさんあったので）眠れなかった．

Ke~ee jumus 

昨 日 仕 事

kop bol-gon・duk-tan, ukta-y al・gan

多なる・PST2・duk-ABL 寝る－CYB取る－PST2

jok・mun.

無」SG

(15）私は頭が痛い．

Men/ Menin baS-lm ooru-p 

私／私（GEN) 頭・ISG:POSS 痛む・CVB

Jaトa-t.

横たわる－PRES・3

ここでは， men「私」と menin「私の」のいずれも使うことができる（但し，述語動調は

3人材、になる）．つまり，キルギス語の場合，二重主語構文が可能である．以下の（16),(18a), 

(18b）も同様である．
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キルギス語

(16）あの女性は髪が長い．

Al kr:zJ krz-drn cac-r uzun. 

あの女／女－GEN 髪－3:POSS 長い

(l 7a）彼は（別の）彼の肩を叩いた．

Al anrn iyin-i・n capkrla-dr. 

彼彼（GEN）肩・3:POSS-ACC 叩く－PSTI

(l 7b）彼は（別の）彼の手をつかんだ．

Al anrn kol-u-nan karma・d"i.

彼彼（GEN) 手－3:POSS・ABL つかむ－PSTI

(18a）私は彼がやって来るのを見た．

Men al/ anrn kel-e jat-kan-r-n 

私 彼／彼（GEN）来る－CYB 横たわる・PART・3:POSS・ACC

(18b）私は彼が今日来ることを知っている．

Men al/ anrn bi.lgi.ln kel-er-i-n bil-e-m. 

kor-di.l-m. 

見る－PSTl-lSG

私 彼／彼（GEN）今日 来る・PART・3:POSS・ACC 知る－PRES-ISG

(19）彼は自分（のほう）が勝つと，思った．

Al men/ oz-ti jelJ・e-m dep 

彼私／自分－3:POSS 勝つ♂RES-lSG と

(20a）私は（コップの）水（の一部）を飲んだ．

Men stakan・da-gl・ suu-dan ic-ti-m. 

oylo・gon.

思う・PST2

私 グラス・LOC・gr 水－ABL 飲む－PST！・lSG

(20b）私は（コップの）水を全部飲んだ．

Men stakan-da-gr suu四 nu ic-ti-m. 

私 グラス・LOC・gr 水・ACC 飲む・PSTトlSG 

部分的に及ぶ動作を表現する場合，（20a）のように奪格 suu-danが使われる．しかし，全

体に及ぶ動作を表現する場合，（20b）のように対格 suu-nuが使われる．
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(21）あの人は肉を食べない．

Al et je・be-y-t.

彼肉食べる－NEG-PRES・3

(22a）今日は寒い．

Biigiln suuk. 

今日 寒い

(22b）私は（何だか）寒い（私には寒く感じる）．

Biig伽 maga suuk-tay sez・ii・e・t.

今日 私（DAT) 寒い・MOD 感じる－PASS-PRES-3

(23）私は人がとても多いのに驚いた．

Men kisi kop泊g・ti-no 1aIJ kal-dY-m. 

私 人多い事－3:POSS-DAT び、っくりする－PSTl-lSG

(24）雨が降ってきた．

J制 j泊・p

雨 降る－CVB T
A
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この場合， kir・「入るJ,jiber－「送るJ3というこつの補助動調が使われる．これらのいず

れの場合も，「動作の開始」を表わす．

(25）その本は良く売れる．

OSol kitep jakSY sat-i1・a・t.

その本 良い売る，PASS-PRES・3

3括弧内は本動詞としての意味である．
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キルギス語

略号

ABL 奪格 PRES 現在

ACC 対格 PSTI 確定過去

CAUS 使役 PST2 不明過去

CVB 副動調 PL 複数

DAT 与格 REFL 再帰

LOC 位格 REC IP 相互

MOD モダリティ Q 疑問辞

NEG 否定 SG 単数

PART 形動調（分調） 一人称

PASS 受身 2 二人称

POSS 所有接尾辞 3 三人称

翻字法

Aa =Aa, 66=Bb, Bs=Vv, fr=Gg, 江且＝Dd,Ee=Ee, Ee=Yo yo, )I()!(=ι33=Zz, l1u=Ii, Mii=Yy, 

Kr-Kk, Jln=Ll, MM=Mm, HH=Nn, H:=JJ, Oo=Oo, 8e=6l>, ITn=Pp，町＝Rr,Cc=Ss, Tr=Tt, 

Yy=Uu, Yy=Oo，φ中＝Ff,Xx=Xx，日u=Cc, l{q=C~，る（硬音符）＝”，山田＝S~，山山＝S~ ~~. 

hlb1=IY, b （軟音符）＝’， 3J=白， lOio=Yu yu，兄J1=Yaya 

参考文献

Zaxarova,O.B.1987. Grammatika kirgizskogo literaturnogo yazyka fネルヂヌ語の原書語の

x局. Frunze : Ilim. 

Kudaybergenov, S. 1980. Kiゆ adabかtiliningrammatikasi（原磐手ノルヂズ議文劫.Frunze: Him. 

Davletov,S.&Kudaybergenov, S. ( 1980) AzYrkY kYrgYz tili. Morfologiya （現代キルギス語．形態

論） • Mektep, Frunze. 

Yudaxin, K. K. 1965. Ki，弓izsko・russkiyslovar件ノLヂヌ嘉ロシア車＃Jiil).Moskva: Sovetskaya 

Entsiklopediya. 

アクマタリエワ ジャクシルク 2009. 「キルギス語の授受を表す補助動調について」東京

外国語大学 1・20，『日本研究教育年報 14』．

アクマタリエワ ジャクシルク 2010. 「キルギス語（データ：「アスペクトJ，テーマ企画：

特集 「アスペクトJ）」東京外国語大学 338・347，『語学研究所論集 15』．

アクマタリエワ ジャクシルク 2011. 「キルギス語（データ：「モダリテイJ，テーマ企画：

特集 「モダリテイ」）J東京外国語大学 203・209，『語学研究所論集 16』．

-219-


