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現代ユカタン・マヤ語の動詞活用に関する形態論的一考察
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東北大学

はじめに―言語学的分析と学校文法

ユカタン・マヤ語（以下、本稿ではマヤ語と

表記する）に関する文法解説書は植民地時代の

初期よりキリスト教の宣教師たちによって、ま

た今日でも多くの言語学者たちによって数多く

書かれてきた。しかし、数多くの文法解説書が

存在するにも関わらず、それらの文法解説に基

づいて初学者がマヤ語動詞を正確に活用させる

ことは実は容易ではない。それは決してマヤ語

の動詞変化が極めて困難であるからではない。

むしろ、動詞変化の規則に関する文法的な説明

が曖昧なままだからである。もっと正確に言え

ば、動詞を活用させる上で必要な動詞に関する

正確な情報が入手不可能だからである。いかな

る言語においても、不規則活用を除けば、動詞

の活用というものは規則に従って自動的に決定

するものである。ところが、マヤ語では、動詞

のすべての活用を導きだすことのできる、いわ

ゆる動詞の活用表と動詞に関する情報が網羅さ

れた辞書はいまだ完成していないのである。マ

ヤ語話者であれば、いかなる動詞でも活用させ

ることができるはずなので、マヤ語話者である

言語学者ならば動詞の活用表と必要な辞書を容

易に作成することができるはずである。それに

も関わらず、満足のいく文法的説明と辞書的情

報は存在しない。

マヤ語の動詞活用に関する記述をそれほどま

で困難にしてきたのは、マヤ語文法の記述ない

しは解説が従来スペイン語を基礎に行われてき

たために他ならない。すなわち、マヤ語文法に

関する解釈と記述はスペイン語（あるいはそれ

が規範としているラテン語）に基づいた文法概

念と用語で行われてきた。マヤ語動詞には後述

するとおり、スペイン語動詞に存在しない文法

範疇が存在する上、動詞変化の規則も異なる。

にもかかわらず、マヤ語の動詞をスペイン語の

動詞の体系に当てはめることを目的とした文法

解説が行われてきたため、説明が不十分であっ

たり、説明すらされずに切り捨てらるものが存

在するのである。それでも、ある程度のコミュ

ニケーションを成立させる上ではそうした文法

解説で十分に事足りてきたのかも知れない。完

璧な動詞活用表が手元にないと心配でたまらず、

話すこともままならないといったマヤ語学習者
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は今まで存在しなかったのである。とは言え、

正確な文法規則の説明が学習の助けになること

は疑いの余地はない。

近年になってようやく、類型論的な知識を備

えた言語学者の努力によってマヤ語の動詞活用

のシステムが明らかになってきた。たとえば、

スペイン語話者向けに書かれた文法解説では、

�(�  8="�� Q .�"3�"� *R��(�" ������の『マヤ

語動詞―現代ユカタン・マヤ語の活用』が動詞変

化を形態論的な観点から分析し、また初めて逆

受動態 �� $�����-��という文法用語を用いた従

来とは異なる文法解説を行っている。9�+� ���

."���F� '��( ������の『今日のユカタン・マヤ

語の動詞―研究、分類、活用システム』もこのア

イレスとプファイラーが提示した動詞の活用シ

ステムに、動詞語根の形態分類を取り入れ、動

詞の分類とその活用システムを精緻化しようと

するものである。ただ、同書はマヤ語の普及に

貢献することを目的として ;
8�;から出版され

たものであるが、動詞語根の音声学的分類に拘

るあまり、かえってマヤ語動詞の活用システム

を複雑なものにしている観があり、言語学を専

門としない教師、ましてや学習者にすんなりと

受け入れられるかは甚だ疑問である。また、英

語の文献でも、アイレスらと同じ文法概念に基

づいた動詞の分類を行った上で、それぞれの活

用範疇の動詞語根を記載した ,��$�"�� ."��E�":

�$ �(� ������による � ��
����	�� �� ��� +	�	

�	���	�� � 	 ��3�� �� $�
	�>< ?�
	�>��が存

在する。この辞書は学習者にとっては極めて利

用価値の高いものであるはずだが、マヤ語・英

語の対訳辞書であることに加えて、あるいはそ

れ以上に、用いられている文法概念の理解が進

んでいないがために、少なくともユカタンの教

育現場においてはその利用価値はほとんど認識

されていない。

このように言語学者たちによる研究成果はい

まだ言語学という学術的な研究の分野だけに留

まり、今日進められつつあるマヤ語教育という

実践の場、すなわちマヤ語教育を担当する教師

の教育ないしは研修、さらには学校教育で使用

される文法解説などの学習教材にはほとんど活

かされていない。

たとえば、ユカタン州教育省先住民局による

マヤ語教育プログラムで現在でも使用されてい

る教師用教材『マヤ語文法マニュアル』ではス

ペイン語の文法をモデルとした旧来の動詞活用

システムが踏襲されている。同書はアイレスら

が提示する文法的枠組みはまだほとんど知られ

ていなかった ����年代前半に作成されたもの

であることを考慮すれば、同書の文法解説が旧

来のままであることは致し方ないことなのかも

しれない。しかし、旧来の文法的枠組みが依然

として使用され続けるのには、教育現場ではそ

れで十分であること、あるいはそちらの方が都

合がいいことなどの理由の存在が考えられる。

特に、学習者がスペイン語話者である場合、ま

た、高度な文法的知識を必要としない学習レベ

ルにおいては、スペイン語の動詞活用に依拠し

た形でのマヤ語学習にはそれなりのメリットが

存在すると言えるのかも知れない。新たな文法

的枠組みを教育現場に導入する必要性は必ずし

もないのかもしれないが、スペイン語話者に対

してであっても新たな文法的枠組みを取り入れ

ることのメリットは決して低くはないはずであ

る。しかし、言語学者以外にも受け入れられる

ためには、新しい文法的枠組みが実際の使用に

耐え得るものでなければならない。特に、教師

ないしは学習者にこれは役に立つと思ってもら

わねばならない。

マヤ語文法に関する新たな文法的枠組みが教

育の現場で普及しない理由は明らかにそれに基
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づいた文法書や辞書などの教育用教材がいまだ

存在しないことによるものだが、そうしたもの

の作成が遅れているのには、予算の不足は別と

して、少なくとも次の二つの要因が働いている

ように筆者には思われる。一つはユカタン・マ

ヤ語に関する研究が言語学者だけが理解可能な

専門用語で彼らだけのために行われる傾向にあ

ることである。マヤ語教育に携わる多くの先住

民教師にとって英語で書かれた言語学の研究論

文はあまりに敷居が高すぎる。そして二つ目は

標準語の策定がなかなか進まないことである。

標準語が策定されないため、統一的な文法が作

成されにくい状況を生み出している。と言って

も、それは実は言語学者たちが用いる言い訳に

過ぎないのかも知れない。実際、言語学者たち

が自ら新たな教科書の作成を遅らせている点は

否めない。

ユカタン・マヤ語はかなり広い範囲で使用さ

れるため、地域的な偏差があると言われる。そ

うした地域差があるのだから、ユカタン・マヤ

語の標準語�を策定するのは政治的な問題もあ

り、決して容易ではないというのがマヤ語研究

に携わる現地の言語学者たちの言い分である。

だが、その差異は実際のところ日本語の方言差

よりも小さなものである。多様な方言が存在す

る日本語には標準文法が存在するのに、マヤ語

に標準マヤ語文法が作れない理由はない。マヤ

語の標準文法を策定することと、いずれかの地

域のマヤ語を標準語化することとは必ずしも同

一ではないはずである。にもかかわらず、両者

�標準語化にはまず表記法の確立が必要であるが、統一
表記法が策定されているにも関わらず、それに同意しない
人々によって現在でも複数の表記法が使われ続けている。
現地のマヤ語研究者の多くはそうした統一表記に賛同しな
い人々の意見は尊重されるべきであるとの立場を取る傾向
にある。標準教書が作成され、それがデファクト・スタン
ダード化すれば、そうした問題は自然に解決されるはずで
あるが、彼らは政治的問題を理由に、そうした標準教科書
の作成に自ら踏み込もうとはしない。

を同一レベルで捉えようとする言語学者の発想

と言動は、政治的配慮の名を借りた怠慢以外の

何者でもないのではなかろうか。

そこまで意見を述べるのであれば、標準マヤ

語文法を自分で書いてみろ、と言われるかもし

れない。さすがに標準マヤ語文法を作成するだ

けのマヤ語の知識は私にはまだないが、マヤ語

の動詞活用システムに関する記述をもって標準

マヤ語文法の基礎としたい。なお、ここに紹介

するのは現在筆者がユカタン州立オリエンテ大

学（バジャドリー市）の学生とともに作成中の

『現代ユカタン・マヤ語動詞活用辞書』に資料と

して加える予定の解説の一部である。

マヤ語動詞の活用システム

マヤ語動詞の活用は主として人称、態 �-�@�、

相 ������$��の三つを表示する。西欧の言語に

見られる現在・過去・未来といった時制および

直説法・接続法などの叙法 ���+��はある程度ま

では相の中に含まれるが、基本的には動詞の活

用ではなく、動詞と併用される副詞などによっ

て示される。ここではマヤ語動詞の活用システ

ムを形態論的な観点から、人称、態、相の三点

に絞って整理してみよう。

���人称と代名詞

マヤ語の人称は西欧語と同様に �人称・�人

称・	人称の単数と複数が区別され、それぞれ

に対応する人称代名詞が存在する。なお、かつ

ては �人称複数には �人称を含む包括的 �人称

複数（話し相手を含めた私たち）と、含まない

�人称複数（話し相手を除外した私たち）が区

別されることもあったが、現代マヤ語ではこの

区別は消滅している。

動詞は人称代名詞にあわせて形態変化をする

のではなく、必ずいずれかの人称代名詞を伴っ
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ていなければならない。動詞と一緒に現れる人

称代名詞は動詞の前に置くものと、動詞の語尾

に置くものの二つがある。

動詞の前に置かれる人称代名詞は名詞的代

名詞 ��"� ��3"�  ��� �(�もしくは能格代名詞

��"� ��3"� �"!�$�-��と呼ばれることもあるが、

いわゆる所有代名詞と同じものである。この代

名詞は後で詳述するように他動詞の全ての相と

自動詞の継続相に対して用いられる。なお、動

詞の語頭が母音である場合、�人称単数 ����と

�人称 �	�単数および複数では半子音の>、ま

た �人称 ���では半子音の =がそれぞれ挿入さ

れる。

一方、動詞の語尾に後接する人称代名詞は自

動詞の継続相以外の相で用いられる。動詞の語

尾に置かれるこの人称代名詞は自動詞の主格を

表示する以外に、他動詞に対して使われた場合

には目的格を表示することから、絶対格代名詞

��"� ��3"� �3��(�$�-��と呼ばれることもある�。

能格とは他動詞の主語と自動詞の主語を異なる

格で表示する言語において、他動詞の主語を表

示する格のことである。そうした言語では通常、

自動詞の主語は他動詞の目的格と同じ格で表示

される。この自動詞の主語となるものが絶対格

である�。たとえば、英語の��を ;の代わりに

用いるようなものである。ただし、その場合、

使える動詞は自動詞だけに限定すると言った具

合である。ところが、マヤ語の自動詞は一部の

相において能格が用いられることから分裂能格

と呼ばれる。また、その分裂能格性を考慮して、

�動詞ではなく形容詞や名詞などに接続して、スペイン
語の $	(や 	$��( と同じ意味を表すことから、従来文法では
動詞代名詞 ��(����+(	 =	(+��� と呼ばれてきた。

�他動詞の主語と自動詞の主語を同一の格で扱い、自動
詞の主語と他動詞の主語を別の格で表示する言語は主格・
対格言語と呼ばれ、自動詞の主語と他動詞の主語に対して
同一の格を用いる言語は能格・絶対格言語と呼ばれる。ス
ペイン語や英語は主格・対格言語である。

マヤ言語学者たちは、動詞の前に置かれる代名

詞を 8代名詞、後ろに置かれる代名詞を .代

名詞と呼んでいる。

能格代名詞（8代名詞）

単　数 複　数

�人称 ���8#� 3�

�人称 	�8#� 	�8# ��� �@�=

	人称 ���#� ���# ��� �@��

絶対格代名詞（.代名詞）

単　数 複　数

�人称 ��� 　 ��@��　

�人称 ��
� 　 ��@�=　

	人称 1� 　 ��@��　

���他動詞性と態

動詞の活用にこの二つの人称代名詞が不可欠

であることは、一方で動詞が持つ性格のいくつ

かを決定することになる。8代名詞が他動詞、

.代名詞が自動詞に対して使われるという現象

は、それは実は動詞の態と深く結びつくことを

意味しているのである。主格・対格言語におい

ては他動詞が受動態化したところで、主格には

何の変化もない。ところが、能格・絶対格言語

では、他動詞が受動態化すると目的語がなくな

るという意味において自動詞化する。すると、

主語は能格から絶対格に変わることになる。マ

ヤ語では受動態化した他動詞には .代名詞を使

わねばならないということになる。

また、マヤ語では他動詞の受動態形以外にも

.代名詞を要求する動詞の形態が他にもいくつ

かある。たとえば、英語では他動詞 3"��E（壊

す）に目的語を明示しないで、; 3"�E��（私は壊
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した）とは言えない�。ただし、;$ 3"�E�+ ����(=�

（それは簡単に壊れた）は可能である。マヤ語で

はいずれの構文も可能だ。動詞の部分だけで言

えば、それぞれ 3		
��	-��: 3>	
�となる。どち

らの文にも目的語が存在しないため、代名詞に

は .代名詞が用いられる。前者は他動詞 3	
�

の逆受動態形、後者は中間態形である。逆受動

態とは他動詞文の目的語を省略して主語を前景

化する、あるいは動作もしくは行為そのものを

前景化（強調）する叙法である。英語やスペイ

ン語では他動詞構文において主語を前景化（強

調）することはできても、目的語を省略するこ

とはできないので、逆受動態文は作れない。ま

た、中間態とは #,�構文において,が表す行

為ないしは動作が #の存在とは無関係に �に

対して起こることを表す叙法であり、目的語 �

が意味上の主語となることが統語論的な特徴で

ある。英語ではこうした他動詞は中間態とは呼

ばれず、単に自動詞として扱われている。また、

スペイン語の再帰表現は構造的には他動詞構文

であるが、意味的には主語を後景化した中間態

である。

逆受動態や中間態という文法概念が登場する

以前のマヤ語文法において、自動詞・他動詞と

いう用語は統語論的な解釈と意味論的な解釈と

が混在するものであった。従来のマヤ語文法で

は統語論的に目的語の存在が前提となる他動詞

の能動態を他動詞、主語に . 代名詞を要求す

る動詞を自動詞として説明する。その説明に間

違いはないが、その自動詞の中には他動詞の受

動態、逆受動態、中間態などが含まれている。

スペイン語の動詞には形態レベルにおいて他動

詞と自動詞の区別が存在しないため、スペイン

語話者は総じて意味論的に両者の違いを捉えが

�「破産した」という意味では可能である。しかし、こ
の場合の +(	� は自動詞である。

自動詞

	-	� S+����"$�"T

8���� S+�"��"T

��-�� S ���"T

3����� S-� +�"T

-.���� S+��3�"�$�"T

他動詞

�����3 S����"(�T

�����3 S3�""�"(�T

8����3 S�+�"����"(�T

�A�3@�3 S�3"�@�"(�T

自動詞モード 他動詞モード

�>	=	� SD�!�"T �>	=��3 SD�!�"(�T

A���� S3�D�"T A���3 S3�D�"(�T

�.���� S� �!�"T ����3 S� �!�"(�T

��@�� S��!�"T ��@���3 S��!�"(�T

ちである。実際、多くのマヤ語・スペイン語辞

書も常にそうした轍を踏んできた。あるマヤ語

の動詞に対してそれに対応する意味を持ったス

ペイン語動詞が記載される。しかし、マヤ語の

動詞は形態そのものに他動詞・自動詞の区別が

ある。にもかかわらず、従来の辞書や文法解説

は動詞のそれらすべての形態について記載・説

明するのではなく、それらのうち意味論的に必

要なものだけを恣意的に取り上げるだけのもの

だった。

たとえば、ユカタン教育省が小学生向けに実

施しているマヤ語教育プログラム 4��T� �T�I

E� �E ���=�7の文法マニュアルの中の自動詞と

他動詞に関する説明には、マヤ語とスペイン語

のそうした文法的ギャップに関する苦悩の後が

伺われる。同マニュアルでは、マヤ語動詞を自
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動詞と他動詞に分類した後、どちらのモードで

も使える動詞があると説明する。

自動詞と他動詞の違いに関して、語尾に1�(�1

�(�1�(�1�(�1�(が付くものが自動詞で、1�Eが付くも

のが他動詞だという説明はあるものの、これは継

続相に限った話であり、その他のアスペクトにな

るとその規則は意味をなさない。そもそも、例

としてあげているものの中で、3�����と�>	=	�、

��@��は逆受動態動詞、-.����と �.����は他動

詞の中間態である。これらは継続相以外では、

いずれも .代名詞を必要とする点では確かに自

動詞だが、異なる活用語尾を持つ。��T� �T�I

E� �E ���=� プログラムの文法マニュアルは、

良心的に考えれば、学習がレベルアップした場

合の文法的説明を割愛して初級レベルの学習を

簡素化しているのだと言えよう。

では、スペイン語話者はたとえば D�!�"に該

当する単語はどのように覚えればいいのだろう

か。�>	=	�と �>	=��3という二つの単語をコン

テクストに応じて使い分けることを覚えねばな

らないのだろうか。また、マヤ語学習者にとっ

てさらに迷惑なことに、多くの辞書では D�!�"

に相当する単語として �>	=	�しか出てこない。

��3 が付いた形はほとんどの場合記載されてい

ないのである。マヤ語話者は動詞の活用システ

ムを知っているため、�>	=	�といった形が分か

れば、�>	=��3は自動的に出てくるので問題はな

い。しかし、現在入手可能なマヤ語スペイン語

辞書で、動詞の適切な活用が導き出せるような

情報が記載されたものは皆無である。スペイン

語の原形動詞の訳が記載されているマヤ語の動

詞は一体自動詞なのか他動詞なのか、はたまた

他動詞の逆受動態なのか、受動態なのか、中間

態なのか全く分からない状態なのである�。そ

�そうした動詞の分類に関する正確な情報が記載された
辞書は �(��	(A 	� ��7������ の � �����
���� 
� ��� ����

うした状況においては、��T� �T�I E� �E ���=�

プログラムのような伝統的なマヤ語文法による

説明は善意によるものというよりは、無責任も

しくは怠慢といった方が正しいのではないだろ

うか。

活用語尾の形態論的特徴から言えば、マヤ語

の動詞は ���他動詞能動態、���受動態、�	�中

間態、��自動詞、���逆受動態、���姿勢動詞に

分類することができる。マヤ語の動詞は語根に

��	-< �3@	-< �		�	�3��< �3���< ��	@	��といった接辞

を施すことで、意味を多様化することができる

が、語尾変化という点ではいずれも上の �つの

いずれかに属している。他動詞能動態だけが8

代名詞を要求するいわゆる他動詞であり、それ

以外は .代名詞を要求する「自動詞」である。

これらの動詞は、最後の姿勢動詞を除いて、

実は態の変換システムによって全て円環的に繋

がっている。他動詞はある操作により「自動詞」

になり、また、「自動詞」は別の操作により他動

詞に変換することができるのである。しかも、

そうした自動詞と他動詞の間での変換は円環的

に連鎖するものである。態変換の基本規則は次

の �つである。

語根他動詞能動態は語根母音を下がり長母

音化すると逆受動態になる。語根母音を下

がり長母音化することが出来ない場合や何

らかの派生操作を受けて他動詞化したもの

には1�Dを付けて逆受動態にする。

語根他動詞能動態は語根母音を上がり長母

音化すると中間態になる。

�������� が唯一である。3��5� 0(B.���� -�(�� ����,� は
����	��
 �� �
��� の出版にあたって動詞には自動詞、他動
詞、再帰動詞のいずれかの情報を付け加えている。しかし、
この分類はおそらくはスペイン語訳の意味から推測しただ
けのものであり、必ずしもマヤ語動詞の活用を反映したも
のではない。たとえば、�� ��（飲む）は他動詞であるとし
ている。だが、この形態は実際には逆受動態動詞であり、目
的語を必要とするいわゆる他動詞ではない。
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マヤ語動詞の循環的派生（態交替）
�代名詞 �� �代名詞 �� �代名詞 �� �代名詞

下がり長母音化 逆受動態
語根他動詞
能動態

上がり長母音化 中間態

声門閉鎖音化 受動態
語根逆受動態 接尾辞 �付加 �他動詞

接尾辞 ���付加 受動態
自動詞 接尾辞 �付加 �他動詞 接尾辞 ��付加 逆受動態

接尾辞 ���付加 受動態

語根他動詞能動態は語根母音を声門閉鎖音

化すると受動態になる。語根母音を声門閉

鎖音化することが出来ない場合は、語根に

�T�を付加して受動態化する。

逆受動態動詞�に接尾辞1$ を付加すると他

動詞能動態になる。

自動詞に接尾辞1�を付加すると使役化他動

詞能動態になる�。

これらの規則は円環的に適用されるため、た

とえば、他動詞 3	-（始める）は、3	-（他動詞

能動態�8代名詞）� 3>	-（他動詞中間態�.代名

詞）� 3>	-（使役他動詞�8代名詞）� 3>	-	@	�

（受動態�.代名詞）のような円環的派生が行わ

れる。

以上は、マヤ語動詞の態交替とでも呼べる現

象の基本的図式である。この図式を理解してい

るだけで、マヤ語動詞の派生操作と活用は比較

的容易になるはずである。たとえば、後述する

活用語尾に関する情報を付け足せば、��T� �T�I

E� �E ���=�プログラムの動詞説明で取り上げ

�スペイン語動詞からの借用語はすべて逆受動態動詞と
みなされる。それゆえ、スペイン語では元々他動詞であっ
ても他動詞能動態として使用する場合には、次の例のように
接尾辞 �が必要となる。!�� 	 "�� � ���� �� �� �������� ����

���� � ���������� � ������� ����
 
#�「ある日のことだが、
王様は他の王たちを招待しようと思った」�0�%(�%	 / -.�$

"���� �����  �!7�
�本来は2	$であるが、	が消失する傾向にある。イツァー・

マヤ語では現在でも 	 を省略しない形が用いられる。

られていた動詞のうち、�.����と ����3では ���

が他動詞能動態の語根であり、�.��がそれから

派生した中間態であること、また自動詞として

紹介されている -.����には -��という他動詞能

動態形、	-	�には 	-という使役化他動詞、他

動詞 �����3には逆受動態の���	がそれぞれ存

在することが容易に推測できる。また、マヤ語

話者にしか使えなかったマヤ語・スペイン語辞

書でもかなりの程度で使いこなせるようになる

だろう。

実際は上の規則に従わない、あるいは適用で

きない場合が出てくる。たとえば、他動詞 	@	�

（言う）は語根の母音がすでに声門閉鎖音である

ため、母音の変形操作ができない。そのため逆

受動態化には接尾辞1�Dの付加 �	@	�	-�、また受

動態化には接尾辞 �T�の付加 �	@	�	@	��による

変形操作が適用される。こうした事例の中には

不規則動詞とみなすべきものもあるし、また例

外規則を設定しなければならないものもある。

��T� �T�I E� �E ���=�プログラムが紹介す

る 3�����や ��@���3にも実はそうした問題が含

まれている。3�����は他動詞 3��の逆受動態で

あるが、普通は不必要な���が付いており、し

かもこの���は継続相以外でも落ちない点から

言って、不規則形である（規則的には 3���に

なるはずである）。また、��@���3は逆受動態動
	マヤ語の動詞語根に子音が二つ連続するものはないの

で、�$�%��� は �$�%����� であることが分かる。
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詞 ��@��から派生した他動詞能動態であるが、

語根の最後の子音 (が消滅している。子音 (は

語末や子音が連続する場合、口語においては消

滅する傾向にあるので、��@��は単に不規則形

であるとは言い難い。そこでここでは、筆者が

動詞活用辞書を作成する過程で遭遇した、上記

の規則に従わない例外的な事例を検討しておき

たい。

�	�他動詞性の揺らぎと接辞 $

不思議に思うかも知れないが、ある動詞が他

動詞であるか「自動詞」であるかに関しては実

はマヤ語話者の間でも揺らぎがある
。当然、他

動詞であるか「自動詞」であるかによって、態変

化のための変形操作が異なってくる。マヤ語学

習者をもっとも悩ませるのは、語根母音が声門

閉鎖音であるタイプ �',T,'�と上がり長母音

であるタイプ �' U,,'�の動詞だ。これらの動詞

は音型だけから態を推測することはできない。

他動詞能動態の場合もあれば、逆受動態の場合

もあるのである。マヤ語話者は音型ではなく経

験的にどちらであるかを知っている��。しかし、

社会的に共有されるその他動詞能動態と逆受動

態の区別は社会的集団間の時間的及び空間的隔

たりの中で違いを生むことがある。それゆえ、

マヤ語社会内部でも他動詞性の認識に揺らぎが


?�D��� ������ !�2!,�はイツァー・マヤ語に関して、あ
る種の動詞では他動詞的用法において接辞の � を付けた形
と付けない形の二つがあることを報告している。しかし、
なぜそうした揺らぎが生じるかに関しては全く説明してい
ない。

��名詞を動詞として使う場合には逆受動態が基本形であ
り、他動詞として使用する場合には接辞 � が必要である。
たとえば、細かい粉や篩いを意味する �.�/ は「篩にかけ
る」��.�/�� という動詞として使うことができる。そうし
た具体的なものとしての名詞を持たないものは本来他動詞
なのかもしれない。元々はそうした意味レベルにおける差
違が態を決定しているのかもしれない。しかし、意味は社
会文化的に決定されるものであり、他言語―すなわち、学
習者あるいは言語学者―の意味体系による推測は無意味だ。
3��5� 0(B.���� ����,� が �� �� を他動詞としたのもそう
した誤った推測によるものであると言えよう。

存在するのである��。

たとえば、ブリッカー等の辞書 ������では他

動詞と逆受動態は同型であるとされている�>	�

（まき散らす）、�>	�@（罠にかける）、8A�-（調

べる）に関して、私とともに動詞活用辞書の作

成に携わっている学生たちは、それらを他動詞

能動態として用いるには接辞 $を必要とすると

言う。また、
�	@	
�（噛む）、�	@	
�（引っ掻

く）、����（揺さぶる）、���@（飛び跳ねる）、���3��

（考える）、���3@（取り払う）に関しては $を伴

わない形と伴う形の両方があるという判断を下

した。一方、ブリッカー等が他動詞能動態形で

は接辞 $を必要とするとした動詞群では、��@��@

（皮をむく）、��-��（追い立てる）、��@�
�@（吹き

出る）、��@��@（砕く）が接辞 $なしでも使える

という判断を行った。

なぜこうした他動詞性の判定に揺らぎが生じ

るのかは現段階では分からない。欧米言語にお

ける名詞のジェンダーが恣意的に決定されてい

るのと同様に、マヤ語の他動詞性の判定も恣意

的であり、その判定が社会的に継承されている

にすぎない。その継承の段階で生じたエラーあ

るいは意味の変化と考えるのが妥当だろう。言

語は時間の流れの中で変化するものである。意

味はもちろん統語規則、音韻体系にすら変化は

発生する。言語学者たちが地方的変種として片

付けてしまいがちなこうした事例は、マヤ語の

��他動詞性の判定に止まらず、どの形を他動詞能動態形
とするかによって、逆受動態への変形操作が異なることも
動詞活用における揺らぎ（バリエーション）を生むもう一つ
の原因となる。たとえば、イツァー・マヤ語において �� ��

（飲む）は他動詞的用法においては �� ��� と �� � の二つが
可能だ。�� ��� は �� �� が逆受動態であるという判断の下
に他動詞化接辞の � が付いた形だが、�� �� を他動詞と捉
えるようになると、強勢のない母音が消滅し �� � となる。
元々、�� �� は動詞 �� に名詞化接尾辞 &� が付いたもので
あると考えられるため、ユカタン・マヤ語では �� �� から派
生辞を取り除いた �� が他動詞の語根として使われる。ブ
リッカー等の辞書にも記載されているように程度や頻度の
副詞が付加されると、さらに �� � という形まで可能になる。
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一つの通時的変化として理解する必要があるの

ではないだろうか。ただ、ある動詞の活用に接

辞 $を必要とするかしないかという問題は、動

詞の他動詞性の判定による以外にも、実は接辞

$の例外的な使用規則から生じた一つの統語論

的発明である可能性も否定できない。

逆受動態を能動態化するために用いられる接

辞 $は本来接辞 $を必要としない他動詞能動態

にもつけられることがある。たとえば、次の文

章における動詞 3��（売る）は他動詞の能動態

である。

B�� �>	�	- 3����3 � �	3@���@� �;3�+�: ������

「私は肉を全部売ってしまう」

この例では 3��の前に副詞の �>	�	-（全部）

が付いている。その意味ではこの �>	�	-と 3��

が合体した �>	�	-�3��という熟語的な動詞で

あると見なすのが正しいのかも知れない。程度

を表すある種の副詞が他動詞の能動態に前置さ

れる場合には接辞 $が付加される傾向にあるの

である。ただし、それはオプショナルであり、

義務的ではないようだ。スペイン語において接

続法を用いても直説法を用いてもどちらでもよ

いような場合に似て、その使い分けには話者の

表現におけるウィット的な機微が働く場である

と言えよう。

先に紹介した接辞 $をつける場合とつけない

場合があると学生たちが判定した動詞群にも同

様の統語論的差違を利用した新たな意味の生成

を垣間見ることができる。ある学生は接辞 $の

あるなしで意味に違いが生じると説明した。た

とえば、��@��@�3は砕かれるものが大きい場合、

もしくは砕くこと一般を指すのに対し、��@��@��3

は細かく砕くことを表すのだという。つまり、

砕くことの様態の差を接辞 $で表そうとしてい

る。この用法は他の動詞にも適用可能であると

いう。また、���3@�3（取り除く）では取り除くた

めに用いるものは不明であるのに対し、���3@��3@

の場合には何を使うかは明らかであるという説

明をした学生もいた。こうした用法はマヤ語研

究者からはいまだ報告されておらず、マヤ語社

会全体で一般化したものであるのかは分からな

い。ただ、これらの事例が示す事象は接辞 $に

よる意味世界の再分節化によって可能になるも

のであり、その用法―それは同時に動詞の活用

法でもある―を知らなければ見えてこないもの

である。

なお、辞書に掲載されている動詞の中にも、

受動態を他動詞能動態として活用させるような

事例もある。その場合、意味領域は共通すると

ころがあるものの微妙に異なっている。もしか

したら、マヤ語は、動詞の態の入れ替えという

統語論的な操作に、単に動作主や被動作主の焦

点化を行う以外に、意味領域をずらすという文

学的修辞法をも見出してきたのかも知れない。

��時制とアスペクト

最初に述べたようにマヤ語の動詞は時制を表

さない。むしろ、動作・行為が継続しているか、

終了しているかといったアスペクト（相）を表

す。活用語尾の形態から見て、マヤ語動詞のア

スペクトは未然相、継続相、終了相、結果相を

想定するのが妥当だろう��。未然相は基本的に

は動作・行為がまだ起きていない状態を表す。

��言語学者たちは通常、未然相、継続相、終了相の  つ
だけをアスペクトとみなす。ここで結果相と呼ぶものは結
果を表す分詞とみなし、相には加えていない。しかし、動
詞の活用システムから考えた場合、他の変化型と同列に扱
う方が学習上、合理的であると考えられるので、ここでは
敢えて「相」としている。なお、これらの用語は便宜的な
ものである。スペイン語でも様々な呼び名があるが、それ
ぞれ、$�+E����=�A �������	��=�A �����	��=�A ��(������� に相
当すると理解していただきたい。スペイン語文法が持つ既
成の文法的枠組みを無効化するため、ここでは敢えてこう
した名称を用いた。なお、現在作成中の動詞活用辞典では、
�((	��A �������	��=�A �����	��=�A ��(������� というスペイン
語を使用する予定である。
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マヤ語動詞活用の基本構造

様態辞＋ 8人称代名詞 ＋ 動詞語根 ＋活用語尾＋ .代名詞

未然相 継続相 終了相 結果相

他動詞 -����� 3�'������ - �� 3�'������� -����� 3�'������� -����� 3�'��������

自動詞 -��� 3�'�'&����� -0� 3�'�'&�� �-���� 3�'������ -��� 3�'�'� ������

3�動詞語根A 0� � ��� 代名詞 �主格�A ��� 代名詞 �目的格�A -�様態辞・副詞A '�活用語尾（相および態）A

F�動詞語根と同じ母音

継続相は一旦起こった動作・行為がまだ終了し

ていない状態である。終了相は一旦始まった動

作・行為が終了したことを表す。また、結果相

は動作・行為がすでに起きてしまったことを示

す。これらの相は必ずしも、話者を中心に据え

た時間軸としての現在・未来・過去に対応する

訳ではない。未来の事柄に対しても、終了相は

使われる。たとえば、ユカタンのスペイン語で

は未来完了の意味で点過去を使うことがある。

「明日午後１時くらいに迎えに行こうと思うけ

ど、昼飯はもう食べ終わってるか」という意味

で、VP� �����$�Nと言う。マヤ語の終了相を点

過去とみなしたことによる言い回しである。

マヤ語の動詞は、動詞語根を核にして、その

前後に様態を表す接辞もしくは副詞、人称代名

詞、相および態を表す活用語尾を付加すること

によって活用する。なお、この場合の動詞語根

とは態などの変化ないしは派生を済ませたもの

であり、意味論的な語根ではない。たとえば、

先ほど見た他動詞化接辞 $は動詞語根の一部と

みなすものとする。動詞の活用において、通常、

活用語尾と .代名詞はこの動詞語根にくっつけ

た形で一つの単語として表記され、様態辞と 8

代名詞は動詞からは切り離される。様態辞が副

詞である場合には、副詞と8代名詞は切り離し

て表記されるが、継続を表す様態辞 E、終了を

表す $、完了を表す $�Tだけは代名詞とくっつい

た一つの単語として表記される。

これら つの相はそれぞれ次の表のような組

み合わせによって構成される。未然相と結果相

では様態辞には音声としては現れない空記号が

用いられる。すなわち、不要である。また、他

動詞の未然相と自動詞の終了相における活用語

尾も同様に空記号である。活用語尾は、他動詞

では未然相が空記号、継続相が �3、終了相が 	-、

結果相が �	-である。一方、自動詞の活用語尾

は動詞の態によって異なるが、次の接辞を持つ

点で共通である。自動詞の活用語尾には未然相

には C3、継続相にはC�、終了相には空記号、結

果相には 	@	�が必ず現れる。

上述の通り、これらの活用語尾は必ずしも時

間的順序を表さない。時間的順序はむしろ文脈

と時間を表す副詞によって示される��。従来の

マヤ語文法では、現在時制は様態辞 Eによって

��マヤ語には様態辞を使えない文型が存在する。その場
合には、活用語尾が時間的順序のマーカーとして機能する
ことになる。マヤ語は F>< 型の言語であり、主語は動詞
に後置するのが基本文型である。F>< 型であるがゆえに、
目的語ないしは主語を動詞の前に移動させることでそれら
を強調することが可能となる。しかし、動詞の後ろにある
名詞を一つ動詞の前に移動させてしまうと、それが目的語
であるのか主語であるのかが分からなくなる場合がある。
そうした曖昧性を排除する仕組みとして、現代マヤ語では
次のような規則を設けている。基本文型において動詞の後
ろにあるべき名詞のうち一つを動詞の前に移動させた場合、
それは目的語である。主語を動詞に前置する場合には、そ
れが主語であることを明示するために様態辞を空記号化す
る。そうすると時間的順序が示せなくなってしまうので、
活用語尾が継続相である場合は現在の事柄、未然相である
場合には過去の事柄を表すものとする。
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自動詞の活用語尾：相と態のマーカー

態マーカー 未然相 継続相 終了相 結果相

語根自動詞 1 �C3 �C� � �	@	�

他動詞中間態 語根母音上がり長母音 �C3 �C� � �	@	�

他動詞受動態 語根母音声門閉鎖音

（結果相では短母音）

�C3 �C� � �	@	�

他動詞受動態 �T� �	@	3 �	@	� �	@	� �	@	�

逆受動態  ���	-#	3 � ��	- ��	-	@	�

姿勢動詞 $�( ��	3 ��	� ��	- ��	-	@	�

状態動詞 $�1 �	3 ��	� �	- �	-	@	�

表されるとされる。また、過去時制には接辞 $が

用いられ、未来時制には ����が使用されると説

明される。そして、この様態辞 Eは必ず継続相、

様態辞 $は終了相、様態辞 ����は未然相（スペイ

ン語では接続法と呼ばれている）を要求するの

で、スペイン語の動詞が持つ時制と一致してい

るかのように見える。だが、マヤ語動詞の活用

が時制概念と一致するのはここまでである。そ

の他の様態辞では時制による説明は破綻を来た

してしまう。たとえば、行為がすでに終了した

ことを表す様態辞に �@�@�3がある。この様態

辞は活用語尾に継続相を要求するのである。ま

た、動作が近い過去において行われたことを表

す様態辞 �>	��も同様に継続相を取る。さらに

動作や行為が開始したことを表す様態辞 -�@��@

や 3>	-、�A�3も同様に継続相を必要とする。

なお、上の図式に従った場合、機能的には何

らかの様態を表す様態辞とみなせる語彙の中に

は、それ自体が副詞ないしは形容詞として機能

するものもある。つまり、それ自体が相を持つ

のである。たとえば、義務を表す �	�（動詞の

活用語尾には継続相を要求する）は現在の時制

に対して用いられ、過去の時制には �	��	#-�@と

いう終了相の形に変化する。さらに、未然相の

�	�	3という形でも使用される。

���自動詞の態マーカー

すべての自動詞は相のマーカーとして活用語

尾に C3、C�、�、	@	�を持つが、態を表す個別の

マーカーが活用語尾に付け加えられる。上の表

はその一覧表である。語根自動詞とは ���（行

く）やA����（落ちる）のような、ある他動詞か

らの派生を必要としない、元々自動詞であるも

のだ。他動詞の中間態は語根母音が上がり調子

の長母音が態のマーカーとなるが、元々自動詞

であるものにもA����のように語根母音が上が

り長母音のものもあり、態としての両者の区別

は必ずしも明確ではない。また、語根母音を声

門閉鎖音化させた他動詞の受動態にあっても、

元々受動態であったことが忘れられ、�@�@�3��

（終了する）のように自動詞として使用される

ものもある。活用語尾の形態から見た場合、こ

れら 	者は全く同じ扱いであると言えよう。な

お、これら自動詞の結果相では 	@	�の前に 	-

が付加され、	-	@	�のようになることもある。

たとえば、���の結果相には ���	@	�< ���	-	@	�

さらには 	-の 	が消失した ���-	@	�のバリア

ントがある。
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語根母音の変形操作ができない他動詞や、逆

受動態あるいは自動詞から派生させた他動詞を

受動態化する場合には、相を表す活用語尾の中

に声門閉鎖音 	@	を持たせている。また、逆受

動態では相を表すマーカーの前に付加される接

辞 �	-が態のマーカーである。厳密に言えば、

命令法では ���が語根に付加されることを考え

れば、�が逆受動態のマーカーである。同様に

姿勢動詞 �-�"3� ������� �(�と呼ばれる動詞で

は接辞 � がこの動詞のマーカーとなっている。

なお、継続相では �ではなく、�となる。ただ、

マヤ語話者はそうした認識はおそらくしないだ

ろう。むしろ、活用語尾 �	�を姿勢動詞継続相

のマーカーとしてとらえているようである。

姿勢動詞とは、横になるやうつぶせになるな

ど、身体が置かれた状態を表す動詞群である。

身体の姿勢だけでなく、ものの状態を表すよう

な場合にも使われることがある。その拡張適用

として普通の形容詞に活用語尾 �	�を付けて動

詞化することが可能である。たとえば、赤色を

表す 
�	3に �	�を付けて 
�	3�	�とすると、そ

れは「赤くなる」という動詞になる。こうした

形容詞から派生させた姿勢（状態）動詞の活用

語尾はもともとは 	3< �	�< 	-< 	-	@	�であった

と推測されるが��、現在では、この活用形はほ

とんど用いられない。そのかわりに、マヤ語言

語学者たちが起動 �� ���$�-��動詞と名付けてい

る、接尾辞 
�	-をマーカーにする形が使われ

る。すなわち、形容詞型姿勢動詞では 
�	-	3<

�	�< 
�	-< 
�	-	@	�が用いられる。なお、継続相

では、�	�の代わりに 
�	-	�という形が使われ

ることもある。

��イツァー・マヤ語では、今でも形容詞から派生させる起動
動詞では接辞 ���� を使わないこの形が用いられる �?�D���

����� ことを考えれば、���� を使う形はイツァー・マヤ語
とユカタン・マヤ語が分派して以降にユカタン・マヤ語に
生じたものであることを示している。

���派生動詞

マヤ語では語根にある種の接辞を付加するこ

とによって動詞に特別なニュアンスを持たせる

ことができる。また、形容詞や名詞などにある

種の接辞を付加することで、動詞を派生するこ

ともできる。接辞 
�	-による起動動詞もその一

つである。主要なものをいくつか上げておこう。

動作・行為が突然もしくは一気に起こること

を表す場合、接辞 3@	-が用いられる。この派生

動詞は自動詞であり、活用語尾は 3@	-	3< 3@	-	�<

3@	-< 3@	-	@	�となる。また、3@	-を 3@�に変え

ることで他動詞化が可能である。

言語学者たちが �!� $(���受動態と呼んでい

る �@	-は独りでにあるいは自動的にある状態に

なることを表す接辞である。この動詞も自動詞

であり、活用語尾は �	-	3< �	-	�< �	-< �	-	@	�と

なる。この派生動詞を他動詞化する場合には、

�	-が ��になる。

接辞 		�3�� は動作が繰り返し行われること

を表す。この接辞による派生動詞は逆受動態で

ある。

また、3���< 3����あるいは 3���< 3����を用

いると形容詞もしくは名詞から「～にする・な

らせる」という意味の使役的な他動詞を派生さ

せることができる。これらは 3����3���に他動

詞化マーカーの �と $が付いた形だが、これら

の使い分けは日本語の「～にする」と「～にな

らせる」に準じればよさそうである。つまり、

3����3���は外的な力によってものの特性を変

更する場合に、また 3�����3����はもの自体に内

的に特性を変更させるように働きかける場合に

用いる。

���命令法

命令を表す叙法としては次にあげる活用語尾

が用いられる。二人称複数に対する命令ではこ
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れらの活用語尾の後ろにさらに .代名詞の一部

である �@�=が必要である。なお、動詞の後ろに

何の単語も現れない場合は、終辞の �@（命令法

に関しては、慣例的に �-と表記される）が付加

される。

態 マーカー

他動詞能動態 1�

自動詞 ���

受動態 ��T�� �	@	���

逆受動態 ����

姿勢動詞 ����

おわりに―表記法に関して

これまでに見てきた規則を適用すれば、ほと

んどの動詞を活用させることができる。ただし、

音形だけから、動詞の態が一義的に決定される

訳ではないので、各態における語根が分からな

ければ活用させることはできない。先の述べた

とおり、そうした態に関する情報が記載された

辞書は ."��E�": �$ �(� ������だけである。マヤ

語教育を推進するためにはスペイン語による同

種の辞書の整備が不可欠であろう。

また、先にも述べたとおり、ここで紹介した

規則に従わない形で動詞を活用させる場合があ

る。それらの中には全くの不規則動詞として扱

うべきものもある。たとえば、自動詞 ���（行

く）は未然相・継続相・終了相のすべてが ���で

あり、命令法は =�@��である。これらは明らか

に不規則である。ところが、���を他動詞化す

ると �����#とはならずに、��となる。マヤ語

ではある種の子音は子音が連続する環境におい

て前者が消失する傾向にあることを考えれば、

それ不規則動詞とするのはメリットとデメリッ

トが相半ばする。

��T� �T�I E� �E ���=�プログラムに紹介さ

れている ��@��の他動詞 ��@��は本来 ��@���で

あり、実際そのように発音されることもある。

つまり、本来は存在するはずの子音が口語にお

いては、また人によっては、発音されないだけ

の場合がある。そうした語彙形態論レベルの子

音が人々の意識においてどれだけ想定されてい

るのかは実際のところ不明である。それゆえ、

そうした音声変化（子音の消失）をすべて表記

に反映することは事実上不可能であるし、また

できたとしてもそれは表記法を煩雑にするだけ

だ。ましてや、��@���と ��@��は地域的なバリ

アントであるとみなすのは不毛であろう。それ

はマヤ語の標準語化を阻害する要因にしかなら

ない。むしろ、標準語化を進めるという意味で

は、動詞の活用形は語彙形態論上本来存在する

子音をそのまま残した形の表記を採用した方が

いいのではなかろうか。アルファベットは言語

を音声的に忠実に表記するものでなければなら

ないとする発想がマヤ語言語学者だけでなく、

マヤ語教育関係者にはあるように思われる。し

かし、教育現場においてはむしろ動詞の活用シ

ステムをきちんと教え、その上であるいはそれ

と同時に正書法を教えることの方が、より実践

的ではないだろうか。
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