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Iスラヴ研究L No. 53 (2006) 

ブルガリア語の従属節の evidentiality

ヨフコパ四位エレオノラ

はじめに

本稿ではブルガリア語の被文における従属節の evidentiality¥ljの形式的・意昧的特徴に

ついて分析する、分析の焦点となるのは補語的従属節 (rro耳 四 回T叩 HO耳oII'bJIHIITe."IH 0 

113pe'-leHl1e)であるが、「伝聞」と l追う機能 (2-2主主)を論じるに当たって、その他の種の被

文にも触れる c 本稿の分析の目的は次の問題である c まず、単文における述語を伴う

evidential (-;，分詞)について筆者が指摘した (21形式と思叫ーの対比、性が、慢立;の従属節のレ

ベルにおいても同様に催記、できるか、また雌訟できない場合は、それは如何なる要因と結

び付けられるかという問題である。さらに、下車jの述語のタイプまたはTて節のモダリテイ

のタイプが従属節の evidentialityには如何なる影響を及ぼすかについて分析する υ

単文における述語を伴う寸分詞の形式的機能的分類については次のようにJ足案した

被数ある q分詞の形式を、分誕のタイプ (Aorist分詞と Imperfect分詞)(3)と分函lを伴う繋

静(4) (とりわけ、三人称の e、 ca) または補助!W)~司 (ózw) の有無によって、大きく凶つの

タイプ、すなわち「繋辞+Aoris1分詞J(e XOz)UH)、「繋辞+lmper[ec1分詞J(e xoz)e，，)、「無

繋辞の Aorist/ Imperfect分詞J(xod川 '/xode，，)、「補助動詞+Aorist / Imperfect分説」

(ow， xodulfi xode;，) に分け、主主昧的・機能的特徴は、形式的特徴によって定められている

と論じたの 人称の繋辞が残る Aorist分刊は「パーフェクトJ(pわゆる現在完了‘B.-7aKbm

evidentiality'は「証拠性」と訳されるが、木前で敢えて訳語ではなく evidentiality / evidential 

という用語を用いるのは次の要因のためであるc つは、 'cvidcntiality/ cvidcntial という用而

が様々な丈献での使川によって広く普及しており、指小的意味が明確であるじまた、 'evidentiality

という用苅は|情報源」 γsourccof information')のみなら F、|情報源」という慨念の自昧枠を越

えた意味([舵呉J('admirativity!mirati刊行。))で用いられることもしばしばあるので、ブルガリア

語の y 分~rTJのような幅jムいE昧機能ドメインの記述には、「乱拠件」より適格であると思われる d

2 ヨフコパ阿i¥r・エレオノラ「ブルガリア詩の J分割の語4J論的。r究 いわゆる Evidentialのカテゴ

リーに関連 Lて」束Mιザk学院1'1'上論文、 200:l; Eleonora Yovkova-Shii， "Evidentiality and 

Admirativity: Semantic-Functional Aspects ofthe Bulgarian /-p訂 ticiple" r r-i-語耐究|草 126号、

21XH作、 pp.1-38 

3 これらの分剖はそれぞれ「完 f過去J(MHll叩 oCsbp山 ellospeMe) と不完 f過J、(MHll叩 O

HecBもP田 eHoBpe¥fe)の語幹から派生するものであるが、円本語文献においては「五過去分詞|と

「半過」、分詞」と称されることが多い (cf. r口論学大辞!!Il3Jト 1 省堂、 1992年、 837良佐雌

純 「ブルガリア語 1r世界の言語ガイドブソク Jj=省立、 ID~)8 イ|、 286 百人ただ、用語の円本

高司(が未だ統 されておりず、混乱しやすいため、ノド杭では IAorist分詞」と IImperfect分副」と

呼ぶことにする。長語文献においても 'Aoristparticiple 白Imperrectparticiple'という言い方が一

般的であるハ

4 ブルガリア語の規範文法においてはど、 ω は「柿助動詞」と祢されるが、木杭では「繋辞」と呼ぶc

その県内は次のようであるc まず、-.'[分刊をffうことがある 6削補助動刊と区別するためであるF

基本的に c、caと611!Zの語i品、が同じ(品川a)であるが、 6wIが動詞の性質を保ち、独すして用いら

れるのに対L、ιωが独立Lた形では用いられない、また、 β、caに後続する而が名川か(形存制

的に使われfぜる)分詞であるので、ど、 cα は統語的にコピュラに近い性質をもっていると百えるu
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e npUCmUZHQJI. rfG苧がぎいでい3ノ)または「結果状態徴候の存在による惟量J('Tu cu 

n'IG/(G-.'IG. r d合 à、ノ士、 h2いI.:~益法いだ必'J) か完了した出来事への話者の「枠，異J (百川凡なぜJ

e. fi万か必-;>1: A.J:ツ)を表す付 方、一人称の繋辞が残る Imperfect分刊は「伝聞に某づ

く推量J(' ToLI .HH020 e nuω ， fl!tlまえ‘ず 2ノ~)管庁 ι L. I ゾ)を表す。三人称の紫障が省か

れている寸分詞の形式は、テンス的特徴によって「伝聞J(過去/現在 X川)u.ぷ)(OOC.-7

IJecmοmaM. fl!t;jij:ぐぞJヘケ7 でよほ/かぐぞヲ1:ツ)か山米半への「驚異J(現在

'TJl CeUpeJlU .11H020 xyoueo 叩印刷o. fl!t3才/.ttUv(J7ぐどアノ;ji'jljfげi5k去ノ)を表す υ

また、「純伝聞J('pure report' )はいつも無繋辞の形式によって去されるじ UU.-7が付く形式

は明不自'-.jに「小伝J(白JLlW.76U.H napu ‘ fl!t/ごぷ/J‘i舎がぶ 3 ど~iibt包 3 じが、控í/.tr;;t;;aよりノ)

を表すレ

ーマ分詞のI1手式の分類や機能の特徴を巡る側先は数多くあり、従来の側先では、単文と並

んで被文の例も多数挙げられているが、被文のみに注目する研究は、筆書の知っている限

りでは存在しないυ 本編は、健立;という観点から evidentialityの現象を追求し、

evidentialityの研究が残している数々の問題の解決にさらなる視点を加えることをH指

す。

本稿l主、以卜のような構成から成る。「はじめに」では、本稲のU的や動機を記し、また

ーな分詞の形式のタイプとその機能を整用した。 1主主では、ブルガリア語の被文のタイプを

挙げるの本稿の本論である 2章では、機能に準じて従属節の evidentialityを分析する J

2-1早では、「推量」という機能を取り上げ、従属節に y分詞以外の形式と -Jl分詞の形式

の双方が用いられる場合の [Ji量」の志l床の成立について考ち託するじ 2-2では、「伝聞」と

いう機能を取り上げる。 2-2-1では、下節に「仇知・引用」の動詞が用いられる被文を分析

し、従属節の動調の形の特徴を者察する。 2-2-2では、主節には「告知・づ1Jtj Jの動詞j;)、外

の動討もしくは「伝IJ¥IJを明示する-.-7分討が用いられる被文について分析する.2-3では、

[tif量」ゃ [1ム聞」、すなわち「証拠性J(情報源)を表さないな分詞の被立:を取り上げる。

3草では T分詞と‘knowledge' と‘belief という概念の関係について掠る。「おわりに」

では、本稿の分析の結果をまとめるの

1ブルガリア語の複文のヲイプ

宇封!と従属節の閃係によってブルガリア語の被主は一極に分かれている c 一つは並列構

造をもっ惚文 (CJIQ)I{HOC"bl:IHHeHO H3peQeHHe)、もう つは従属構造をもっ惚文(c.TIQ)I{HO

CbCTaBHO H3PC4CHHC)である η 後者はさらに、主節に対 tる従属節の統語的働きによって、

Ji.類、すなわち 1)修飾節句)をもっ干並立: (OTTpe，le.iHT町 JTO)、2)補語節をもっ被立;仇OTT1，JT-

HHTe;IHO) 、 3) 副詞節 (6) をもっ純文 (o6CTO~Te江口BeHO) 、 4) 主詰節をもっ健文 (rrOilJIQ)]<HO) 、

5 従属節が修飾する訟の統語的役割によって、修飾は主請修飾、補語修飾、遺品自J補語修飾というタ
イプがある

6 南町司は]()梓顎(1)時間、 2)場所、別手段と比較、 1)県内、 5)目的、 6)度合い、 7)条件、お)譲歩、 9)

除外、 10)結果)に分野1されているn 副刊節もそれに従って 10程煩にう子制されている p 分ま自の詳細
が本摘。〉目的に11'1接関係していないため、分類を列ヶーしておくにとどめたい 1
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5)述詰の補諮的節をもっ禄立: (CKa3yeMHoorrp四 emITe.lJHO) とL、うタイプに分類される (7Jυ

それぞれのタイプの例は以下の (1)-(6)である ii¥)

(1) Cpe叫HaxJJI印 H，，020mo HC伽X6U:JK:( ω lfJl./fμ ~?OðUHα(修飾節)但a皿OB ・ 1994 による{抑11)

イ|也会っていないイヴァンに会った。

(2) Bflpea.H， 4e e 3μ~flfH削C91 (4ef妾中んによる補前節)

彼が同発したことを信じる。

(3) Bflpea.H， dαe3αMUHaII10)(山持続による補前節)

彼が同発したと信じるつ

(4)必 2amO.1FV町 山dHC6eCmHUK 6 /Jbfαmα， np04Umα200mψαu do KpaU. (時間的副詞節)

(llawoB : 1994による1列)
彼は、新聞が干に人ると、問から附まで読んでLまう。

(5) Koumo oOuoe附 e，HCI白-HCIη!peonumawe 5a Hezo. 主語節) (llawoB: 1994による例)

米る人はf寺、彼のことを聞いていた戸

(6) )J{U(WmlJm He e KGf(bmnο6ezue吋 HOupe.He. (述語の補語的節)(llawoB: 1994による例)

今の生活は、昔のと述う c

本稿では、主に補語的従属節をもっ被文を扱うので、このタイプの文の節の按続につい

て少し触れておきたい。上記の (2)、(3)が志しているように、補語的節は按続の際、 つ

の持続話 (4e、。α) を取り得る。これらの持続諸は、機能も忌、昧も異なる。持続話の選択

は動刊の意昧に依存するつある動百ri1 (cno..'¥.1IlR.:'¥.1ω(W.ぃ/fiTJ、ο6HCf山田H (，'ffi!f/jfす3))

は、刊のみと共起する円また、ある動詞 (UCKa.'W (a ~ I ')， .140四 (.tJ‘腐μ す3)、

H戸mY，?lCda印 H (i51!3ノ)は dα のみと共起する。また、 oa持続の場合は、 θα に次く動詞

が現在形(または現在性と pう意昧特徴を合んでpる形式)でないといけないという制約

7 naulOr:J刀 npaKTHlteCKa6bJlrapCKa rpaMaTI1Ka. C叫 1151，1994.C. 386-410町 EOJld:附 附 T め'l{UpOr:J

If.，IJ.出 '-te6iI. CoBpC"tvJCHCH百回目pCKHC3HK仁o中"".1998. C. 569-595 
お補語的従属hbをもっ複文の例はつ挙げている それは挫の接続語 ('1(:'. OU) があり、接続語に

よって亘昧変化が生じるためである υ

9 町民のない則伊Jは筆者の作例であるつ

10 ブルガリア訟における町と dμ による接続は、け本語の i-とvJとi-こと/の vJとの相似が
ある 日本語の「と」節と「こと/の」節の追いについて、久野崎 (11日本土;法叫究1大修館害届、

1m:l作、l:li頁)が次のように述べている iiこと の」で終わる~~而仰は、その節が去す動作、

状態、同来事が点であるという話者の前提を合んでいるが、「と」で終わる名詞節には、そのような

目'J挺が合まれていないJ，しかし、久野は何故「と」が「知る」という動河を伴うことができるかと

いう叫A1が明らかではないと述べているp この理由は N.Akatsuka，“Conditionals岨 dthe Episte-

mic ScaJe，" Language 61:3 (1985)可 p.631によって説明されている '/e/ 此zと「と こと|の問、
問似があると口っても、全く 10/じというわけではなしh
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がある c 右、どちらとも共起できる!liIJa司もあるが、その上場合、持続諸によって亘昧に相

違が'1じる (MUC，'7Jl， l..fe n四点吹っでいd と~I!!ラノ、 MUC_7Jl da neJl λ:JfJ台予と釘っていdノ)。

ここで、仰の性質に少し触れておきたいコ

まず、仰には綴々なえ;法的働き、すなわち日J詞と助調を繋ぐ働き (3anOltsCl..iH如何mα {，ず

ぷがめさ5λ UC1W.Hda xodJl (11てまJ士t~J， KQ却 θaoouoe (;([ 3 J: ラ I~rf -0 I':)、川'zada 

KaJ/Ca !iiヲごとがでd3Jなど)やT古!ijと従属節を核続する働き (l1cKa_Hnoeelle叩削e

da Jv!O?a da ce 3aHU.lU16a.lt c .i/的 6附 umecu Heuα (f11d ;j;ーごとがや:lz3 J:ラJ二、 話っと民お宮F

がぽ ~/lJ) や単文の述JRを伴う働き (ß，a cme .7/CU出 JU Jdpa仰 fスEれでいでぐ:e"di lJ， 

Tu da ，flMOUUI (fI':f 'Jでノ)があるコ動詞と動刊を繋ぐ場合と、中文の述語を伴う場合の仰

は助詞として分類され、節と節を結ぶJ:M合の daI立長続詞として分類されることが多いが、

ο。の品詞|ーの分類や名称は研'先によって異なり、未だに統ーされた分類は存在しない。

向の品調上の分頒は、本稿の分析にはさほど重要ではないためここでは「按続語」と称す

ることにする。

次に、 oaとw の志l床の遠いを簡単に取り|げておきたい{

般に wの方がモダリティ性の度合いが低いと言われるけl)付言い換えれば、 H本語の

「こと/の」と同様に、山に後続する節は現実の (r真であるという話者の前提を合んで

いるJ)出来事を表すじ一方、 daに関しては、非モー夕、ルな働きとモー夕、jしな働きが指摘

されるけ2}行 Jドモーダルな働きとはいわば史話の toーinfinitiveのようなものに当たる不定副

Gn!initive)である (13} dμ のモーダノレな働き(話者の足c志ー庖向)としては、不定詞の

部 CHUC..7Jlda xodJl !fj Zラと，ff:(フでυ3}、問xlMydadοuoe(flfl~;([3 J: ヲ I~t耳':;d f;=i -:J l士J)

や中文の述語として使用される場合の「話有の意志意向」という働き U{，αοωοe， (!It:oJ' 

著 3J:ラfごノ)が指摘され、これらの働きをもとにブルガリア諸には従属ムード

(‘KOH!OHKTl1B' )があると主張されることもある (141 ブルガリア語に従属ム ドがある

か否かという議論は木研究の目的ではないため、ここではこの議論には踏み込まないc し

かし、 dα のモ←ゲルな働きはノド梢の分析に関わるため、以|、の分析の際に、。αJ長続の仰lも

挙げる c

11 刀αUWKnpaKTI1吋eCKa.C. 394町 nOHoJICU(!alf op. CbRpe¥oleHeH. C. 573-574 

12 llUUI06， TIpaKTWJCCKa. C. 394ヲ EOf/(})ICUC6U dp. CもBpCMCHCH.C. 575-576; .!.i1I.比 /06/o.c. K 

日onpocy0 CHCTeMe中OpMnepeCKa3hlRaTeJlbHoro HaKJlOHeHlUI 1/ C60pHJ.1K R吋eCTHa AJleKCaH，il.bp 

Tco瓦OpOB-DaJJaH.Co中lUr，1956. C. 318; J¥1UC.I06 /0仁 IくCC"tI'iaHT日KC60JJrapCKOro KOHofOHKTlfBa /1 

Y可eHb1e3anHCKl1 J1ry. 1962. NQ 316. C. 3-10; ;7.どHl/lla F..H， nepeCKa3hIRaTeJlbHb1e {tOpMbl R 

COBpeMeHHO¥f 60汀iapCKOM .，阿Tepa可pHOM K3bJKe jj so口pOCbJ 印刷MaT旧日 60汀rapcKoro

J1J1TepaTyplloiO 513hIKa. M 町 1959.C. 328-331; H. Aronson， "lnterrelationships between Aspect叩 d

Mood in sulgarian，" Fo!ia Sl叫 ';m1:1 (1977)ヲ pp.17-21

13 ~ドモーグルな働きの範|叶を也る見解はlJI究によって買なるいたとえば、 MaC.10ß (K Ce.'ltallTI1Ke. C 
4-5)が非モーダルな働きと Lて指摘する .uo，'μ 山山口ω rsヲこと;j:f"("2'<-3)は、 Aronson

(“lnter四 lationships，"p. 18)の見併ではモーグルとされる ('thein日initivalconjunctive is dearly 

nonreal' )し

14 ブルガリア刊には 'I{OHlOH町田 があるということを二七張守るのは G.Weigand. Bulgarische 

Grammαtik (Leip，dg， 1907)， p. 97; MaCJIOB (K BOllpOCy. C. 318; K CeMaH"rJ.1Ke. C. 3-10) -c:あるカミ、
多くのブルガリア人叶究者 (Ea.7aHA. T. CbCτ05lHl1e Ha 6b.lrapclmTa rpa.MaTHlm. Co中日仏 1947.C 

114; AlIopeu叩 11'/1.OCHOI:lHa 6'bJlrapCKa rpal¥1a1 HKa. C吋川"可 1944.C. 158.1がこの見解に反対す
るロ
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2従属節の evidentiality

2-1 推量

まず、推量という機能についてみてみたい。先行研究ごは、筆者がぜ分詞の機能の分類

の際、二種の推量を区別し、 つは「結宋状態徴候の存在による推量」、もう つは「伝

聞に某っく tfi量」と指摘した(15)ヲ前書は一人称の繋辞が残る Aorist分函lによって表され、

また同形式はパーフェクト(現在'よ()およひツ'e(した事象への驚呉も表し得ると論じたυ

方、後者は、=人称の繋辞が残る Imper[ecl分詞によって表されると主張した。

従属節の rtfl量」の形式的・意昧的特徴を追求するに当たって、-r節に祁量の意味を去

す;UJJ詞がある慢立;の振る舞いに焦点を~て分析していく。 J佐量を表す;UJJ詞として

npeono..wzaH， U:Ji'_7e，JICOα" Cmp)ma聞は凶u)uce，山由何cc，U3T14jO(16)を取り|げる。まず、

これらの動函lの意昧特徴を少し記述しておきたいの

npedno.凶 J州崎淑ず l5、ーと留ラノは話者の主観的判断を表している乙 U3乙Ie:JfCdα「そ

う見える」、 cmpy削仰山「ーと，思う」は状況(結束状態・徴候の存在または第=者の)s百)

による話有のtfl量を表している 6U如何 OK(ヲ6ace， UJ"ヲU3ar -;?iP/l{i!f~シ/-えが>;j;?'-J I:c) 

は様態 比況または話者の気十lきを表している (17)υ

2-1-1寸分詞以外の形式

従属節に -jl分詞以外の形式のある立;からみていきたい乙ここでは基本的テンス(現在、

過去、未来)のみを扱う(凶)。また、 w と山の両方の接続語との共起の可能件を追求するつ

まず、現有形の例から始めたい。現打形が眼前の出米半、すなわち話再が目撃し、「真」

を立証できる出来事を表している場合は、推量動詞との共起の際に不自然さが牛じる (7)心

(7)九万'pedn0-1C1ZaJI4/b.*lf3<?""7e:JICda丹CmpyeaJHU ce/c. *めUIU3U/不O印 '6ace/d不 Buduce， lfe 
(19) 

4eme 

a彼(j彼立)が読んでいると思う η/b彼(j彼女)が読んでいるようだ/c彼(j

彼女)が読んでいるんだ/d彼(j彼女)が読んでいるのが明らかだ

15 ヨフコパ四位「ブルガリア詰の l分詞の詰用論的研究」出頁 Yovkova-Shii，"Evidentiality and 

Admirativity，ー p.l04

l(j これらの動詞による推最作~""G":昧は同額ではないf

17 日J出， ceは害義的であり、え;脈によって lIN/lCHCOαの意味 I(、のJヲγ';dAj)または時門的意味

をよし得るv また、 cmpynαllUceは、叩ωnn'WaLlI0)意味で用いられる場合があるじ

18 ブルガリア刊には九つのテンス(現在(cerallIHOBpeMe)、五{過」、 定過」、(.MHHaJlOCBbprneHO 

叩eMe)、小完了過去(，Ml1HaJIOHeCB"bp山 eHO叩eMe)、ィ、1己過去/現存完了 (Ml1HaJIOHeOllpel.l，e.'leHo 

BpeMe)、過ょう包((.MHHeWO口pe.ilBapHTenHOBpeMe)、未米 (obn:erneBpeMe)、過よ未米 (ob.ile凹C

BpeMe B MHH創 l刷一0)、よ来7E了 (6"b，LI.e叫e Ilpe，clBapl1Te.'IHO Bpe¥-Ie)、過去よ末完了 (6"b，cle同e

npe且BapHTe且HOBpe.Me B MHHaJlOTOりがあるが、基本的テンス以外のいわゆる桐対的テンスは、テ

ンス的な特般にアスペクト的な特徴(完了/不完了)を亘ねるものであるじテンスのアスベク l的
な特徴にιっく遣いが本稿の分析の結果には影響を 'jえないため、相対的テンスは分析の対象から

除外する。

19 I * Jは且味的不自タ人きまたは非主法性を指れ
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一点、話者が出来事をU撃しているにもかかわらず、助制二主の盛IJ刊ー状態を確認できな

いもしくは確実に知り得ない場合 (8)、またはI中l来事の成り行きが、話者が忠、っていたこ

ととは異なる場合(9)に、現有形と推量動詞の共起は可能である行

(8) A: KaJwo npamf HuaH 

イヴアンは今Mをしていますか。

B: Cmpyeu .11lf ce，匂e匂eme

読んでいるようだ。

(9) A3 .HUCJfぽ?匂eHeuH ecl.fC e U]JI.匁3bJI，a mo ce OK凶 印 llCmou 4cme 6 cm岬 mucufml 

イヴァンがもう同かけているかと思っていたら、なんと部屋で読んでLミるんだっ

また、話者が出来事を確認していない(あるいは確認できなL寸という条件が満たされ

ていれば、通常の出来事を表している現在形(10)または状態動詞 (6bda)の現在形(11)も

抑量動詞と共起し、話書のTて観的態度を表すことができる。

(10) a. #3こマc.7lcda/b.Bu山 celc.flpωn川町制)'IC主竺CMHο2ο

a彼(/彼女)はたくさん読むようだ(/らしLサ。 /b彼(/彼女)がたくさん読む

のが明らかだ。 /c彼(/彼女)はたくさん読むと思う。

(11) a. ff記 Hc，JlCda/Cmpy(Ja.. HU ce/b. fh71iJa/OKa3耐 ce/c.flpednoJlGZa .. H， IIC e f11)/K・(21)

a彼 I(彼女)はここにいるようだ。 /b彼 I(彼女)はここにいるんだυ/c彼/

(彼!.z)はここにいると思う η

方、山が肘いられた場合は、非文法的文がとわ北されるじ

(12) *刀'pedno.7azωf/*ff記 .7cJlCda/*Cmpyea.11U ce/リ13.. 7U3a/*OKc日8α ce/*Buduce da lfcme 

(12)の非文法性は、主節の動討が去している「推し呈り」という意昧と山町meが去し

ている「意志・意向」と L叶意味の聞に示盾が生じることによるものである。

次に、主節の推量動詞とd元 f過去/定過去形 (Aoristl(回の共起を験討したい υ 規範文iL

書ではこの過去形はM叩 la，70cabpUlcllO/onpeocIlcflοapCAtCと称され、「話者が目撃した、あ

る過去の時点において完結した出来事」を表しているとされる.~Jj 、 Aronsonf23) や

20 この主には「驚異」の正味があるο 7分詞によって表される「驚異」との速いについて 2-1-2で述

べている 1

21 この例のどm山は前者がまだH撃していない出米事，r彼ノ彼女が米てここにいることJ)を表して
いる i1会ヲヨ正令官此i/Cm丸山a.HU C(久町ど m}"1(は「般怯の存イ十による]11'量」、 H"L1118a/OKa8的:JCど!町 G

lI1}'Kは話-!';の気付き、また IIpeono. .'{(f'!αH， '-iC e myl{は話J干の主観的判断を哀しているυ

位以下アオリス}と呼ぶ。

23 rr. Aronson， "Thc Grammatical Catcgorics of thc Tndicativc in thc Contcmporary Bulgarian 

Literary Language，" in To Honor ROI1lαn J(伝lbson1 (The Hague: Mouton， 1967)， p. 87 
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Friedrnan (2，1)は、ごの形式の基本的広叫; ('invaria国 me田ling')として「話者の確定」

( 'speaker's conlirmation' )とlミう特徴を指摘し、 lhe delinile pasl specili回 thespeak.er's 

personal confirmation of the truth of the statement'と述べている叫)。アオリストが話者の

確定を表しているのであれば、話者の不確定を表す推量助詞との共起は不可であると予測

されるが、 (13)が示しているように、 U:Ji'_7e，)f('(旬、 ζmpy問問 ceとの共起は可能であるつ

(13) H3?J托 :JfCdu/Cmpy印 .ltUce/ネH幻lf3U/*OKU3印 ce，匂edoude. Bpamamμ ceχIOnHa 

彼/彼止が来たようだっドアのιがした。

イベ稿自立、アオリストの、invariantmeaning' として「プL結性」を主張し、また'/~結した

動作・状態を話者がH撃しでもしなくてもよいと考える。話者がH撃しない完結した出来

半を知らせる徴候(結果状態)が存抗すれば、アオリストと U32RCJlC旬，cmpy印刷 ceの共

起は可能である (13)υ 一五、 U3Jfl日α，OK凶印 ceとの共起は不可である。不共起のJIj!山は次

のようであるけ Uヌη'13a，οKa:Jua印が話者の気付きを表しているため、党話H守には出来市が

継続するまたは出米半の結果状態が残っているという条件が満たされなければならない

が、アオリストの川法はこの条件を満たしていない乙この条件を満たしているが故に、現

在形(すでに取り|げた)と現在完了 v不定過去))1手(以下の -.7分詞の用法の分析の際

に取り上げる)は悶~'lU拭 OKQヲ何 ce と共起できる c

アオリストが表している出来事は必ずしも話者がU撃した出来事でなくてもよいという

ことに闘しては AronSOIl(26)や Friedman(2i)も指摘し、また CraHKoB(2~)の次の例はそれを裏

付けてL￥る。

(14) KoII matW.7側 omu盟主 }(xamaHa na7mοn10 129) 

訴があなたのコートの傑をこんな下Tに縫ったか。

現在形と同様に、従属節の核続語には山が用いられた場合は、 Jド文法的文が生じる η

(15) *H3乙.1e.JK:da/*Cmpy6αAtUce/事If3.'lU3α';*OKα'36ace oa d川町 f叫

2/1 V. Priedman， "Admirativity and Con日nnativity，"Z日 lsch，併jurB正此anoloJ日ie17:1 (1981)ヲ p.13ヲ

v. Fri吋man，"Evidentiality in the Balkans: Macedonian， Bulgarian， and Albanian，" in Wιhafe， J 

Nichols， eds.， EvIdenlIaliσ刀leLinguisfic C叫 lingof旦plslemοlο灯 (Norwood_N.J.: Ablex， 1986)可

p，171 

2S Priedman， "Evid創刊ialityin the Balkans，" p. 171 

26 Aronson. "The Grall1matical Categories，'可 p，87

27 Y トriedman，The GrammatIca! Categ，οnιv ィゲ the /'v1aωdοnza川 fnJicative (CoJumbus: Slavica可

1977)， pp. 39-40; Friedman，“Evidentiality in the Balkans，" p. 171; V. Friedll1an，‘ The Category of 

L-:videntiality in the BaJkanぉandthe Caucasus可 inA.M. Schenker， ed.， Ameri叫 mCοntrihutiοnsto 

the Tenth Internationai Congrω5 ofSiavists (ColUll1bus: Slavica， 1988)， p. 122 

2R 仁川 印 刷H!B. KaleropHH Ha HH.ll，HKan1Ba B C.b叩 eMeHH川 O.b.ll'apCKUe'3HK!! llpelle可a-reHoB Ifauω“ 
ll.， HUlfO.I06U P. (r犯瓦)TIoMaraJlO口o6bmapcKa "tvJOp中C汀onur.r汀arOJI.Cc中H克， 1976. C. 360 

29 “四叩"という動作は話苦が凶撃していないじ
30 アオリス卜の形態と現在の形態が致する動刊があり、 doiideがその つであるc ぞの区別はス f

レス (οοiioe[アオリスト]、 O6瓜de~J:Rイ十 J 1または丈脈によってなされる c
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最後に、従属節に未来形のillJJ~司がある立;を検討したいυ51HaKMeB(31)、Go!ゆ(32)、

Aronso11 (.13)は、未来のJI手式をモダリテイの形式、すなわち非前説法 (110n-indicati ve) の形

式としてうよ煩する c このような分領在再定する研究も少なくない叫が、どの研究もよ米

形のモーゲルなJIJ法を認めている。

接続語に叩が用いられると、未来JI手は推量動詞と共起できるじ

(16) Jf32JfcJ/Cda/CmpY6α.ltU ce/Budu問符3Jfll3α，/0，λ036αCC，町附exodu 

彼/彼止は行くようだっ

これは、未来形にはフ/C確認の庖昧が合まれているためである。 U3e，.ite:J叫仏 cmpy6U.HUc仏

仰向 ceの場合は、志1:1床は状況による推量または話者の主観的判断であるの一方、出叩却

とOK，ω叩 ceの文は、話書が発話時において初めて、動作丁一がよう長において行おうとする

行為に気付く(この場台の話者の気付きを導いているのは「第三者の発口」と与えられる)

ということを去しているけ

現打ff1とアオリストと同様に、山による核続(立小日Jであるの

(17) *Jf3乙'1e.Jlcoa/*Cmpy叩 .HUce/*Bu山 ce/学113.07UJa/*O悶 3uace Oσ叫eXOOU. (3::;) 

ここまでの与祭からl明らかになったように、刊持続詰が川いられた場合は、どのテンス

形式もjl量動詞の節と共起できる。一方、接続語を山に置き換えると、全てのテンスに

おいてJド文法的文が生成される J

2-1-2. -;7分刊

次に、従属島II'jに-..7分詞の形式が川いられた場合仁、如何なる形式的特徴が現れ、またす

でに取り上げた他のテンス、特にアオリス「と如何なる怠昧の遠いがとEみ出されるかを検

百Jしたいの

すでに述べたように、制l量在表すに当たつに三人材Lの繋辞が保持される Aorist分詞

(r結呆状態による推量J)と士三人称の繋辞が保持される Irnperfect分詞(r伝聞に基づく推

豆J)の形式が用いられるが、前者は多義的であり、推呈以外に、「現在完了J(ノt ブエク

ト)および「驚呉」という意味も表す。ただ、この多義性は主脈において解決され、機能

の重柊 (overlap) はほとんど起きないυ

:n JJIIα!weu A1. 3a rpa¥feJl.flfTe HapH~JaHH B 6oJIrapCKaTa叩aMaTHKa<<cera凹 HOBpeMe>> H <<6o，rre1Il;e 

speMe>> // il:meCTH匁[]匁 HllcTHTyTa3a 6b江rapCKHe3HK. 1962. N!! 8. C. 27 
:.Q Z. Gofa，b， "The Problem of Verbal Mood in Slavic Languages可" In{erna{ional J(οurnal ザ Slavic

Linguistics and Poetics 8 (1964)， p. 17 

33 Aronson可“Interrelationships，" p. 16 

34 伝統よ法雪量や repd:JICuK.oe 1てIlpeH3Ka3B組 eτ0岡田町四HOTO;:IeHCTBHe B 6bJIrapC回目白山

C凹þ~1}I ， 1984. C. 8などv

35 ただ、 daと叫θの位置を変えれば、次のように、 mQ.:を表すよ法的Jとが花守る Ih<.'.'1c訓 ;rja叫eda

XOOlk 11l，e aaの意味と機能に閃する詳しい記述は、 l叩川口<K削 IIp削減出国HeTO.c. 121-153に
あるハ
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従属節に -./1分詞をfrrんでいるj壁土;の分析は、 Aorist分詞の川法から始めたい。まず、次

の例を見らオしたい{

(18) a. HpJf仏政:ða/Cm抑制 ~flf ce/Buduほ /b.IIpedno.w2州 Ic.H3Jfll3α./0，λ036μ ce，lte e匂eJf

mσ3U }(HUZa 

a彼(j彼女)はこの本を読んだようだ./わ彼(/彼女)がこの本を読んだと思うの

C 彼(/彼女)はこの本を読んだんだ/彼(/彼女)がこの本を読んだと分かった乙

(19) H3?;記班oa/CmpyeG.11M cel:ノBu伽 ce
l四

)/取刀'J;erJnORa?削 /*fhmヲa/*Ok:G36ace da e lle.ヲ

m仏1UJ..:HU?a 

従属封Jが町按続語によって核続される場合(立、全部の和量動詞と Aorist分刊の共起が

可能である。 j示、節が dα によって持続される地合は、 U3.!，./Ie:J叫 μ とcmpyeα.HUceしか

用いられず(場合によっては仰向 ceも)、 'UfCoa C児な!と|司じ志l床を帯びるつ

(18)と(19)の用法を比べると、意昧は同じであるが、 (19)は (18)より話者の確信

(certainty)の度合いが少し低い。

では、 q分詞の従属節とアオリストの従属節の被文はどう遣うか 1lC接続語が用いら

れる次の文を比校してみよう c

(20) H3Z .. 7C，JICOa， lte H}l}(OU C (L7UXI..7 ({ }(b叫αma

誰かが家にへっていたようだ。

(21) H32日刀coa，lte H}l}(OU fL7C3C (1 }(b叫amo

訴かが家に入ったようだ

(20)は、話者が結果状態しか知り得ず、動作そのものは知らない(目撃していなLサと

いう前提がある。すなわち「訴かが主主に人った」時、話-0'は家にはいなかったのである。

そして、話者が知っているのは、動刊の結呆として残された状態 (r家のドアが雫いている

こと」、「家が荒らされていること」など)のみである九 方、 (21)は、動作がf丁われた吋

に、話行は家にいたという前提がある。そうし亡、話行は何らかの徴候(ドアの青など)

をもとに、 H撃していない出来事を推定する υ

これらの遣いをもとに考えれば、被文の従属節に現れる Aorist分刊は、モダリティよ

り(371、アスペクト性(結果iR態、パーブエクト)を表していると言える また、推量を表

す柊文の従属節に聞いられる Aorist分詞は、単文の推量の-.'分詞と|百l総に、繋辞を保つ心

次の (22)のような文はJド文法的文である c

(22) *H3乙'1e.?fcrJa，4e HJlKOU出 U3G.76 J¥bllfwnα 

:.Hj (1udu ceはuλ托 フ cdαのE味解釈がある場合l土、用法が'1能であるC

37 モダリテイは、主主の動剖、すなわち推呈の助副jが担っている
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次に、 Aorist分詞以外の寸分詞の形式は推量ill))a司と共起できるか、またできるのであれ

ば如何なる志昧のニュアンスを'1み附すかをみてみたい。

(23) H3<"j/仏政~ða yl.fumCJl5lm HC C 3H叫 'f，(lC HaUlUl11e sb32Jta6HlflfUω nb • .'fHCHU c mueHU匂印α
1."-'. 、印刷

ζ 7a.l1O. (11. P削阻止.1KOB)、

私たちの枕に小交の長が詰めてあったとは先生は知らなかったらしいc

(23)のーな分詞は lmper[ecl分詞であるじ=人称の繋辞が残る lmper[ecl分詞に闘して

は、伝聞をもとになされる捕量という機能を主張した (38)行また、 2 1で述べたように、

U3山CJ火山が表す推量の忌、昧が つの要因によって特徴I，Jけられ、一つは結果状態ー徴候

の存在、もう つは第六者の党百(伝閣)である。 (23)の lf3.目的'fcoaは、後者の解釈を骨子

び、文全体は「過去の事柄に対する伝閣をもとになされる話再の打l量」という意味合いを

帯びている。その且叫ょが引き出されるのは従属節の Imperfect分詞の働きによる。

次の例 (24)也、話者の、第二者の情報をもとにした推定を表している。

(24)長刷sa(ly6C1116α笠企盟主坐自主7 出 fduce， s naJvlel11l11α11y， 3(6)七leHU0111 CbH.兄 (4川E

CTaHes) 

1Il~りで寝われた彼の記憶をこんな気付ちがさまよっていたようだ行

主節に U3.叩 30か OKa3叩 ω という動詞が用いられると、分詞は「常異」を表す{

(25) H3j!U3a， I.fC 1110U CM双山山 C6Uplf，HO CU CλlbJf(lWf. (rep;'J)I<沼 KOB: 1977l-i1) Iこよる朽IJ)

彼は黙っていたのだが、なんとそ来日ょが弾けるのだったっ

(26) OKωsa CC， T..[C mou C 川町山 npCKapl ~ ..-151momo myK. (rep，ll)KIIKOB: 1977によるi列)

彼は、なんと夏休みをここで過ごす気だった η

(25)、(26)の分詞の繋辞が脱荒しても、「驚異」の忌昧は変わらない

(25') H3.7U30.夕刊 mou主旦竺空三立主型也 HOCU C .11ち刊川

(26') ()叩j仰山 {fCmou盟主王立旦互区主笠旦 IlHmomomyκ 

38 FepdJICUKoe. ITpeH"3IU13BaHeTo. C. 21 にて51山口

39 ヨフコハ四位「ブルガリア語の l分詞の語用論的研究 I; Yovkova-Shii， "Evidentiality and Admir-

ativity可

40 I 町Jd.J/C llI(川 llpe~nK前回目10. C. 21にて引用 この文においては、 l的 ((juduω) と従属節 (ω

日/y.)/c山ω"Jの位聞が入れ存わっているc 棋キ的而順は次の通りごある Buou出， '-iC mu印刷

可抗問削 Cα fi.7yJICOィ1ellU(5 nμuemma昨日の!ヲ('11αοm Cbll 

41 Fepd.'J/cuKoe r E!l:Ha crrc日目中H'IHanraiOJIHa KaTciop目見 BCbBpCMCHHlf克 6，汀rapCKlfKH聞くOBCHC3日K

// fo凡HIJJHI1KHa CoqH1I-iCKI1河 yHI1sepCI1TeT.1977. N2 69:2. C. 23 
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単え;における「驚呉」を表す -jl分詞の形式的特徴について、筆者は以前の研究(切におい

て次のように述べた 完了した I中l来事に対し、「幣異」の志を与える非瞬間動詞 (non-

punctual verb) の守分詞は通常繋辞を残す。 方、小完了の出来事、すなわち発話時にお

いて行われてL、る(話者がけ撃し得る)出来事に対し、「驚呉」の広を与える -Jf分調のiA話

においては繋辞が脱荒するつ 方、 1'ep.i_OKl1KOs州が、繋辞の有無は任志的であると主張す

る。被文に関しでは rep)J，'iKHKOBの-t5.止する任意性を認めてもよいと思われる c

上記の (25)、(26)の従属節の分詞の時iI;rJiまそれぞれ現在と未来である υ これらのえ;の d

分詞の形式を通'ì;~の時制月昔、すなわち現在I1手と未来形に胃き扱えてもよいが、多少の志l床

変化が生じる

(27) yh.，問。，叩 mο古主包笠 da主笠ll!!...， HοCU .HbHl{U 

(28) OKω6a川町 moLI笠enp笠盟 '151f110mOf11YK 

(27)、(28)と(25)、(26)の違いは次のようである まず、 (27)、(28)より (25)、(26)の

自が主観性の度合いが品いυ また、非 q分詞の形式は、発話時における話者の気十lきのみ

を表しているが、 -.7分詞は、党話時における話者の気付きを恭一しながら、その気付きを先

話時以前の話青のMらかの「期待J(expectations) または「思い込みJ(出S叩 nptIons)(41)と

士jj:tさせている υ

推量動詞の主節を伴う従属節には 6uマ補助動詞が付加する寸分詞も現れ得るが、その

意昧は二通りである つ (29)は、出米半の「過去性」である亡すなわち出米半のテンス

的特徴を明示するのである」

(29) OKa36α同町 moLIce e 611.7 npu6p凶作ce6e附 enpt必仰q，).1lHO<?O叩 eduI11HX 

彼は彼らよりずっと前に帰っていたようだ。

もう一つ (30)は、「不信」という別なモーダルな意昧を加えるものである

(30) ()KG3(1Q ce， l.le mou e6U .. 7 Ato.Jlce.7山 caupUIlG nUaJto， a flue Ile .. 11y問'!}(1αHeJ4α叩印刷E

私たちは信じていない(j信じていなかった)が、彼はなんとピアノが弾けるんだ。

2-2伝聞

ブルガリア語の evidentialityが議論される際に最も注目される機能は「七、聞J(-j5)である。

42 ヨフコパ川位「ブルガリア請の/分刊の~lt4-1論的イ計究J 173-174真;Yovkova-Shii， "Evidentia1ity 
and Admirativity，" p. 30 

43 FepdJICUKoe. Ilpel13Ka3BaHeTo. C. 111 
44 たとえば、 (25)r彼が畔けないと思っていたこと」またはほ6)r彼がここではなく他の場所で夏を

過ごよと思っていたこと」

45 [""聞説法」という川語もしばしば用いられ、「ある全壊について、白分は直接知lらないが、他からこ
う伝え聞いたという(他の人が言った、あるいは言っている)ことを桐干に伝える」ということ去

す丈法的子段であるじ
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なぜなら、ブルガリア諸に関してはこの機能をなす引IJのムード (np出血ωHOHW .. .-.'lOHeHUe) 

のパラダイムが存在すると 般に指摘されるためである。また、「伝聞のムー FJの形式的

特徴としては、一人称の繋辞の脱落が指摘される c しかし、繋辞の脱落は必ずしも「伝聞」

を広叫、するとは限らない。!!!¥繋詳の形式には「伝聞」以外の働き (r驚宍」など)がある(伯)υ

本稿の筆者は、無繋辞の形式の多義十Tは認めている 方、「純伝聞J(n町 rallveなど)が、

常に一人称では無繋辞の形式によって表されるとijl<したC171 単文の「伝聞」を巡るこれ

らの指摘が、禄え;レベルにおいて如何なる程度保たれているかを検討するのがこの早のU

的である。 Yovkova-Shii (時では、被文の主節に「告知/引用」の動詞がある場合は、従属

節の伝閣の evidentialが繋辞を省いてもよいし、残してもよいと触れた J 以下の分析を通

じて、「伝聞」を表す禄立;の 1分詞の繋梓の有無の現象について検討する υ 主節に「告知

づ|用」の動詞がある被文と、主節に「告知 づ|用」の動詞の代わりに「伝出」を明示する

守分説がある被文の双方について分析する c

2-2-1主節に「告知.~I用」の動詞がある袴文

まず、 Tて節の動詞が「門知・引用」の動詞 (KG36G.川、官'.J/Cariiヲλm6op向/プ宇佐す3λ
pa3npa眠 H/pω 1pα6fl{，口ラλ cbo6l勾αeGι川 bOÓUfα(491 必~;i 吾、野元二 .n;、え716 ず-JjJ) で

ある場合の袴文の分析から始めたいけ

単文の「伝閣」を表す q分詞のテンスは、テンスが助詞の叫eによって明示されるよ米

形を除いて、分詞のタイプによって灰日11される乙過去の出来事の「伝聞」は Aorist分詞に

よって表されるつ 方、 lrnper[ect分詞は、不完了の過去の同来申の「伝閣」または現在の

出来事の「伝聞」を去す。

主節に「告知・づ1Jtj JのE加え司がある柊文の従属節には様々立テンスの形式が同いられ、

これらの形式は「伝1i¥1Jの対象であるH'r*半のテンス的特徴を去している c

形在現
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(32) Ka36α， lfe盟主三坐主 HaJ¥Jope. (未来形)

彼は海へ行くと言うつ

46 Cf Friedman‘“Admirativity and Confirmativity‘可 pp.16-17;V. Friedman， "Reportedness in 

Bulgarian: Category or StyJistic Yariant，" lnternational Journalィゲ日前icLinguisti山 andPοetics 

25-26 (1982). pp.152ー153;Friedman， "The Category of Evidentiality，" p. 126; V. Friedman， 

“Con日rmative!noncon日rmativein Balkan Slavic， BaJkan Romance and Albanian 'vvith Additional 

Obscrvation on Turkish， Romani， Gcorgian， and Lak，" in L. Johanson and B. Utas， cds.， 

巨νidentialsin Turkic. Irαm耐久 αndNeighhollring Languα'gt'町 (Rerlin:Mouton de Gruyter， 2000)， 

pp. 334-336 ;ヨフコパ凶位|ブルガリアfAの l分同刊の高用論的研究J125頁;Yovkova-Shii， 

“Evidentiality and Admi日tivity町..p. 23 

47 ヨフコパ山位|ブルガリア刊の l分剥の内用論的研究J142奥;Yovkov託 Shii，"Evidcntiality and 

Admirativity，" p. 24 
，1お Yovkova-Shiiヲ‘Evidentialityand Admirativit:y_" p. 24 

49 完f件、/不完 fi+のベアである
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(33) Ka36μ 叩 H印 Hdoude. (定過去形)

イヴァンが来たと彼は百った。

ブルガリア語の従属節の evirlentiality

次に、上記のえ;における従属節のそれぞれの!liI)~司の形を 1 分詞に置き換え、如何なる忌、

l床変化が'1じるかを検討したい。

(31') K，ω印 m，4e Clf neeJI JHHO?O xyooeo 

(32') Ka36Q， lle笠型企立三笠U1/αHope 

(33') K，α'.](10， lte J1(1aH血1立立望h7

(31、33)は、話者がf:ziえていることの情報源が話者以外のところにあるということのみ

を表しているが、 (31'、33')は、話者が伝えていることの情干t引が話者以外のところにある

ということと同時に、話青は被文の事象の真偽判断に関りしていない(場合によって疑っ

ている)、すなわち真偽判断に関する責任の度合いが低いということも表している、

単文の「純伝閣」に関しては、=人称では繋辞が通常省かれると主張したが、 (33')が不

しているように被文の従属節には繋辞が残ることもある。本稿の筆書が調べた文学作品の

1911の中、有繋陪 (cf、36、37) と無繋静 (cf、34、35)の/.x右の形式がf.)!われていることが判

明した(加。袴文の主節に「伝出」を明示する動詞(r告知引用の動詞J)が用いられると、

従属節の寸分刊の一人称の繋辞の有無が任意的と思われる(吋語話者の発話には 貫性

が見当たらないため)が、繋辞の千171F;には識別役割がある場合も者えられる。その目前別役

割とは、{llr米半のテンス(過去か現在)の明示ということであるの分市lの形のみからは、

出来事の生起が過よか現在かわからないよ場合があり(油、繋辞の有無が|メ別のfD!Jけとな

る。繋辞が省かれる形式は出来事の現在性(通常性)を指し示し (34)、繋辞が残る形式は、

過去性または結果状態(パーフェクト 36、37) を指し示すわ

50 本稿の例の収集に当たって、主に母百世話J干の会話及び文学作品に正目しているので、山典はジャン
ル的バラエテイに多少欠けていると目、われる 繋辞の有d慨に不規則性が見られるというのは針定で

きない'jiXであるが、出版物(丈守、マスコミ)における単文の「純伝聞」においては、規則的に
紫辞が省かれるつ 方、会話レベルにおいてはこの規則性は多少乱れるい繋辞の有蛇を巡る個人左

(乱れ)に閃 Lて、 Priedman，.ιEvidentiality in the Balkans，" p. 176: G. Pielder，“Distance as a 

Prototypical Verbal Catego町 inBulg町 ian，'可Bai如 nistica9 (1996)‘p.219でも指摘される 筆者の
考えでは、「会話|というジャム/ルにおけるイj繋貯の形λ(r推量 1)と無繋貯の形式 (r伝聞 1)の用

法にはある程度の任立性があると出われるοtなわち、党前日干において、出米事を「推量J(r伝聞

による推量|も含めて)として伝えるべきか、 ;'':Lくは「伝問|として伝えるべきかの選択が、そ
の区別が主脈などによって綿配に本めりれていない場合には、話背の判断に任せられていると考え

りれるじ同慌のことは日本語に閲しても指摘できる すなわち、会話における「ょうだ」と「ら L

ぃ」、または|ら Lぃ」と|そうだ」の使い分けは、党活主の忘凶が決疋することが多いと見られる、

51 不定了体の多くの動詞の Aorist分詞と Imperfect分詞の杉(甲数の 2人祢と 3人体を除いて)は同

じである J
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(34) H，ωfcmllHαeCU(1問 KU36αm，4e rJoKmopom笠区日ど笠凶 JHHO?O仰向1，HO lt06eJ. .. -Kαmo 

.Hy ce J70.Hα7UH， ~H()刃ce U C J70-.'¥4QHKO oa .HUHC. (巨 lleJl11H)(.'i2i 

医書がお金をたくさんとるとみんなが言っている J しかし、お昭郎、すれば、少し安く

してくオlることもあるそうだ。

(35) K.悶 岬1，lfe U XR刃向 W1叫eRUda neKam flaφ'ypfla. (C. ，QaCKa.nOB)r副
彼らのパンもオーブンで焼くと口われる。

(36) Xopamαd叩河川a，lJe e OmCJla611G..W(<οmCRao，10). (E日即日H)(5-)1 

人々は、彼女にやせたと亡すってL、ました。

(37) BeCmllUl{Ume cbo6叫uxa，lJe llflKOU d四 'J'mαmucapG3KpumUK問削u(くpG3KpUn1UK問。xa)

npa6umωcm60mo. (r epiDKIIKOB : 1977による例)

新聞は、何人かの議員が政府の批判をしたと伝えた。

しかし、分詞が過去の出来事を表しているにも関わらず、繋障が省かれるI場合も多数あ

るけ

(38) B四 ep よちXUH HU pU3np，四 we do.'l?lf npUK的日130 6edHlf .1-t印刷 Koumo ce 

JICCHlf.7U(くJIC印 lfxa)JCI LfapCJQl Oo悶匂7UC町川m叩l1QHa (1eU{Ulfu， Ha IlyOι.'0， HG apaHU U 

llG .7UCUlfU (E口町HH)何司

夜になると、ルカンは貧乏な少汗述について長い話をしてくれましたυ その少可達は、

低tぐや不思議、カラスやキツネの}Jを借りてk二七たちと結婚したりしたそうです。

(39) MOflm 6pαmQHet{ pa3npa闘 ，Kmno 6Wl 6υUHlfK， PQ36c 明~7 ce(<仰 360Rfl ce) U 20 

(お)
3a/忙なU(<3ame日江u，)(i行ο引印刷ma.(E. !lCflHH) 

兄は次のように詰ってL、ました乙徴兵のとき、病気になり、病院へ運ばれたそうです。

被文の従属節の分市lの繋辞の台無に悼|しては、個人主主があると考えられる (c王注 50)

が、 (38)、(39)のような立:の繋辞の脱落i:J:、次のような要凶と結びつけられ、説明できる

のではないかと思われる すでに述、べたように、単文の「純伝聞J(n副Tauve) の場合は、

繋辞が省かれるという法Mrjが 貫性を保っている η 卜記の例 (38、39) の繋辞の脱法も、

単立:のこの法則に従い、 riム聞の制点」が立;末までrrかれていることを意味すると考えられ

る。 Fielde/，'i7
1
の叙述を借りて口えば、繋辞が省かれる形式は「奇士号人物の視点」

52 [Je.WII E. Pa3Ka3lL Co中間 r 975. C. 70 

53 EOfld.JfCUC6 U dp. CもspeMeuellι420にて51111っ

~:d [JCI凹 1. Pa3Ka3阿C.304 

55 nι.11fH. P出 K出回C.138 

S6 Ife.7U/I. Pa'3Ka'H1. C. 222 

57 Fielder“ Distance，" p. 221 
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( 'perspective 01' the character' )から出来事を伝えているということであるコ

また、統語|の役割により、繋辞が保千1されることがある (40)。このような場合には、

繋辞は統語的暖昧さを排除する J

(40) yJ"aH Ka3a， 町山~盟主.7 H(){jQ cn附 XOCUUPK'α(Friedman: 1982による例)

イヴァンは、自分に新詰集をnったと言ったの

(40)には、内帰助詞(口'1)が用いられており、この助詞は、二人称の繋辞と同形であるつ

従って、繋辞が脱落すれば、文は二人称か一人称か、暖H本になる (cf.41)， 

(41) yJ"aH J(，出 。!間 ζ別立些7Hο叩 cmuxocuupKa

aイヴァンは、自分に新詰集をnったと言ったの

b イヴァンは、あなたが新詩集を買ったと口った、

また、従属節の-r語が、怖語として丁封Jに現れる場合(例 36、 正)は、繋辞が残った方

が自然である。

単文では「伝出」を表すな分詞は、暗示的に「不信」や「不満」を表し得る。従属節の

-.7分説にも同様な働きがある

(42) 0印刷。印 He川市，附ぐ制作 lle川)悦)

あなたは、まだ私のことが好きだと言っています J

不信・不満の意昧が明示されることもある。単文と同様に、寸分刊に白川補助動討が付

加|されることによって、「不信」や「不満」の意味が形式上明市される

(43) K，ω叩 ，lle担型 uwzn勾Y24(HHOBKOB)(日)

彼i:J:お金があるって言っているがし木当かな). 

(44) 06附 Il加 αme.lte， lle lte Cb.H uwz pauomm(品仏国防B)，削

私が仕事をしないとあなたJjは言っているがし違うと思います)。

主節が推呈の意昧を去す場合に悼|しでは、 lleと山の双方の按統語の可能性を検討した行

主節の述語が「告知・ヲIJ IJ Jの動詞である上記の全ての例では町が川いられているため、

次に dα との央y巳の可能性(そして、その条件)について記述する U まず、次の仰lを見られ

たP.

58 刀ι7lf1/. Pa1Ka1l1. C. 60 叩 gaUiは旧日削附の意味で用いられているじこの丈は、「あなたは私のこ
とが対きだと言っているが、官、は信じなL、」ということを肯忌するc

59 n町川JlClIgOG. E凡Hacnel(l1(j川吋Ha.C. 49にてglm.
60 n.中山 C1I/W(;.T1pelf3Ka1BaHeTo. C. 19にて引用〈
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(45) Ka3μJHy da doude 

彼に来るようにと彼は百った。

(46) Ka3μ a3 dαdouda 

私が来るようにと彼は百った。

(47) *K，ωα /vlY da ufe doude 

(48)*KU3014Y 04d fMood6i) 

(49) *K，出町 λザ oaOοωα 

上記の甘IJから次のことが口える乙まず、山が共起できるのは現在形のみである (45、

46)。また主節の動詞 (KCl3a)の主語と従属節の主語は異なる人物でなければならないけ

次に、 -07分函lの問核的命令の用法について検討する

(50) KQl{(Jo IW3a Jlu? Ka:Ja坐三区盟盟(G2)mafZdH叫 6CUIYHEFtfJ(HHOBKOB)(CG) 

彼(ま何と言ったか。今夜、我々がサルネノヘ行くようと言った。

(51)刀仰の'.lwa.'I1e也生日生ECHUOUT?》17F44J60(ACIPUMMMPOB)lM 

彼と 絡にタルノヴォへ行くようにと私を説得しているの

(50)と(51)が示しているように、山はーな分百oJの節と共起できる η すなわち、ブルガリ

ア詣では、命令の問説法は可能である。これらのjとを単立:に置き換えると、次のようにな

る。

(50') srα c.owe udωu ma3U HOU( 6 CbpH印。

(51') sa Cb .. 11 uoeR C 11配 ()uTち，Pll開。

このような刑法をもとに、 MacnOB(日 iは‘npω3Ka3印 KOHlOHKmUs (["伝聞の従属iJ;J)と

いうカテゴり を区別するが、 MaC.10Bと同様にこの形式のカテコリ 性を認めている州

究行は少ない「

(50)や (51)が示しているように、 dα は-"'分詞の節と央y巳できるが、共起の際に、特定

の制約は働くっまず、次の文を見られたいの

61 (48)の合J1ideはアオリス lである〕
62 ude.'/UはomuuL'luの主主昧で用いられているc

6o ノTιHUlIαnepecKa3hl saTeJl fョHble仁 330にてglm"
6/1 s(白山lla.TIepecKa3日BaTeJ可oHbTe.C. 330にて引用。
65 ll1ac.'I06. K sO口pocy仁 260
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(52) *K，ωα 山 do印刷

(53) KG3a da O間切削

(52)と(53)の従属節の動詞(山iida) は10jじであるが、分詞の形が異なる。 (52)の分詞

はAorlst分刊であり、出米半の完結を表している c 方、 (53)の分詞は Imperfect分詞で

あり、不五 f性を表している。 (53)が可能であるのに対して (52)が不可であるということ

の要因は、分詞のタイプにあるとみられるじすなわち、 daはlmper[ecl分詞の節とは共起

できるが、 Aorlst分函lの節とは共起できないの仰とテンス形式の共起を考察した際に述

べたように、 dα に次ぐ節の!liIJa司は現在性(または不完「性)を表さなければならず、

Aorist分詞には不完了件という志l床特徴がないため、共起は不可能になると考えられる。

(33') と (52) を比べると、 (33') は文法的であるが、 (52) はJ~文法的である。また、 (53) の

長続前を ω に置き換えると (*K，α3a，叩削 ooudω)、非主が発生する。〉己 f休の Imperfect

分詞(山ωω)はモダリティ件がl町く l刷、主節には現れず、従属節、しかもモダリティ件

の高い従属節(仮定節など)にしか現れない。

「伝聞」を表す寸分詞は、「告知ーヲ1J IJJの動詞のみならず、 rf:i聞JをfT怠する総々な

表現/動詞をもっ主節にも従属できる (54、55): 

(54) COMO om epe.He HO 6p印 edEEJEkttLIft(67}ecωo mb.11HU c:.D:吃伊岳町 cenponι 匂6

盟型旦'!.-.ww. (E. lleJH1H) (悦)

時々ではあるが、村には、彼が飲んだくれになり、悪書になったという噂が届いてい

たじ

(55) KOi訓 oce p.~円EEEM3cezom022511FqP22 町向。o MameuKo竺竺担笠 HUKO古町

n0651peα (E. IIe耳目H)(09
J

村中に、マテイコおじいさんが死んだというニュ スが流れたとき、誰も信じなかっ

た

2-2-2その他の「伝|剖」の被文

2-2-1では、宅自jに「告知・ヲ1J IJJの動詞が川いられる柊立:を取り上げた。 2-2-2では、

次の つの構文を少し者慮したい υ 一つは、主節がJn:説法であり立がら、従属節に「伝聞」

を去す -]1分討が現れる被文 (56、57)であるつもう つは主節に「告知引用」の動討の

代わりに rfム聞」を表す q分詞が川いられている抱立:(58、59、60)である。この分析に

おいては補語的従属節以外に他のタイプの従属節(畠Ij詞的節、修飾節)の惚文も成り上げ

るつ

66 完了体の Imperfectの形式のモダリティ性について Aronson，“1nterrelationsh ips町、 p.25が詳Lく
論じてし崎、

67 はl節の動詞を指し小Lている c

開万白山1.Pa3Ka3阿C.275 

69 nι.11fH. P出 K出回C.119 
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まず、主節が直説法ごありながら、従属節に「伝閣」を表す -.it分詞が現れる健文;からみ

てみたい

(56) KHembm f!.?..z!!~..~?.C!....zg.r!P.~'!!!!~~ om Ce.ilOmO da n06UKα CHUXα 口f7WI70J HRKαK日f

cmpa.JfCapU }{生巴型化 lIC』 H)(71J

村長が、彼に嫁さんを呼びに村まで行かせたのそれは、警察官が彼女を探していたと

いうことだった、

(57) A， npeοI]w，JlCUX lIa 5au nα1151吋lIaom Kl tu:>IC叩me 口~/， 3a dαCU cbKpamu叩 ιHemoC 

4eme胤 HO mou Jf回 6e3Ho P. '!!.'S~tg!!.z.!. nped.'tσX印 uemo ，HU， 3αu{omo 6也 l.feJf
(721 

oOCmamb{IHO Ha {jpιHemo. (A. KOHC'raH111Hos) 

パイ ガニョに、時間つぶしのため、自分の持っていた本を 冊読むように勧めたが、

彼は、昔十分に読んだのだと口って私の勧めを丁寧に断った、

(56)と(57)は主節が由;説法で、従属説が rl;聞」であるが、これらの節のモダリティの

変化は rtll点」の変化をもたらす。二主節が話者(=na町ator)の制点から述べているのに対

し、従属節は主人公(=charac(er) の視点から述べているのであるつまた、従属節が独自

に「伝聞」を表している場合は、その意昧が-r虫jで柿充されていないため、伝聞を明示す

るには、単立;の narrat1veと同様に、繋陪の脱落 (d1lpωu、6u.，tlteJI) が必須である。

次に、主節に「告知・ ~I用」の動詞の代わりに「伝聞」を表す q 分詞が用いられている

被文の例をみてみよう。

(58) K02amo HCI {jpamama竺旦竺立笠.70，Hr;QH m?J問。 !!!-!f:.!.!~~.!!:~~円Ltz(73)
|、アがノックさオれたとき、イヴァンは出かけようとしごいたそうだ。

(59)肋 αoCmmulω古IlW(0盟主fとえ U nr.昨日~~ Ila C(1()}{ma (j{lepa ooaedella砂向。aIle(1eCma， 

師 o<?川006ωu削匂Wα叫Jο山αE主主E立坐旦 H印αI乃〉戸W正乙弓i手?引〉ド抑y冴q刷b06刷e印O悶 Gωd印 叩 3a α e仰Oο山α Ed6υ削.11Cmo匁刷HC，主巳え主沼正a.立巴lX幻ぷ.71主11

u Cmo叩冗加H叩11叫勾刷αι出uc岱立旦幻.'¥-1位旦出巳犯l旦3α M川qαωd乃p戸2つFρμ:汀川.7，C K即οeomo笠三eH型互笠立 (伍E.IIe江HH)l74j

苦い兵隊のストヤンは、きのう連れてこられた美人の新妻のところへ行って、円分の

ことを愛すのであれば、グlレゲル青年の井戸には水汲みに行かないように言ったc し

かし、ストヤンの渓が見えなくなるや否や、ストヤンの新主は愛し合っていたグルタ

ル青年のことを思い起こした :73)

70 この丈における w は理山を長L、日町J1noの代わりに川いられている。

71 lle."/UH. Pa3Ka3日C.44 

72 KOIIυHαIImUIIOGイ nai1raH的 CoφM河， 1946. C. 6 

73 repd.'J/cuK06. E，Il;Ha c口CUH中日{IHaによる例f この丈の主節と従属節の位悩が入札持わっている

(jf，叩Hmo附 01生担立旦111.. 1盟主 KOc'訓 OHα申αmamace n盟主笠翌)っ

7/1 n.叩d.J/C1!](開口pelf3Ka1BaHeTOにて引用c

75 フやルガリア請の nOJ制削の直訳は、 rJ34耳いLx'-fヲノ亡ノであるが、 fi;聞の)1"5式の日本請がさほど
よくないので、/ぎつ冷ノと況しておし
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(60) E. 2ocnodlIH cbduJl. r.山 nod':lJ!..'Jp.9.1!.紅白emalf !lP.~乙:~!?!~!，!"q~'~， lte HαX印 umeopa山 He

主包金豆 UHe U.M da.7. (巨 lleJll1H)川J

さて、裁判官さん、神様は世界を岩Ijったとき、女性にはヒゲが要らないと決めて、り

えなかったのごある(77)υ

丁封Jに ri.A閉」を去す-.7分説が用いられている場合に、-r節に「仇知・引用」の動詞が

あるえ;と同桜に、従属節の形としては -Jl分詞以外の形式も許下手される (59、60)，それは、

主節の述語が伝閣の志、l床を明示するためであるけ

2-3その他の機能

ブルガリア語のな分詞は、「推量」や「伝聞」などといった情初版に関わる機能以外に、

情報源とは無関係の機能ももっているの出米半に対する話青の驚異や出米半との心理的距

離(回f也、旬、起)、または話者のフ/C知不信ー未確認不関与などを表す機能である υ 侮立;

の主節の述語がこういった志l床を明示もしくは合志、すると、従属節の述語がィ分詞のI1手

を取ることによって、「黛異」や「距離」または「よ知・不信 』、確認・イ、関り」などの度

合いが強化する υ

(61) Jloz.ヲedflax叩 C061附 叩 叩 JI23eda長内e/ma)mo Ii笠ose1le 06fld/川

時計を見たυ なんと、お再だったυ

(62) Kamo cu !l?:!!!!~:'?~ C KG1<耐 X 日 zacb.H叫匁.7da CsbP，)ICa ，)lCusomαCU附(日C.l月aBI1HCKI1) 

どんな女と自分の人牛を結ぶところだったかと与えるだけで(怖lサυ

(63) OKa36αC色町 mouHe e '3Ha印刷乙.7UUCKマ1，αHueJ1y sflpeα，11e 

彼が英語を知らないことが判明したが、我々は彼を信じていたんだ心

(ω刷刷6ω叫4幻)目日a附K附αu叫'{O州m附 on即oe吋dH削o6叩p戸¢

Hαω11)，伊D即ed.(ω80仰
j 

ある吋、仲間が通り過ぎて速くへ行ってしまったことに気付いたっ

76 刀ι刀'/11. Pa3Ka3w. C. 114 
77 前例えのU本而訓とl日l厳に、前副せず、 1-た」形で副しておく、
78 e OOJlOという形を使ってもよいが、前提が違う ".7分詞の旧法によって発話時における記者の気

，.)きが、発話時以前の話{自の何らかの孟識的状態 (1まだお!J.ではないはずということJ)と対比さ

せられているという意味合いが牛じる心

79 Ewublc1!(“uοp 仁志Bpe"tvJeHeHにて引用c 干分詞の用法が、もう jr~Lで起こるところだった山来事
の「意外性」をよ草かせる

以) L. Andreichin， Kalegol"ie Znμczeniol1'e KIοniugacji Bulgarsku::j (Krakow: Polska Akademia 

Umiejetnosci， 1938)による例c

γ分河の主観't4.iiJt立とと体に主観的ニュアンスをJJIIえているf 主制作が感じられない次の丈と比較

されたい

)..f，Jldo 3axapu日'ti}ff.'/e c..7blllwmο市町主主edll立11xopαma nοnbmJl1I竺主竺盟主岳出 11印 刷 /

rずハゲJ3よい5ん j官、 U;j当主F点，/ifiJ':い;(，ベ泊五、と2ぐと;;'-::)/:のi-fU':..-cj 

のq 一
- cC，，)，)一
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(65) 1づlcoau，ωωauKUKb6匂oeCKe 6uJf m051 dcmo e Hαnucωmω11問 U:JfCJ..:a.'(81) 

この本を書いた人はなんとこういう人だったんだ。

また、 q分詞のf*川によって、話者の確信を表している助詞 (Kb.ill叫 cer-!f/'ヲλ品川以M

CU 2HOfJCIma (，ず1-J!!f If 15ノ)は、「縦信」の度合いが薄くなり、主観的志l床合いを帯びるけ

(66) KbJlHQ ce叩 e3HOι'f， HO HC e Kωω(目 j

彼が知っていたのに百わなかったのだ、と私は古う。

(67) !.g!!~?~.ý!.ιlf 2JlU6a.位日， ltC 6 m06a 6pιltC llembp ce e主主空白 6y匂1l.'IUUjcmo.同 j

その時ベタルが学校に隠れていたと首にかけて古ってもよLミ。

3.ー月分調と ‘knowledge/beliet' 

認識的モダリティの意昧 l、メインの特定を巡る議論の つは、このタイプのモダリティ

が「知識」か「信念」のどちらの概念により強く依存するかということに関するものであ

る。 LyonslMに従えば、 rXknowsthalpJ ということは rXbelievesthalpJ 0. e.Xlakesp 

to be true) ということを合意し、また話再にpの真実性を信じさせるが、 rXbelieves that 

pJ ということは話者を真実性にも不実性にも関与させなL、c すなわち、 believe' より

'know' を使用した場合の方が、話者の関与 (commilment)の度合いが強い 1110W' ま

たは白know と同じように機能している用言は白factivepredicator' と呼ばれ、白believe'

のような間口は 'non-factive predicator' と呼ばれる l問。 方、 Akatsuka(Rfi)は、円ノド諸の

分析をもとに、 1illowledge‘について次のような興味深い観察を行っている η すなわち、

「知る」という動詞が新情報の意味を表している場合仁、通常取らない「と」という助詞

(complementizer) と央起できるとL、うことである心

認識的モダリティの形式の働きには言語普遍的なものと並び言語特殊的なものもあるの

で、次に・ma.t1 (r知るJ)と・6Rp6a.t1 (r信じるJ)を例に守分詞の振る舞いを若干検討

したいじまず、次の文を参者されたい心

(68) 3Ha.t1夕 刊 eHanpa6即 m06α

(69) *3H，"，1 da e H山 lpaeu..'7m06α 

彼がそういうことをしたことを vと)知っている〔

81 CmoJ/Ho6 C. fpaM町出aHa 6bnrapClm5[即日双OBeHe3HK. Co中lliI， 1964による例
82 ln.，mta cどという動詞が用いられているにもかかわらず、11¥来事の「真|は不時以であるじ
83 FepdJICUKo6. Ilpel13Ka3B3HeToによる例ロ (66)と同様に、出米事の「点」は不峰定であるハ
84 J. LyOllS， S，四川ntics(Cambridge: Cambridge University Press， 1977)， p. 794 
8S P. Kiparski and C. Kiparski，“Fact，" in M. Bicf¥visch and K.E. IIcidolph， cds.， Progl出 Stn 

Unguistics (The Hague: Mouton， 1970)， pp. 143-173 
86 Akatsuka， "Conditionals，" p. 631 
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3HG.11 I立、 factive predicator であるため、話者の不確定を合直する形式とは共起でき

ないはずであるが、共起可能な場合 (68)があるつこれは、 Akalsukaの次の考24をもとに

説明できると思われる行 H本語の条件表現の多義性 (cond iti on al/tem po ral) を巡って、

Akats此 a(87)は次のように述べている。 'thespeaker!s attitude toward the state of afJairs 

expressed by lhe剖ltecedentdeterrnines ¥vhether the p町 ticularstaternent is conditional (ブ

ルガリア語の有繋辞の Aorist分詞(現有完了形/不定過去形)も多義的であり、「桁量」以

外に、アスペクト的怠昧、すなわち「結果状態」を表すこともあるυ(68)の311μMは、この

後者の志11未の読みを引き出しており、このような表現を可能にすると考えられるじ一方、

(69)のように従属節の出来事が「真」であるという前提がない場合(従属節が非現実性を

表している場合)は、 311ωtの川法は不適栴である I附コ

3HaHに比べると、間pωMの方は主観件が向いため、。α節との共起は可能であるが，話

者の「信念」のみを表しているため、 (72)のように伝聞の形式とは共起できない行また、

(70)と(68)を比べると、 (70)においては出来事の「真」は未確定であるコ

(70) B.刃:pea-ll，lJe e llGl抑制弓削6a

(71) B.flp6G.'d dαe HCmpαsIl.'1 mOsμ 

(72) *B.JlpfiGH， "eloa lIa可JaUUHmο(ja 

f度がそういうことをしたとfえじている J

次に、 Akalsokaが指摘する「知る」の、「新情報」を恭一す場合の払る舞いを、ブルガリア

語に関して検討してみたいのまず、 (73)の例をみよう

(73) Edua ceza Y:JHax{S9J (=paJop何人 {temuα互主主 <!Oc7χ.11nCf;ell 

あなたは歌が上子だと初めて知った

この文は発話吋における話者の発見、すなわち「新防報の獲得」を哀している c 方、

動作干が歌が上Tだという事実が話{iにとってすでに「真」であれば、 (74)のようになる。

(74) 311ι;¥1， {te mu cu 刀打兄H ne(1e勾

あなたが歌が上子なことを知ってL、る。

ところが、話者が知っていると言っていることを円分てイ言用していなかったり経ってい

たりするよ場合は、 (75)のように、 311αwは rlム聞Jゃ「不信」を表している -07分詞の節と共

起できる。

87 Ibid.， p. 626 
出 |伝聞」の従同節を肯んでいる 3H(LH，(/e HG司フU6U;/mo耐も小則であるF

89 ブルガリア語では、完了体の動詞の用法が必史であるじ
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(75) 3H(1.'c1叩 He6lfJfO xyoα60 dαce noJcmpu26UW npedu U3nUm 

試験のがlに髪の毛を切るのはよくないと知っている。

一点、主節が話者の「未知」または「不信」を表しているよ結合は、従属節に話者の確定

を明示する定過去)1手が使えない (76、77)。

(76) *He 3H川町 Hα叩 α印 mo印

(77) *He u.勾フ叫H，{te Hanpa側 mo叩(卯)

上記の例が示しているように、認識的モダリティの形式の川法は、話者の「知識の状態」

に深い関係を持っているけ認識的モダリティと話者の「知識の状態」の関係は、長近様々

な研究(90で指摘されているの

おわりに

本稿は、従属節の e¥'吋 entialityについて分析を行った。分析は次のことを示したc

まず、主節の述語が文全体のモダリテイ的志l床をコントロールし、従属節にはな分詞以

外の形式も許容される。ただ、従属節には寸分函lの形式が用いられたことによって、モダ

リティ性が強調されたり、 j，j力11的モーダルなニコアンスが力11わったりする乙また、従属節

のモダリテイのタイプが主節のモダリティのタイプと干庁守すると、文が成立しない。基本

的にTて節のモダリティが従属節のモダリティを規定するが、従属節のモダリティ性が主節

の動詞の忌昧を限定することもある。

次に、単文に陣lして指摘された evidentialの機能の形式的特徴は、被文の従属節のレベ

ルにおいては次のように現れている， r折l量」は、単丈と同様な形式によって表される。 rfム

聞」に関しては、単文の「伝聞」について定められたルールからの逸脱も見られるが、そ

の逸脱には二種がある〔 つは、主節の述語が「伝|制」を明示するため、従属節の一人称

の繋辞の有無が任意となるものである。もう一つは、繋辞の有無によって「語り」のf)l，l，':l

が変わったり、統百台的暖昧さが排除されたりするということであり、非任怠的なものであ

るつ

最後に、ブルガリア語の evidentialの働きが、話f，O)r信念」を含んだより!ムい認識的ド

メイン、すなわち話者の「知識の状態」にまで及んでL、るドメインの働きに規定されるこ

とを論じたわ

90 FriedmanドAdmirativityand Confirmativity." p.13)は、(77)のような主が、ある条1'1のもとで
"1能となると指摘するしその条件とは砕石の丙泌が小誠(， 'infelicitouぉ， insincere' )であるという
ことであるハ

91 T. OiV011， ''Evidentiality and Epis悼micSpace，" Studies in Languμ'ge 6:1 (1982)， pp.23-49; 
Akatsuka， "Conditionals"; J. Bybcc， R. Pcrkins， and W. Pagliuca， The Evo!ution (~t Grammar 
Tense. A、pectα町iModality問 theI"anguc，情的ザ theW.οrld (Chicago: The University of Chicago 

Pr自民 1994)

238 



Evidentiality of the Subordinate Clause in Bulgarian 

YOVKOV A-SHII Eleonora 

This paper deals with the evidentiality of the subordinate complementary clause in Bulgarian, 

focusing on the following problems. First, it investigates to what extent the formal features 
established for the functions oCthe evidential of the simple sentence are preserved at the subordinate 
clause leveL Second, it examines how the modality of the main clause influences the modality 
(evidentiality) or the subordinate clause. 

The functions of the evidential of the subordinate clause treated in this study are in accordance 
with the [unctions established for the predicate of the simple sentence, namely "inference," 
"hearsay," and "admirativity." For every function, we investigate sentences \\.'hieh include an 
"evidential" verb as the predicate of the main clause and analyse the possible occurrences of the 
predicate ofthe subordinate clause. Since the analysis deals with the complementary clause, it takes 
into account the two types of conjunctions, i.e. "che" and "da." and verifies the possible co
occurrences. 

In the introduction we describe the formal/functional features established for the I-participle 
fonns of the simple sentence. The first section briefly outlines the complex sentence types and 
conjunctional differences. 

The first part of the second section deals with the inferential function. The analysis begins \vith 
sentences with an inferential verb in the main clause and tense forms, other than the I-participle 
fonns, in the subordinate clause. It shovvs that, when the "che" conjunction is used, any tense ConTI 

can be subordinate to the main clause with the inferential predicate. However, when the conjwlction 
changes into "da," none of the tenses is pennitted. 

Next, we analyse inferential sentences which have an I-participle predicate in the subordinate 
clause and show how they differ in meaning from those with non-i-participle predicate. The use of 
the I-participle inferential predicate in the subordinate clause instead of an indicative predicate adds 
additional aspeetual meanings (resultant situation) or limits the meaning of the predicate of the main 
clause to certain meanings (inference from hearsay). This section also treats some "admirative" 
usages. Admirativit:y is discussed in detail in the third part of the second section. As for the formal 
features of the inferential I-participles in the subordinate clause, the analysis shows that they are 
preserved in the same way as those of the inferential in the simple sentence. 

The second pmi of the second section deals with the "reportive/hearsay" function. One of the 
great disputes concerning the I-participle in Bulgarian is whether the omission of the auxiliary in the 
third person is a suJTicient condition Cor distinguishing a paradigm with an invariant meaning of 
"report/hearsay." We have shown that for the predicate of simple sentences auxiliariless forms can 
express not only "report/hearsay" but also other functions (i.e. admirativity). However,"pure report" 
is usually expressed by the auxiliariless form. This part of the study analyses the problem of 
omission/occurrence of the third person auxiliary of the predicate in the subordinate clause. The 
analysis shows that, due to the fact that the verb ofthe main clause makes the report/hearsay explicit, 
the auxiliary omission in most of the cases is optional. However, there are cases where the omission 
(or preservation) of the auxiliary has its own purpose, i.e. it distinguishes the tense ofthe participle 
(past or present), or eliminates s:yntactic ambiguity. 

This part ofthe study also deals \vith sentences \vhich have indicative form in the main clause, 
but evidential (reportive) form in the subordinate and shows that in these cases the I-form in the 
subordinate clause is always auxiliariless, thus making "report/hearsay" explicit. This pmi of the 
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study also deals with sentences which have in the main clause an I-participle form for 
"reportlhearsay" instead of a verb for "reportlhearsay." 

Tn the same section we also investigate the behaviour of the t\VO conjunctions, i.e. "che" and 
"do." Like inferential sentences, for "che" there are no constraints. "Do" clauses are possible only 
\\'ith predicates in the present tense. Besides, for complex sentences with "do"' clauses, the subject 
of the predicate of the main clause and the subject of the predicate of the subordinate clause should 
be different. However, unlike the "inference" sentences, "report! hearsay" sentences can contain 1-
forms in their subordinate "do" clauses. Consequently, "imperatives" can be reported in Bulgarian. 

The third p3li of the second section briefly outlines the functions of the I-participle which have 
nothing in common with the "source of information," or evidentiality, per se, i.e. "admirativity," 
"disbeliet~" etc. 

The third section deals with the relationship of epistemic modality to the notions of 
"knm.vledge" and "belief." This section analyses complex sentences with a "knowledgelbelieP' 

predicate in the main clause and investigates the behaviour of the subordinate clause predicate and 
its fonnal features. It shows that the speaker's attitude tm.vard knowledge expressed by the predicate 
of the main clause determines the choice of the type of predicate or its meaning in the subordinate 
clause. 

The final section summarizes the results of the analysis. 
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