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1. 「アカン語とンゼマ語の可譲渡／不可譲渡名詞」 

古閑恭子 AA 研共同研究員（高知大学） 

１．はじめに 

世界の多くの言語で、可譲渡／不可譲渡名詞の区別が見られるが、アフリカの多くの言語でも

可譲渡／不可譲渡名詞の区別が認められる(Creissels 2000: 249)。本発表ではアカン語（Akan：

ニジェール・コンゴ語族クワ語派）1 とンゼマ語（Nzema：ニジェール・コンゴ語族クワ語派）

2の可譲渡／不可譲渡名詞を取り上げ、その音韻・形態論的特徴を提示する。アカン語では可譲渡

／不可譲渡名詞の区別は声調面にのみ現れるが、ンゼマ語は音韻・形態両面に違いが現れる。意

味的には、ンゼマ語では両者の区別の規準はかなりはっきりしているが、アカン語では身体部位

を表す語のほとんどが可譲渡名詞に分類されるなど、規準がはっきりしない。 

 

２．アカン語の可譲渡／不可譲渡名詞 

アカン語では、主に親族を表す語からなるグループ（不可譲渡名詞）が、その他の語からなる

グループ（可譲渡名詞）と所有構文において対立する。不可譲渡名詞はこれまで 100 語くらい見

つかっている（普通名詞 544 語中）。以下は可譲渡名詞と不可譲渡名詞の例。 

 

可譲渡名詞：bɔ́tɔ́「袋」，ǹgʊ́má「革」，sìká「お金」，ǹtʊ̀má「布」，ɔ̀pɔ̀ǹkɔ́「馬」，èwú!rá「雑
草」，sófì「シャベル」，sɪ́!káń「刃物」，àpètèhyì「蒸留酒」，ètí「頭」，ànʊ́ʊ́「口」，ǹsá「手」，
sɪ̀rɛ̀「太もも」，dòm̀pé「骨」，èmó!gyá「血」，àtàbáń「翼」，bàbàsʊ̀「性病」，bʊ̀sʊ́!mɪ́「月」 

不可譲渡名詞：pàpá「父」，mààmɪ「́母」，ònúá「兄弟姉妹」，sɪ̀wáá「オバ」，òwúrà「主人」，
èfı ı́  「́垢」，ɛ̀náḿ「肉」，ɛ̀pʊ̀「海」，ǹsa ́「酒」 
 

なお、ここでいう可譲渡／不可譲渡名詞は、Dolphyne (1988)による Class I／Class II に対応

する。私とは逆に、Dolphyne (1988)は身体部位を表す語を含む Class I が不可譲渡名詞であると

する。しかし、Class I の方が圧倒的に数が多いこと、Class II に属すのが主に親族を表す語であ

ることから、実際は Class II が不可譲渡名詞であると考えられる（古閑 2009. なお、エウェ語

                                                        
1 タノ小語群(Tano)アカングループ(Akan)。ここで提示するのはアサンテ方言(Asante)のもの。 
2 タノ小語群ンゼマ・アハンタグループ(Nzema-Ahanta)。ガーナ最大の民族語であるアカン語(Akan)とりわけフ

ァンテ方言(Fante)の影響を受けているといわれる(Berry 1955: 160)。 
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（Ewe：ニジェール・コンゴ語族クワ語派）のように身体部位名称が可譲渡名詞に分類される言

語もまれにある(cf. Ameka 1996)）。 

 

2.1 可譲渡／不可譲渡名詞の音韻論的特徴 

不可譲渡名詞も可譲渡名詞も、所有構文は所有者名詞と被所有名詞の並列という形を取るが、

下表のように声調面で両者は異なる。不可譲渡名詞の語根頭の高声調は、もともと所有接語が持

っていた浮き高声調が語根頭に実現したものである。不可譲渡名詞ではそのような変化がない

(Dolphyne 1986, 1988, 古閑 2009)。 

 

 表１ アカン語の可譲渡／不可譲渡名詞 

可譲渡名詞 不可譲渡名詞 

1. 所有接語の声調は L。 1. 所有接語の声調は H。 

2. 語根頭の声調は H。 2. 語根に声調の変化は起こらない。 

3. 語根頭にダウンステップが起こらない。  3. 語根頭にダウンステップが起こる。 

kotodwé  ‘knee’ maamɪ́  ‘mother’ 

ni=kótodwé  ‘his knee’ nɪ́=maamɪ́  ‘his mother’ 

Kofí kótodwé ‘ Kofi’s knee’ Kofí maamɪ́  ‘Kofi’s mother’ 

Siká  ‘money’ papá  ‘father’ 

ni=sí!ká  ‘his money’ nɪ́=papá  ‘his father’ 

Kofí sí!ká  ‘Kofi’s money’ Kofí papá  Kofi’s father’ 

n-sá  ‘hand’ n-sa ́   ‘liquor’ 

nɪ=n-sá  ‘his hand’ nɪ́=ń-!sa ́   ‘his liquor’ 

Kofí ń-sá  ‘Kofi’s hand’ Kofí ń!sa ́   ‘Kofi’s liquor’ 

e-tí  ‘head’ ԑ-ná  ‘mother’ 

ni=tí  ‘his head’ nɪ́=!ná  ‘his mother’ 

Kofí tí  ‘Kofi’s head’ Kofí !ná  ‘Kofi’s mother’ 

 

 今回名詞のデータをまとめていたところ、以下のような第３タイプの声調特徴を示すグループ

が見つかった。このグループでは、所有接語の声調が L である点、語根頭が H になる点は可譲渡

名詞と同じであるが、もともとの声調に関わらず語根第２音節以降が L になる。15 語ほど見つ

かっている。 

 

(1) tɛkrɛmá  nɪ tɛ́kɪrɛma  

‘tongue’  ‘his tongue’ 

apantáń  n'apáńtan  

‘jaw’   ‘his jaw’ 

sisíé   ni sı́́si  

‘waist’   ‘his waist’ 

 

他に以下の語がある。 

 

kʊkʊ́ɔ́   chest 
enú!fʊ́ɔ́  breast 

ofúró   stomach (of animals) 
funumá  navel 
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nsʊ́nʊ́   guts 
abɛ́-ń!kwáń palm soup 
atabáń  wing 
abɛbɛ́ń  horn 

nhíní    root 
asɪ́      in-law 
adamfʊ́ɔ́  friend 
mfímfĩı  ́  middle 

 

2.2 可譲渡／不可譲渡名詞の意味的規準 

 ３に取り上げるンゼマ語の可譲渡／不可譲渡名詞の意味的規準はかなりはっきりしてい

るが、アカン語の可譲渡／不可譲渡名詞の意味的規準ははっきりしないところがある。親

族を表す語は不可譲渡名詞に含まれるが、最も理解しがたいのは、身体部位を表す語のほ

とんどが可譲渡名詞に分類されることである（なお、エウェ語（Ewe：ニジェール・コンゴ

語族クワ語派）のように身体部位名称が可譲渡名詞に分類される言語もまれにある(cf. 

Ameka 1996)）。なぜ身体部位名称が可譲渡名詞なのか、調べる必要がある。また、米、塩な

どの食料や羊、象などの動物、海、水、火などの自然現象に関わる語など譲渡可能ではな

いかと思われる語が不可譲渡名詞の大半を占める点も気になる。以下はこれまで得られた

不可譲渡名詞のリスト（親族、部分、感情、知覚、分泌物、器官、空間、属性など？）。 
 

nnwíí   hair 
ɛdwɪńɪ́  white hair 
ahʊ́rɔ́   phlegm 
efı ı́  ́     filth, dirt 
ekyíḿ   bone marrow 
ɛnáḿ   flesh, meat (of men, animal) 
ɔyáḿ   ring worm 
ekúró   wound, sore  
etwa ́    scar 
ntɪ́ɛ́     tribal mark  
ɛkáḿ   tribal mark 
ɔhʊ́nʊ́   swelling 
adúró  medicine 
ɛmʊ́ʊ́   rice 
ɛsáḿ   flour 
nkyɪ́nɪ ́   salt 
ngʊ́     palm oil 
an'wá   oil 
nsa ́     liquor 
nkwáń  soup 
á!kó    parrot 
átʊrʊ́!hwɪ́ɛ́ a kind of sparrow 
ebúó   nest 
asɔ́    hoe 
agyáń   arrow 
ɛtáḿ   loincloth 
ɛkyɛ́    hat 
adɪ́ɛ́    thing 
ánansɪ  spider 
mfa ́     guinea worm 
edwíé   louse 
esíé    termites' nest 
ɛbɔ́ń   hole 
ámanɪ ́   herring 
adwɪńɪ́  a kind of river fish 

n'wá    snail 
abʊ́á   animal 
odwáń  sheep 
ɔsʊ́nʊ́   elephant 
ɔtwɪ ́    a kind of antelope 
ɛkʊ́ɔ́    buffalo 
odwáń-!nwíí  wool 
odwáń-ń'wʊ́má sheepskin 
ɛhá    hunting 
áń!k ́rɛ́  drum can, barrel 
ɛdáń-sʊ́  roof 
ɛbáń   wall, fence 
ɛpʊ́nʊ́   door, gate 
ɛdáń   house, room 
árupre  airplane 
ɛhyɛ́ń   ship 
ɛtʊ́ɔ́    tax 
ɛbʊ́ɔ́   price 
ɛs ́rɛ́   long grass 
ɛs ́rɛ́ḿ  savannah 
abɛ́    oil palm 
abá    seed 
ɛhʊ́nʊ́   bark, skin (of fruits) 
afúó    field, farm 
ɛkwáń  way, direction 
ɛtwɪ́nɪ́   bridge 
nsú-ánʊ́  riverbank 
ɛpʊ   sea 
nsúó  water 
ɛbʊ́ɔ́  stone 
nsʊ ́ ʊ ́   ashes 
egyá   fire 
ahúḿ  storm 
ɛbɔ́   fog 
ewíéḿ  sky, weather 
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nsʊ́nʊ́má star 
ɛdá   day 
afɪ́   year, age 
ɛkyɪ́ná  tomorrow 
nnɛ́   today 
ɛbɪŕɪ́  time 
ɛfa ́    half 
nyináá  all  
ebí   something 
ɛkáń  first 
ekúnú  husband 
papá  father 
agyá   father  
wɔfa  uncle 
maamɪ́  mother 
ɛná   mother 
sɪwáá  aunt 
maamɪ́-!núá mother's sister/brother 
papá-!núá father's sister/brother 
ɛna-yɛ́ motherhood 
naná  grandparent 
nana-bɛ́ɛma grandfather 
naná-baa grandmother 
naná-maamɪ́ great-grandmother 
asɪ́   in-law 
onua-bá nephew, niece 
sɪwáá-bápaternal cross cousin 
wɔfa-bá maternal cross cousin 
atá   twin (boy)  
onúá  brother/sister 
onúá-bɛ́ɛma brother 
onúá-baa sister 
onúá-pányíń elder brother/sister 
onúá-bɛ́ɛma-pányíń  elder brother 
onúá-baa-pányíń elder sister 
onúá-kɪt́ɪ́ẃá younger brother/sister 
ntɔ́ń   clan 
ɔmáń  nation, kingdom 
ɔmáń!níí  citizen 
ɔmáń-bá  citizen  
ɔmáń-mú region 
emúḿ   dumbness, dumb person 
ɛdáḿ  madness 
ofrí    albino 
níní   male (of animals) 
ɔbáá   female 
ɔbaa-yɛ́ womanhood 
ɛdɔ́ḿ  group of people  
asɔ́rɪ́-díń Christian name 
ɛbɛ́   proverb 
ɛfa ́    the other side of a thing 
ɛfɔ́ḿ  ground, bottom, down 
ɛfʊ   advice 

ehwa ́   smell 
ehwáḿ  scent 
nka ́    smell  
ɔka ́    saying 
ɔháḿ  quarrel 
nkúró  complaint, dispute 
nkɔ́ḿ  oracle 
ɛnwʊ́ḿ  song 
ɛnwʊ́ḿ-!tʊ́ɔ́ singing 
asá   dance 
ɛfɪ́ɛ́   the vomit 
esṹṹ  crying, crying voice 
ehṹṹ  fear 
etúó   gun 
nná   sleep 
ɛkɔ́ḿ  hunger 
ɔpɛ́   liking, love 
ɔtáń   hatred 
otúó   flying 
ɛpɔ́   knot, plot 
nkwa ́   life 
ɛká   debt, borrowed item 
awʊ́ɔ́  childbirth 
onyíń  growth 
owúó  death 
efúnú  corpse 
ayíé   funeral  
agʊ́rʊ́  play, game 
áḿpɪ ́  a kind of game 
edwá  public assembly 
ɔkʊ ́ ʊ ́   war, fight 
adwɪ́ń  mind, thought 
ɛyá   (physical) pain 
ɛyá!ẃ  (mental) pain, grief 
ɔháẃ  worry, distress 
ɔdɛ́   sweetness, taste 
ntɛ́ḿ  early, quickly, quickness 
ɔfɛ́   (of things) beauty 
ɛhyɪ́ẃ  heat 
enwúnú  shade 
awɔ́   coldness 
esúḿ  darkness 
ntíní  vein, tendon 
ebíní  stool  
ɛwá   cough 
adwɪ ́  kernel of oil palm 
afɪ ́ɪ ́   comb 
ɛfɔ́ḿ  (on the) floor, (on the) ground 
adwá  stool 
asá   saloon 
mpá   bed, mat 
nná   grave 
ɛdɔ́ń  bell 
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abɛ́ń  horn 
ɔsá   war 
asɛ́ḿ  story 
ekyíní   stroll  
ɛtá   pestle 
ɔbɔ́ń   vally  
ɔka ́    ditch 
nsúó-ágyá bank, shore 
nsúó-ánʊ́ bank, shore 
ahúró  foam, bubble 
ɛpɛ́   harmattan 
ɛhyɪ́ẃ-!bɪ́rɪ́ hot season 
áńkʊ ́ -náḿ loner 
owúra  master 
ɔhɪ́nɪ́  king, chief 
ewíásɪ ́ world 
edwá  market 
edwóḿ market (place) 
ɛhyɪ́ɛ́  border 

atɛ́ḿ  insult 
at ́rɔ́   lie 
ɔdɔ́   love 
asɔ́rɪ́  prayer, worship 
ɔsʊ́ḿ  religion 
akɔ́ḿ  possession 
anyáń  witch, wizard 
adʊ́ḿ  grace, favour 
kyɪ́ɛ́   capture 
adɔ́   mowing, weeding, cultivation 
apáḿ  cultivation 
ɛbɔ́   promise 
ɔfʊ́ḿ  mistake 
esíní  remnant (of a whole) 
mpáń  emptiness 
ohúnú  nothing 
nkó   sleepiness 
amó   conguratulation

 

３．ンゼマ語の可譲渡／不可譲渡名詞 

ンゼマ語に可譲渡／不可譲渡名詞の区別があることは、Chinebuah (1971)によって指摘

されている。ただ、Chinebuah は、不可譲渡名詞の形態論的特徴を示したが、音韻論的特

徴は示されていない。ここでは、私のデータを用いて、ンゼマ語の可譲渡／不可譲渡名詞

の音韻・形態論的特徴を提示する。 

 

3.1 不可譲渡名詞の音韻・形態論的特徴 

不可譲渡名詞は以下の 36 語が確認された3。これらは音韻・形態論的特徴から 2 グルー

プに分類される。 

 
表 2 不可譲渡名詞 

I-iグループ   

ètìlè 「頭」 ɛ̀fʊ ̀kálɛ̀ 「頬」 ɛ̀kʊ̀tʊ̀álɛ̀ 「臍」 
ɛ̀wʊ ̀mál
ɛ̀ 

「額」 ɛ̀kɔ̀mɪ̀lɛ́ 「首」 ɛ̀sàlɛ̀ 「手」 

ɛ̀nyɪ̀lɛ̀ 「目」 
ɛ̀kɔ̀mɪ̀zá
lɛ̀ 

「喉」 ɛ̀nɪl̀ɛ̀ 「声」 

ɛ̀zʊ ̀lɛ̀ 「耳」 ɛ̀bàtìlé 「肩」 ègyàkɛ̀ 「足」 
èbònyìl
è 

「鼻」 ɛ̀vɪ ĺɛ́ 「脇腹」 ènyúlṹ 「顔」 

ɛ̀lʊ ̀a ́lɛ̀ 「口」 ɛ̀zɪ l̀ɛ̀ 「腰」 èzı  ́ 「背中」 
ètèfùmá
lɛ̀ 

「舌」 èbùtu ̀a ́lɛ̀ 「尻」 ɛ̀bʊ́ 「下半身」 

ègyèlè 「歯」 ɛ̀kɛ̀ra ́lɛ̀ 「胸」 àgɔ̀wʊ ̀lɛ́ 「友人」 

ɛ̀kɛ̀sálɛ̀ 「顎」 ɛ̀kʊ̀lɛ̀ 「腹」 
  

 

                                                        
3 ただし、意味的に不可譲渡名詞に分類されそうだが、形式的には可譲渡名詞に分類されるものも少なく

ない。Chinebuah (1971: 45)には、mògyá「血」，áhʊ̀nlɪ̀「心臓」，bòwùlé「骨」，ányàlɛ̀「内臓」など可譲渡名
詞に属する身体部位名称 21語が挙げられており、これらは私のデータにおいても可譲渡名詞の音韻・形態

論的特徴を示す。 
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I-iiグループ I-iiiグループ 

nyɛ̀fʊ ́lɛ̀ 「乳房」 àdìèmà 「兄弟姉妹」 

tʊ̀dɔ́lɛ̀ 「（女の）陰部」 àwùvùànyì 「オジ」 

tʊ̀álɛ̀ 「陰茎」 
  

yɪ̀lɛ́ 「妻」 
  

ràlɛ̀ 「子」 
  

 

IIグループ 

sɪl̀ɛ́ 「父」 

nı l̀ı  ́ 「母」 

ku ̀ lı  ́ 「夫」 

 

3.1.1 単独形 

単独で現れるときの形（以下、単独形）は、まず、I-iグループは接頭辞 ɛ-/e-と接尾辞-lɛ/-le
を取る4。接頭辞の声調は L、接尾辞の声調は LまたはHである。 

 

(3) I-iグループ 

ɛ̀-nyɪ̀-lɛ̀  ɛ̀-lʊ ̀a ́-lɛ̀  è-tèfùmá-lɛ̀ 
「目」  「口」  「舌」 

 
I-iiグループは、接頭辞がなく、接尾辞-lɛのみを取る。接尾辞の声調は L またはH であ

る。 

 
(4) I-iiグループ 

nyɛ̀fʊ ́-lɛ̀  yɪ̀-lɛ́   rà-lɛ̀ 
「乳房」  「妻」 「子」 

 
I-iiiグループは接頭辞 a-を取るが、接尾辞を取らない。接頭辞の声調は Lである。 

 
(5) I-iiiグループ 

à-dìèmà    à-wùvùànyì 
「兄弟姉妹」 「オジ」 

 
IIグループは、接頭辞がなく、接尾辞-lɛ/-lĩを取る。接尾辞の声調は Hである。 

 
(6) IIグループ 

sɪ-̀lɛ́   nı -̀lı  ́   ku ̀-lı  ́
「父」 「母」 「夫」 

 

3.1.2 固有名詞を伴う所有構文 

Iグループは、固有名詞を伴う所有構文において、接頭辞が a-に変わり、接尾辞は失われ

る。もともと接頭辞を持たない I-iiグループは、a-が付く。もともと接頭辞 a-を持ち接尾辞

を持たない I-iiiグループは、単独形から変化がない。 

声調の現れ方は、Iグループでは、まず a-は前部要素末の逆の声調になる（すなわち前部

要素が H で終わるときは L、L で終わるときは H になる）5。さらに、語根全体が L にな

                                                        
4 àgɔ̀wʊ ̀lɛ́「友人」のみ接頭辞 a-を取る。また、ègyàkɛ̀「足」，ènyúlṹ「顔」，èzı 「́背中」，ɛ̀bʊ́「下半身」は
接尾辞を取らない。 
5 Chinebuah (1971)の資料では、接頭辞の声調は前部要素末に同化している。これが方言差なのか歴史的変
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る。 

 
(7) I-iグループ 

ɛ̀-nyɪ̀-lɛ̀  Yàbá à-nyɪ̀    Àkúbà á-nyɪ̀ 
「目」  「ヤバの目」 「アクバの目」 
ɛ̀-lʊ ̀a ́-lɛ̀  Àkyɛ́ à-lʊ ̀a ̀    Ákà á-lʊ ̀a ̀ 
「口」  「アチェの口」「アカの口」 

      è-tèfùmá-lɛ̀ Kòfí à-tèfùmà  Àkúbà á-tèfùmà 
「舌」  「コフィの舌」「アクバの舌」 

 
(8) I-iiグループ 

nyɛ̀fʊ ́-lɛ̀  Yàbá à-nyɛ̀fʊ ̀   Àkúbà á-nyɛ̀fʊ ̀ 
「乳房」 「ヤバの乳房」 「アクバの乳房」 
yɪ̀-lɛ́      Kòfí à-yɪ ̀      Ákà á-yɪ̀  
「妻」  「コフィの妻」 「アカの妻」 

       rà-lɛ̀      Àkyɛ́ à-rà     Àkúbà á-rà  
「子」  「アチェの子」 「アクバの子」 
 

(9) I-iiiグループ 

à-dìèmà   Àkyɛ́ à-dìèmà    Ákà á-dìèmà 
「兄弟」 「アチェの兄弟」 「アカの兄弟」 
à-wùvùànyì  Kòfí à-wùvùànyì  Àkúbà á-wùvùànyì 
「オジ」 「コフィのオジ」 「アクバのオジ」 

 
一方、IIグループは形態面で Iグループと振る舞いを異にする。まず、a-ではなく 3人称

単数所有接語 ɔ=/o=が現れる。ただし、Chinebuah (1971)のデータでは 3語とも ɔ=/o=を
取るが、筆者のデータでは nı l̀ı で́は a-でも o=でもよく、ku ̀ lı  ́では o=が現れる形は得られな
かった。なお、この ɔ=/o=も a-と同様の声調の振る舞いをする（前部要素末の逆の声調に
なる）6。また、Chinebuah (1971)の記述したように語根の子音交替が起こる（s : z, n : l, k : 
h）。これは、一種の緩音化とみなされる。s : z は有声音化、n : lは側面音化、k : h は摩擦音
化によるものである。 

 
(10) IIグループ 

sɪ-̀lɛ́   Yàbá ɔ̀=zɪ̀      Àkúbà ɔ́=zɪ̀    
「父」 「ヤバの父」  「アクバの父」 
nı -̀lı  ́   Àkyɛ́ à-lı  ̀~ ò=lı  ̀ Ákà á-lı  ̀~ ó=lı  ̀   
「母」 「アチェの母」 「アカの母」 
ku ̀-lı  ́  Yàbá à-hu ̀      Àkúbà á-hu ̀ 
「夫」 「ヤバの夫」  「アクバの夫」 

 

3.1.3 所有接語を伴う所有構文 

所有接語を伴う所有構文では、すべてのグループで接頭辞および接尾辞が失われる（も

ともと接頭辞を持たない I-ii、IIグループは接尾辞のみ失われ、もともと接尾辞を持たない

I-iii グループは接頭辞のみ失われる）。なお、不可譲渡名詞は 2 人称単数所有接語 ɛ=/e=、

3人称単数所有接語 ɔ=/o=を取り、可譲渡名詞（それぞれ wɔ=/wo=, yɪ=/yi=）と異なる（そ
れ以外の所有接語は同じ）。声調は、I グループは、所有接語が L、語根第一音節が H で、

それ以降は Lになる。 

                                                                                                                                                                   
化なのか、要調査である。 
6 ɔ=/o=が接語から接辞へ文法化しているのではないかと考えられる。 
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(11) I-iグループ 

ɛ̀-nyɪ̀-lɛ̀    ɛ̀=nyɪ́          ɔ̀=nyɪ́ 
「目」   「あなたの目」  「彼／彼女の目」 
ɛ̀-lʊ ̀a ́-lɛ̀    ɛ̀=lʊ ́a ̀          ɔ̀=lʊ ́a ̀ 
「口」   「あなたの口」  「彼／彼女の口」 

       è-tèfùmá-lɛ̀   è=téfùmà       ò=téfùmà 
       「舌」   「あなたの舌」  「彼／彼女の舌」 
 
(12) I-iiグループ 

nyɛ̀fʊ ́-lɛ̀  ɛ̀=nyɛ́fʊ ̀          ɔ̀=nyɛ́fʊ ̀   
「乳房」 「あなたの乳房」 「彼女の乳房」  

       yɪ-̀lɛ́      ɛ̀=yɪ́           ɔ̀=yɪ́ 
「妻」  「あなたの妻」  「彼の妻」 

       rà-lɛ̀      ɛ̀=rá           ɔ̀=rá 
「子」  「あなたの子」  「彼／彼女の子」 

 
(13) I-iiiグループ 

à-dìèmà    è=díèmà           ò=díèmà  
「兄弟」   「あなたの兄弟」 「彼／彼女の兄弟」 
à-wùvùànyì   è=wúvùànyì        ò=wúvùànyì 
「オジ」   「あなたのオジ」 「彼／彼女のオジ」 

 

一方、II グループは語根が L で実現する。また、固有名詞を伴う所有構文と同じく、語

根子音に緩音化が起こる。 

 

(14) IIグループ 

sɪ-̀lɛ́   ɛ̀=zɪ̀            ɔ̀=zɪ̀ 
「父」 「あなたの父」 「彼／彼女の父」 
nı -̀lı  ́    è=lı  ̀           ò=lı  ̀
「母」 「あなたの母」 「彼／彼女の母」 
ku ̀-lı  ́   è=hu ̀          ò=hu ̀ 
「夫」 「あなたの夫」 「彼女の夫」 

 

3.2 可譲渡名詞の音韻・形態論的特徴 

3.1 で挙げた不可譲渡名詞以外の名詞は、意味的には、基本的に他人から手に入れたり、

人に譲ったりできるものを表す7。これらの可譲渡名詞は、所有構文で形態面での変化はな

いが、声調変化があり、この変化は不可譲渡名詞の場合と異なる。 

 
表 3 可譲渡名詞の例 

àbɛ̀lɛ̀ 「トウモロコシ」 ɛ̀dànlɛ́ 「布」 kyɛ̀lɛ̀ 「帽子」 

àlùbà 「豆」 èlùé 「ヤムイモ」 mògyá 「血」 

àgbúyà 「針」 ɛ̀sàmʊ̀ 「小麦粉」 nànɪ ̀  「肉」 

áhʊ̀nlɪ̀ 「心臓」 èvı l̀í 「垢」 bɛ̀dɛ̀ 「キャッサバ」 

àkɔ́ndɪ́ 「フフ」 ɛ̀wɔ̀lɛ̀ 「ヘビ」 bòtòkúmá 「拳」 

                                                        
7 これまで 373語が得られた。 
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àkùmá 「斧」 èwùlè 「病気」 bòwùlé  「骨」 

álɪ̀ɛ̀  「食べ物」 ha ̀lɛ́ 「怪我」 dàdɪɛ̀̀ 「ナイフ」 

ányàlɛ̀ 「内臓」 kápɪǹlɪ̀ 「傷」 ǹkwánɪ ́ 「スープ」 

àwànɪ ̀ 「肩」 kɛ̀látà 「紙」 ǹwʊ̀lɪ̀ 「油」 

àyìlé 「薬」 kòlònvíá 「卵」  ǹza ́ 「酒」 

ɛ̀dà 「弓矢」 kùtùkú 「蒸留酒」 ǹgʊ̀nlɛ̀ 「部族マーク」 

 
 

3.2.1 単独形 

可譲渡名詞は、単独では以下の形を取る。接頭辞には a-, ɛ-/e-, N-（N-は語根頭子音の同
調音点鼻音）が、接尾辞には -lɛ/-le があり、接頭辞も接尾辞も取るもの、いずれかを取る
もの、いずれも取らないものとがある。 
 

a-   
ɛ-/e-    語根   -lɛ/-le  

N-     -φ 

φ- 
 
声調は、接頭辞はほとんどが Lだが、H接頭辞 a-を取るものも若干ある。接尾辞は Lま

たは H で、不可譲渡名詞と同じである。可譲渡／不可譲渡名詞は、接辞の有無とその種類

によってある程度区別されるが、(16)のように同形態、声調を示す可譲渡／不可譲渡名詞も

あるため、単独形で完全に区別されるわけではない。 

 

(15) ɛ̀-dàn-lɛ́    è-lùé       à-bɛ̀-lɛ̀         á-lɪ̀ɛ̀ 
  「布」      「ヤムイモ」 「トウモロコシ」 「食べ物」 
   ǹ-gʊ̀n-lɛ̀      ǹ-kwánɪ ́    kyɛ̀-lɛ̀       mògyá 
  「部族マーク」 「スープ」  「帽子」     「血」 
  
(16) ɛ̀-wɔ̀-lɛ̀     cf.  ɛ̀-nyɪ̀-lɛ̀（不可譲渡名詞）   

「ヘビ」        「目」     

ha ̀-lɛ́       cf. yɪ̀-lɛ́（不可譲渡名詞） 

「怪我」        「妻」 

à-lùbà       cf. à-dìèmà（不可譲渡名詞）   

「豆」         「兄弟」     
 

3.2.2 固有名詞を伴う所有構文 

可譲渡名詞と不可譲渡名詞の違いは、所有構文においてはっきりと現れる。まず、可譲

渡名詞は不可譲渡名詞と異なり、所有構文において形態が変化しない。すなわち、単独形

で持つ接頭辞および接尾辞が、所有構文においても現れる。 

形態は変化しないが、可譲渡名詞は所有構文で声調変化が起こる。固有名詞を伴う所有

構文では、語頭つまり接頭辞または語根頭が前部要素末と逆の声調になる。それ以降の声

調は変わらない（不可譲渡名詞では語根がすべて Lになる）。 

 

(17) ɛ̀-dàn-lɛ́    Àkyɛ́ ɛ̀-dàn-lɛ́            Ákà ɛ́-dàn-lɛ́ 
  「布」      「アチェの布」      「アカの布」 

è-lùé      Àkyɛ́ è-lùé             Ákà é-lùé 
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  「ヤムイモ」 「アチェのヤムイモ」 「アカのヤムイモ」 
   á-lɪ̀ɛ̀       Àkyɛ́ à-lɪ̀ɛ̀            Ákà á-lɪ̀ɛ̀ 
「食べ物」   「アチェの食べ物」   「アカの食べ物」 

   mògyá      Àkyɛ́ mògyá          Ákà mógyá 
  「血」      「アチェの血」      「アカの血」 

kyɛ̀-lɛ̀      Àkyɛ́ kyɛ̀-lɛ̀           Ákà kyɛ́-lɛ̀      
「帽子」     「アチェの帽子」     「アカの帽子」   

 
(18)のように、もともと a- を取る可譲渡名詞は、所有構文で形態上は不可譲渡名詞と変

わらないが、語根に H があれば、語根全体が Lになる不可譲渡名詞と声調で区別される。 

 

(18) à-kùmá   Àkyɛ́ à-kùmá     cf. ɛ̀-kɛ̀sá-lɛ̀（不可譲渡名詞）Àkyɛ́ à-kɛ̀sà 

 「斧」  「アチェの斧」   「顎」                「アチェの顎」 
 

3.2.3 所有接語を伴う所有構文 

3.1.3 で述べたように、所有接語を伴う所有構文で、可譲渡名詞は 2 人称単数所有接語

wɔ=/wo=、3人称単数所有接語 yɪ=/yi=を取り、不可譲渡名詞（それぞれ ɛ=/e=、ɔ=/o=）
と異なる（それ以外の所有接語は同じ）。 

所有接語の声調は Lで、不可譲渡名詞と同じである。語根頭または接頭辞は Hになるが、

それ以降の声調は変わらない（不可譲渡名詞は語根頭が H になるが、それ以降はすべて L

になる）。 

 

(19) ɛ̀-dàn-lɛ́     wɔ̀=ɛ́-dàn-lɛ́          yɪ̀=ɛ́-dàn-lɛ́ 
  「布」      「あなたの布」      「彼の布」 

è-lùé       wò=é-lùé             yì=é-lùé 
  「ヤムイモ」 「あなたのヤムイモ」 「彼のヤムイモ」 
   á-lɪ̀ɛ̀        wɔ̀=á-lɪ̀ɛ̀             yɪ̀=á-lɪ̀ɛ̀ 
「食べ物」   「あなたの食べ物」   「彼の食べ物」 

   mògyá       wò=mógyá           yì=mógyá 
  「血」      「あなたの血」      「彼の血」 

kyɛ̀-lɛ̀       wɔ̀=kyɛ́-lɛ̀            yɪ̀=kyɛ́-lɛ̀      
「帽子」     「あなたの帽子」     「彼の帽子」   

 
(20)のように、もともと接頭辞も接尾辞も持たない可譲渡名詞は、2・3 人称単数以外の

所有接語を伴う所有構文で不可譲渡名詞と形が同じになるが、語根第一音節以降に H があ

れば、不可譲渡名詞と声調で区別される。 

 
(20) mògyá   mì=mógyá     cf. nyɛ̀fʊ ́-lɛ̀（不可譲渡名詞）mì=nyɛ́fʊ ̀  

  「血」  「私の血」       「乳房」              「私の乳房」 
 
不可譲渡名詞 I, IIグループと可譲渡名詞の音韻・形態論的特徴を以下にまとめる。 

 

不可譲渡名詞 Iグループ 

単独形 ・構造： ɛ-/e- 語根 -lɛ/-le （ɛ-/e-, -lɛ/-le は、それぞれ母音調和に従っ
て分布する異形態） 

（ただし一部の接頭辞は a-。また一部は接頭辞／接尾辞を取らない） 

＋固有名詞 ・構造： 固有名詞 a- 語根 



11 

 

所有構文 ・a-は前部要素末の逆の声調、語根全体は L。 

＋所有接語 

所有構文 

・構造： 所有接語=語根 

・2人称単数所有接語 ɛ=/e=、3人称単数所有接語 ɔ=/o=を取る。 

 
・語根第一音節が Hで以降は L。 

 

不可譲渡名詞 IIグループ 

単独形 ・構造： 語根 -lɛ, -lĩ 

＋固有名詞 

所有構文 

・構造： 固有名詞 a- 語根  または  固有名詞 ɔ=/o=語根 

・語根子音の緩音化 

 
・a-, ɔ=/o=は前部要素末の逆の声調、語根は L。 

＋所有接語 

所有構文 

・構造： 所有接語=語根 

・2人称単数所有接語 ɛ=/e=、3人称単数所有接語 ɔ=/o=を取る。 

  ・語根子音の緩音化 

 ・語根は L。 

 

可譲渡名詞 

単独形 

・構造：       a-   
             ɛ-/e-     語根   -lɛ/-le  

             N-              -φ 

             φ- 
 
 

＋固有名詞 

所有構文 

・構造： 固有名詞 単独形 

・接頭辞／語根頭は前部要素末と逆の声調、それ以降の声調は単独形と同じ。 

＋所有接語 

所有構文 

・構造： 所有接語=単独形 

・2人称単数所有接語 wɔ=/wo=、3人称単数所有接語 yɪ=/yi=を取る。 

  ・接頭辞／語根頭は H、それ以降の声調は単独形と同じ。 

 

可譲渡／不可譲渡名詞の所有構文の違いを簡潔にまとめると、形態面では、接辞が失わ

れるか（不可譲渡名詞）保持されるか（可譲渡名詞）、固有名詞を伴う所有構文で所有マー

カーの a-が付くか（不可譲渡名詞）付かないか（可譲渡名詞）という違いであり、声調面
では、接頭辞／語根頭にのみ声調変化が起こるか（可譲渡名詞）語根全体の声調が変化す

るか（不可譲渡名詞）という違いである。 

可譲渡名詞が所有構文において接頭辞／語根頭の声調変化のみによってマークされるの

に対し、不可譲渡名詞のマーカーは形態、音韻論的に複雑である。すなわち、後者は、語

根全体の低声調化、接辞と所有マーカーa-の交替（固有名詞を伴う所有構文の場合）、語根

頭の高声調化（所有接語を伴う所有構文の場合）によってマークされる。不可譲渡名詞の



12 

 

所有構文におけるマーカーの方が単純であるという一般的傾向に反しているように見える

が、このような変化により音節数が少なくなり、語根全体が低声調化するため、所有構文

全体は音韻・形態論的に単純化している。 

II グループの sɪl̀ɛ́, nı l̀ı ,́ ku ̀ lı  ́は、所有構文の音韻・形態論的単純化（融合）がさらに顕著で
ある。この 3語は、まず、語根が 1音節のみからなる。また、所有接語を伴う所有構文で、

構文全体の声調が L になる（他の不可譲渡名詞は語根頭が上がる）。さらに、語根子音の

緩音化が起こる。 

このようなサブグループの存在は、ンゼマ語において、可譲渡名詞と不可譲渡名詞が二

項対立するというよりも、不可譲渡性は程度の問題であることを示すものと考えられる8。

不可譲渡性が高いほど音韻・形態論的により単純になるとすると、不可譲渡性の程度が高

い順から以下のように示される。 

 

不可譲渡名詞 IIグループ ＞ 不可譲渡名詞 Iグループ ＞ 可譲渡名詞 
 

４．おわりに（課題） 

 ・アカン語の身体部位名称が可譲渡名詞に分類されるのはなぜか (cf. Ameka 1996)。 

・アカン語の所有接語は三人称単数で調査してきたが、無生も同じ形なので、両者が混

在している可能性あり（例えば「地面」を「彼の地面」ではなく「その（地球の？）地面」

などと言っている可能性がある）。あるいは、「彼の（自分の）頭」といった場合と「彼の

（持っている例えば鶏の）頭」といった場合とで形が変わってくるか。 

・アカン語の第３タイプのグループについて 

といったことを、今後調査していきたい。 
 
参考文献 

Ameka, F. 1996. “Body parts in Ewe grammar.” The Grammar of Inalienability: A 
Typological Perspective on Body Part Terms and the Part-Whole Relation (H. 

Chappell and W. McGregor eds.), 783-840, Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 

Berry, J. 1955. “Some notes on the phonology of the Nzema and Ahanta dialects.” 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 17: 160-165. 

Chinebuah, I.K. 1971. “Variable nouns in Nzema.” Journal of African Languages, 10, 3: 

42-64. 

Creissels, D. 2000. “Typology.” African Languages, An Introduction (B. Heine and D. 

Nurse eds.), 231-258, New York: Cambridge University Press. 

Dolphyne, F.A. 1986. “Tone and grammar in Akan: The tone of possessive constructions 

in the Asante dialect.” The phonological representation of suprasegmentals (K. 

Bogers, H. Hulst and M. Mous eds.), 35-49, Dordrecht, Holland: Foris Publications. 

Dolphyne, F.A. 1988. The Akan (Twi-Fante) language, its sound systems and tonal 
structure. Accra: Ghana Universities Press. 

Nichols, J. 1988. “On alienable and inalienable possession.” In honor of Mary Haas (W. 

Whipley ed.), 557-609, Berlin: Mouton de Gruyter. 

Nichols, J. and B.Bickel 2013. “Possessive Classification.” The World Atlas of Language 
Structures Online (M.S. Dryer and M. Haspelmath eds.), http://wals.info/chapter/59 

Osumi, M. 1996. “Body parts in Tinrin.” The Grammar of Inalienability: A Typological 
Perspective on Body Part Terms and the Part-Whole Relation (H. Chappell and W. 

McGregor eds.), 433-462, Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 

古閑恭子 2009「アカン語の名詞の声調」『言語研究』135: 151-165. 

 

                                                        
8 3種類以上の所有構文を持ち、それらの間に譲渡性の段階性が認められる言語はいくつかの研究で報告さ

れている(cf. Ameka 1996, Osumi 1996)。 
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2. 「キガ語の声調」 

梶 茂樹 AA 研共同研究員（京都産業大学） 

 Kiga 語はウガンダ西部に話されるバンツー系の言語で、約 100 万人の話者を持つ。この

言語は Nkore 語、Tooro 語、Nyoro 語と近く、4 言語をまとめて Runyakitara と呼ばれるこ

とがある。とりわけ Nkore 語とは近く、通常 Nkore-Kiga と一緒にされる。本報告では特に

Nkore 語と比較することによって Kiga 語声調の特徴を明らかにする。ただし、調査は現在

継続中で、現段階では中間報告である。 

Tooro 語、Nyoro 語、Nkore 語の調査は既に終わっており、それぞれ、1 型、2 型、n+1

型であることが知られている（n は名詞語幹の音節数）。Kiga 語も Nkore 語同様、n+1 型で

あることが期待されるが、複雑な要因がいくつかある。 

Kiga 語の特徴は以下のようである（以下、表記は単独形のもの。基底で H の部分に下線

を引いてある）。 

 

1) 単独形で Nkore語とは異なって H が 2音節に現れる場合がある。 

aka-ɟéɟéna 12,14     “漉し器” 

omu-ɲórongóto 3,4    “ミミズ 

2)  語末の H のみならず、終わりから 2 音節目の H も休止前では左に 1 音節ずれて実現さ

れる。 従って、…LLH と…LHLの違いは休止前では…LHLと…HLLの違いとして実現

される。 

   eci-ʒúma 7,8      “実、果実” 

  omú-ramu 1,2      “義理の兄弟姉妹” 

ただし語末の H の移動は常に起こるようであるが、2 音節目の H は名詞語幹が 3 音節

以上の語では起こらないようである。 

omu-nyúruru 3,4       “ドアの取っ手”（HLLの Hは左に進まない） 

omu-ka:nâ:na 3,4    “バナナの雄花序”（LHLの Hは heavy音節のみ）   

3)  Nkore 語と違って、すべて L の単語の場合、後に何かが続いても統語的 H が語末に挿

入されることはない。 

omu-zi gwanɟe 3,4     “私の根” 

4)  Nkore語と違って、単語が持っている Hが消される場合はない。 

eci-ʒumá címwe7,8    “1つの実” 

  omu-rámu ómwe 1,2   “1人の義理の兄弟姉妹” 

5)  Nkore語が失った H を保持している場合がある。しかし逆に Kiga語で H が消失した語

がある。 

Nkore         Kiga 

oru-yombo 11,10       oru-yómbo 11,10       “騒音” 

    omu-ti 3,4       omú-ti 3,4            “木” 

eci-kátu 7,8          eci-kato 7,8        “注射器” 

   oru-táro 11,10      oru-taro 11,10      “戦争” 

 

 以下、語幹の音節数ごとの Kiga語の名詞の声調のパターンである。 

1 音節語幹 

a.   omu-zi 3,4         “根” 

b.  omú-ti 3,4       “木” 

2 音節語幹 

 a.  omu-ɲiɲa 3,4       “木の一種” 

 b.  eci-ʒúma 7,8      “実、果実” 

c.  omú-ramu 1,2      “義理の兄弟姉妹” 
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  aka-câ:mba 12,14      “草原 

3 音節語幹 

a.  omu-gorora 3,4      “灌木の一種” 

b.  ? 

c.  ? 

omu-ʃomê:sa 1,2     “伝教者、教師” 

d.  omu-ɲúruru 3,4        “ドアの取っ手” 

e.  aka-ɟéɟéna 12,14     “漉し器” 

4 音節語幹 

a.  eci-huruguto 7,8     “耳くそ” 

b.  -biri:ngáɲa 9,10      “茄子” <Sw. biringanya 

c.  omu-karabâ:nda 3,4    “木製箱” 

d.  eci-korógoto 7,8     “乾いたパピルスの茎” 

e.  omu-cúraguzi 1,2     “夜の妖術師” 

f.   eci-ɲámágoyi 7,8     “白子” 

g.   en-górofâ:ni 9,10     “手押し荷車” 

h.   omu-bíricíra 3,4     “じょうご 

i.  ɲ-iránsáse 9,10     “サツマイモの一種” 

5 音節語幹 

a.  -musinɟiriro 9,10     “蔓の一種” 

b.  -kabaragára 9,10     “バナナの一種” 

c.  ? 

d.  -pa:sikárama 9,10     “芝生” 

e.  ? 

f.  ? 

 g.  en-dábarásaɲi 9, 10    “雑草の一種” 

 

 議論では、Kiga 語でなぜ Hが 2音節に現れるかについて議論が行われた。 


