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コリマ・ユカギール語の非定形節における能格性* 

 

長 崎 郁 

（国立国語研究所） 

 

1  はじめに 

 現代のコリマ・ユカギール語のアラインメントは、これまでの記述を整理すると、基本

的には、S（自動詞主語）と A（他動詞主語）を同じように扱い、P（他動詞目的語）のみ

を別扱いする主格・対格型（以下、対格型）であると言える（Krejnovich 1982, Maslova 2003, 

長崎 2014）。一致に関しては、定形の動詞を述語とする節（定形節）では、動詞が S・A

の人称・数を標示する。また、名詞項標示に関しては、S・Aが主格（ゼロ）であらわれ、

P は何らかの接辞をとる。たとえば、A が 3 人称であれば、おおまかに言って、(1b-d) に

見るように、定の P が対格接辞 -gele/-kele、不定の P が具格接辞 -(l)e をとる1。また、A

と Pが 1 人称と 2 人称、または 2人称と 1人称という組み合わせであれば、Pは、(2b) の

ように代名詞対格接辞 -ul をとる。ただし、A と P が 1・2 人称と 3 人称という組み合わ

せであれば、Pは、(2c) のように S・Aと同様に主格（ゼロ）であらわれる。 

 

(1) a.  tudel  kie-t’. 

3SG   come-IND.INTR.3SG 

     「彼は来た」 

   b.  tudel  met-kele  paj-m.         3 人称 A＋定の P ⇒ 対格 -gele/-kele 

      3SG   1SG-ACC  hit-IND.TR.3 

「彼は私を殴った」 

  c.  tude-gele  nume-get  nie-ŋam.      3 人称 A＋定の P ⇒ 対格 -gele/-kele 

      3SG-ACC  house-ABL call-PL:IND.TR.3 

      「（彼らは）彼を家から呼んだ」 

d.  tudel  tɵwke-le  iŋi-m.         3 人称 A＋不定の P ⇒ 具格 -(l)e 

     3SG  dog-INS  be.afraid.of-IND.TR.3 

      「彼は犬が怖い」 

                                                        
* 本稿は、国際シンポジウム “Northeast Asia and the North Pacific as a Linguistic Area”（共催：国立国語研究

所・北海道大学北方研究教育センター・北海道大学アイヌ・先住民研究センター・ヘルシンキ大学 HALS、

2015 年 8月 20-21 日、北海道大学）および、千葉大学ユーラシア言語文化論講座「中川裕先生還暦記念

サロン」（2015 年 10 月 10 日、千葉大学）での口頭発表の内容に加筆・修正を加えたものである。両研究

会の参加者の方々から有益な助言をいただいた。ここに記して感謝申し上げる。また、本研究を進めるに

あたって、科学研究費補助金基盤研究（C）「19 世紀半ば〜20 世紀半ばロシア北東地域のユカギール語資

料に関する言語学的研究」（課題番号：15K02552、研究代表者：長崎郁）の助成を受けた。 

1 より正確に言うと、固有名詞、人称代名詞、指示代名詞が P であれば義務的に対格をとる。その他の名

詞（句）については、定・不定の違いだけで対格と具格の選択が決まっているとは言えない例もある。対

格と具格の選択に関するより詳しい分析は長崎（2014）を参照されたい。 
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(2) a.  met   kie-t’e. 

1SG   come-IND.INTR.1SG 

「私は来た」 

   b.  met   tet-ul    pɵril’-e   paj.  1・2人称 A＋1・2 人称 P ⇒ 代名詞対格 -ul 

1SG  2SG-ACC  tiptoe-INS  hit:IND.TR.1SG 

「私はあなたを蹴った」 

  c.  met   tudel   pɵril’-e   paj.      1・2人称 A＋3 人称 P ⇒ 主格（ゼロ） 

      1SG  3SG   tiptoe-INS  hit:IND.TR.1SG 

「私は彼を蹴った」 

  

 非定形の動詞を述語とする節（非定形節）に関しては、それが補部節あるいは名詞修飾

節となる際には、主語の人称が 3 人称の所有者接辞によって標示されたり、3 人称代名詞

が主語となった際に属格であらわれたりすること、さらに、補部節、名詞修飾節、副詞節

となった際には、人称の組み合わせによる制限なしに主格目的語が用いられることなど、

定形節とは異なる現象が見られるものの、アラインメントのタイプという観点から特筆す

べき現象は報告されていない。例外的に、動作名詞または受動分詞を主節述語とする、い

わゆる焦点構文は、S と P が同じような標示を受けるため、名詞項標示の点で能格・絶対

格型（以下、能格型）である。次の焦点構文の例で、Sと Pが述語接辞2をとって焦点化さ

れていることに注意されたい。 

 

(3) a.  kin-tek   kelu-l? 

      who-PRED come-AN 

「誰が来たのか？」 

b.  tet   kin-tek   juɵ-me? 

      2SG  who-PRED see-PP.2SG 

「お前は誰を見かけたのか？」 

  

 しかし、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて収集されたテキスト資料（Jochelson 2005 

[1900]等、以下、ヨヘルソン資料）には、能格型を示す非定形節の用例がより広範に見ら

れる。また、20 世紀半ばから現在までに収集された資料（以下、現代語資料）にも、ごく

わずかではあるが、能格型として扱うべき用例がある。その一方で、ヨヘルソン資料には、

対格型を示す非定形節の用例もある。 

 本稿では、まず、能格型アラインメントの根拠となる非定形節の用例を示しながら、そ

の構造上の特徴を明らかにする。次に、能格型を示す非定形節と対格型を示す非定形節と

の違いを検討する。また、能格型アラインメントをもつ言語として、コリマ・ユカギール

                                                        
2 述語接辞は疑問代名詞 kin「誰」で -tek,  leme「何」で -dik, その他の名詞で -(le)k/-ek となる。なお、

固有名詞、3 人称の人称代名詞、定の所有者を示す限定要素を伴う名詞句は、述語接辞をとることなく、

焦点が置かれた際にも主格であらわれる。 
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語が言語類型論的にどのように位置付けられるか、19世紀末以降、コリマ・ユカギール語

にどのような文法的な変化があったと想定されるかといった点についても考察を行う。 

 

2  非定形節における能格型アラインメント 

 ヨヘルソン資料の非定形節の用例の中で、明らかに能格型アラインメントを示すのは、

動作名詞を述語とする節（動作名詞節）、および、結果名詞を述語とする節（結果名詞節）

である3。両者は動詞を名詞化した形式であるという共通点をもつ。動作名詞は接辞 -l に

よって作られ、事態の名詞化（event nominalization, Koptjevskaja-Tamm 1993, Comrie and 

Thompson 2007）に用いられる。一方、結果名詞は接辞 -ool（ヨヘルソン資料では -uol と

表記）によって作られ、事態の名詞化のほかにも、動作の対象および場所という参与者の

名詞化（participant nominalization）にも用いられる。節の統語的な機能という観点から見

ると、動作名詞節は、①補部節、②名詞修飾節、③後置詞・格接辞を伴った副詞節として

用いられるほか、(3) に見たように、S を焦点化した焦点構文として主節にも用いられる。

結果名詞節は、事態を名詞化した場合には、①補部節、②名詞修飾節、③後置詞・格接辞

を伴った副詞節、④主節として用いられ、参与者を名詞化した場合には、通常の「モノ・

場所」を表す名詞句と同じように用いられる。 

 

2.2  一致 

 コリマ・ユカギール語には、名詞に付いて非再帰的な 3 人称の所有者を標示する接辞 

-gi/-ki（主格）、-de/-te（属格）がある（主格、属格以外の明示的な格接辞は属格形に付く）。

この接辞の前には、複数性を標示する -pe/-p(ul) があらわれることがある。-pe/-p(ul) は通

常は、名詞の指示物の複数性を標示するが、3 人称所有者接辞と共起した際には、所有者

の複数性を標示することもある。 

 

(4) a.  tude   terike-gele  nugon-de-ule    ulte-m.4 5 

3SG:GEN wife-ACC  hand-POSS.3-ACC  bind-IND.TR.3 

「（彼は）自分の妻を、（彼女の）手を縛った」（Jochelson 2005[1900]: 218） 

b.  emei-pe-gi     modo-i. 

mother-PL-POSS.3   live-IND.INTR.3 

「（彼らの）母親が暮らしていた」（Jochelson 2005[1900]: 51） 

 

再帰的な 3 人称の所有者の示し方については、2.3 節でとりあげる。また、1・2 人称の所

有者を接辞によって標示することはなく、「私の N」「あなたの N」といった表現には、常

                                                        
3 また、接辞 -je/-d’e/-t’e によって動詞句が名詞化された際にも、名詞化構造の中にどのような項を明示

できるかという点で能格性が認められる（Nagasaki forthcoming）。 

4 Jochelson（2005[1900]）からの引用の際には、原文のキリル文字表記をラテン文字に転写した。また、

複合語であることが明らかな場合以外、原文中のハイフンをスペースに置き換えた。 

5 (4a) において、名詞句 tude terike-gele 「自分の妻を」は、後続する名詞句 nugon-de-ule「手を」の所有

者であるが、両者はともに対格をとっており、二重目的語となっている。 
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に、「人称代名詞主格＋所有物名詞」という構造を用いる： met emej [1SG mother]「私の母」、

tet emej [2SG mother]「あなたの母」。 

 3 人称所有者接辞は、動作名詞や結果名詞に任意に付き、それが自動詞であれば S と一

致する。ただし、この一致も非再帰的 3人称の場合にしか起こらない（再帰的な 3人称で

一致が起こっていない場合については、後述の例 (9) を参照されたい）。次の (5) は動作

名詞節、(6) は結果名詞節の例である。動作名詞節が所格接辞や条件接辞をとって時や条

件を表す副詞節となった場合には、(5e) に見るように、動作名詞にあらわれた接辞 -ŋi に

よって S の複数性が示される（この -ŋi は一部の動詞屈折形式に現れ、主語の複数性を示

すものである）。また、結果名詞では、(6d, e) に見るように、接辞 -pe/-pul によって S の

複数性が示されることがある6。なお、動作名詞 -l と結果名詞 -ool（-uol）の末尾の /l/ は

子音で始まる接辞が後続する際に脱落することが多い。動作名詞の接辞 -l が脱落してい

る場合には、グロスに脱落した -l の位置を […(-AN)…] のように、丸括弧に入れて示す。 

 

(5) a.  [n’er  t’obu-d  arimel-ge   l’e-gi]       el’e  medi-ek? 

cloth  sea-GEN bottom-LOC  exist(-AN)-POSS.3   NEG  hear-IND.INTR.2SG 

「衣服が海の底にあったのを（お前は）知らないのか？」 

（Jochelson 2005[1900]: 37） 

b.  marql’uo-gi   tude   et’ie-gele   [kel-de]-ule      nug-u-m.7 

     daughter-POSS.3 3SG:GEN father-ACC  come(-AN)-POSS.3-ACC find-E-IND.TR.3 

「（彼の）娘は自分の父親を、（彼が）来るのを見つけた」 

（Jochelson 2005[1900]: 135） 

  c.  [pukole pudebe  al’uoj-a-de]        laŋi   titaat  

    snow surface  melt-INCH(-AN)-POSS.3:GEN   until  like.this 

leŋ-d-uol’-i-t      agurpe-t    egud’u-nun-d’eil’i. 

    eat-DETR-DES-E-CVB  suffer-CVB  walk-HBT-IND.INTR.1PL 

    「雪の表面が溶け出すまで、（私たちは）こんな風にお腹を空かせて、苦しんで、 

歩き回ったものだ」（Jochelson 2005[1900]: 174） 

d.  [tet  kenme  kel-de]-ge       mon-k ... 

2SG  friend   come(-AN)-POSS.3-LOC say-IMP.2 

「お前の友達が来たときに言いなさい...」（Jochelson 2005[1900]: 218） 

e.  [taat    l’e-ŋi-de]-ge       irgud’eje   uko-t’. 

     like.this  exist-PL(-AN)-POSS.3-LOC  star      go.out-IND.INTR.3 

     「（彼らが）そうしていると、星が出た」（Jochelson 2005[1900]: 32） 

 

                                                        
6 現代語では、動作名詞に -pe/-pul が付くこともある。これが、ヨヘルソン資料の収集時期にも可能だっ

たのかは不明である。 

7 (5b) において、名詞句 tude et’ie-gele 「自分の父親を」は、後続する動作名詞節 kel-de-ule 「来るのを」

の意味上の主語であるが、両者はともに対格をとっており、主節の述語に対する二重目的語となっている。 
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(6) a.  [ʃoʁie-l-uo-gi]     jan    n’emolʁil-ŋot  kude-l’el, ... 

get.lost-E-RN-POSS.3  three   year-TRANS   become-INFR(-IND.INTR.3) 

「（彼が）いなくなって 3年が過ぎた、...」（Jochelson 2005[1900]: 168） 

  b.  [kebei-l-uo-de]       jolaan  tinetaŋ      ʃaqale   kie-t’. 

    go.away-E-RN-POSS.3:GEN  after   aforementioned  fox    come-IND.INTR.3 

    「（彼女が）去った後、そのキツネが来た」（Jochelson 2005[1900]: 67） 

c.  [tabun-get   juul   (l’uul)   ukei-l-uo-gi]. 

that.one-ABL smoke  (smoke)  go.out-E-RN-POSS.3 

「あそこから煙が出ているのだ」（Jochelson 2005[1900]: 81） 

d.  ...  [mit  ʃoromo-pul  amd-uo-pe-gi]   juo-jei-te-i. 

       1PL  person-PL   die-RN-PL-POSS.3  see-go-FUT-IND.TR.1PL 

「...我々の仲間が死んでいるのを見に行こう」（Jochelson 2005[1990]: 126） 

e.  [mid-uo-pe-de]-gen    ataqun  n’emd’ie-k    mido-ŋi-l, ... 

     roam-RN-PL-POSS.3-PROL  two   brother-PRED  roam-PL-AN 

「（彼らが）通ったところを、2人の兄弟が通っていた...」 

（Jochelson 2005[1900]: 138） 

 

 (7) および (8) に見るように、動作名詞節や結果名詞節の Sが 1・2人称であれば、この

ような一致は起こらない。また、(9) に見るように、動作名詞節や結果名詞節の S が 3 人

称であっても、それが主節の主語と同一、つまり再帰的であれば、やはり一致は起こらな

い。 

 

(7)   et’ie,  [met  agurpe-l]  el’e  juo-jek? 

father  1SG  suffer-AN  NEG  see-IND.INTR.2SG  

「父さん、私の苦しみが（お前は）見えないのか？」（Jochelson 2005[1900]: 164） 

 

(8)   tiŋ   [mod-uol]-get  el’   kobei-lek … 

    this  sit-RN-ABL   NEG  go.away-PROH 

    「その（お前が）座っているところから、去るな」（Jochelson 2005[1900]: 143） 

 

(9)   aŋd’e-p-ki   ui-t’,       qadit’  [egie-l]-e     

    eye-PL-POSS.3  work-IND.INTR.3  INTJ   stand.up-AN-INS 

    l’orqai-ŋam. 

    be.unable.to-PL:IND.INTR.3 

    「（彼らの）目は動いたが、（彼らは） 立ち上がることができなかった」 

  （Jochelson 2005[1900]: 215） 

 

 一方、動作名詞や結果名詞が他動詞の場合に、一致が P との間に起こっていると考えら

れる例がある。以下の (10) の動作名詞節、(11) の結果名詞節を見られたい。これらはい
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ずれも、Aと P が 1 人称と 3人称という組み合わせの事態を表しており、一致が Aとの間

に起こっているとは考えられない。 

 

(10) a.  ...  met   [legul  nuk-ki]      lorqai-l-aa,  

      1SG   food   find(-AN)-POSS.3  be.unable.to-E-INCH:IND.TR.1SG 

    ligo-mu-je. 

    be.old-INCH-IND.INTR.1SG 

     「... 私は食べ物を見つけることができなくなった、年とった」 

（Jochelson 2005[1900]: 34） 

b.  ...  met   [keil’e-ʃ-ki]      el’   l’orqai-t’e. 

1SG  dry-CAUS(-AN)-POSS.3  NEG  be.unable.to-IND.INTR.1SG 

「... 私は（それを）乾かすことができる」（Jochelson 2005[1900]: 19） 

c.  odu-d      alme   monn-i,     “ed’-u-t     [kudede-gi]    

    Yukaghir-GEN  shaman  say-IND.INTR.3  be.alive-E-CVB  kill(-AN)-POSS.3  

 l’orqai, …” 

    be.unable.to:IND.TR.1SG 

「ユカギールのシャマンは言った、『（私は）生きていては（彼を）殺すことは 

できない、…』」（Jochelson 2005[1900]: 144） 

d.  mit   emd’e      tɵnmu-gi   t’omon  qol’-l’el         

1PL   younger.sibling  throat-POSS.3  very   go-INFR(-IND.INTR.3)   

(qon-l’el),       nadobne      [kudede-gi]. 

(go-INFR(-IND.INTR.3))  necessary(Rus.)   kill-POSS.3 

     「私たちの弟は喉がとても行く（= 歌が上手い）、（彼を）殺さなくてはならな 

い」（Jochelson 2005[1900]: 32） 

 

(11) a.  terike-gi    monn-i,      “[met   kuded-uo-gi], ...” 

wife-poss.3  say-IND.INTR.3    1SG   kill-RN-POSS.3 

「彼の妻は言った：私が（彼を）殺したんだ、...」（Jochelson 2005[1900]: 7） 

b.  tolou      t’ubonbe-je=bon  kudede-ŋide   —  [olmon’  juo-l-uo-gi]. 

wild.reindeer  be.fat-AP=BN    kill-CVB.COND    just   see-E-RN-POSS.3 

「野生トナカイの太ったのを殺したときに、（私はそういうのを）目にする」 

（Jochelson 2005[1900]: 135） 

 

また、3 人称所有者接辞はもっぱら非再帰的 3 人称を示すということから、(12) の動作

名詞節と (13) の結果名詞節でも、一致はPとの間に起こっていると考えることができる。

これらの動作名詞節・結果名詞節は、A と P がどちらも 3人称の事態を表しているが、同

時に動作名詞節・結果名詞節の Aは主節の主語と同一である。つまり、これらの例を Aと

の一致を示すものと解釈すると、所有者接辞が再帰的 3人称を示すことになってしまう。 
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(12)   lut’i-n’e    n’e-molʁo   l’e-nunu-ŋi,       [min-de]-ule  

     Russian-COM RECIP-inside  exsit-HBT-PL:IND.INTR.3  take(-AN)-POSS.3-ACC 

    l’orqai-ŋam. 

be.unable.to-PL:IND.TR.3 

「（ユカギールは）ロシア人と混じって暮らしていた、（しかし、）（ロシア人は 

ユカギールを）捕まえることができなかった」（Jochelson 2005[1900]: 92） 

 

(13)   tinetaŋ      pon’qo  pie-gele   putil-mu-ŋin    (= ord’e-mu-ŋin)  

aforementioned  white  hill-ACC  half?-BDYP-DAT   center-BDYP-DAT 

iruguʃ-u-m.       [iruguʃ-uo-de]-gen       taan 

make.a.hole-E-IND.TR.3  make.a.hole-RN-POSS.3-PROL  through.there 

uko-t’. 

go.out-IND.INTR.3 

「（彼は）その白い丘を真っ二つにした、それの裂け目（それを割ったところ） 

を通って、そこを通って出た」（Jochelson 2005[1900]: 44） 

 

 なお、Maslova（2003: 403）は現代語の記述の中で、上記 (10d) に類する (14) のような

例を挙げ、「動作名詞節（＝補部節）＋主動詞 nado （＜ ロシア語 nado）「必要である」」

という構造は非人称構文、つまり、主語に当たる参与者を特定せずに表現する構文であり、

その際に義務的に 3 人称所有者接辞が伴われると述べている。しかし、これはむしろ、動

作名詞に付いた 3 人称所有者接辞が現代でも、稀ではあるが、P と一致しうるという事実

を示す例であると考えられる。 

 

(14)   met  kew-ej-možī-je       [tamun  čobul  pugedend’e-ŋin 

    1SG  go-PFV-PRSP-IND.INTR.1SG  that.one sea  king-DAT 

    mon-gi]      nado+ŋō-l 

    say(-AN)-POSS.3  necessary+COP-AN 

    「私は行かなければならない、それを海の王に言わなければならない」 

                    （Maslova 2003: 403、グロスは筆者による） 

 

 このように、動作名詞節および結果名詞節における一致は、自動詞であれば S、他動詞

であれば P との間に生じており、能格型を示していると言える。ただし、S との一致と P

との一致とでは、節の統語的な機能に違いが見られる。たとえば、ここまでで挙げた例で

は Sとの一致を示す動作名詞節には、(5a, b) のような補部節、(5c, d) のような副詞節が含

まれているのに対し、P との一致を示す、つまり能格型の根拠となることが確実な例には、

(10)、(12) のような動作名詞節が補部節として機能するものしかない。このような節の統

語機能と能格型アラインメントの関係については、第 3節でもう一度とりあげることにす

る。 
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2.3  名詞項標示 

 2.2 節で挙げた例 (5a, c), (6b, d), (10a) では、動作名詞節・結果名詞節の Sあるいは Pが

明示されており、それらは主格（ゼロ）であらわれている。しかし、3 人称代名詞と普通

名詞という名詞タイプは、S あるいは P となった際に属格をとることがある。この属格の

分布も能格型であることに注目すべきである。具体的な用例を挙げるに先立って、属格の

形式について述べておく。 

 まず、3 人称代名詞属格形（tude [3SG:GEN], titte [3PL:GEN]）だが、これらは再帰的な 3 人

称を示す際に用いられるとされる（Maslova 2003: 234, 329）。2.2 節で述べたとおり、非再

帰的な 3人称には、3人称所有者接辞がもっぱら用いられる。つまり、3人称の所有者が再

帰的か非再帰的かという区別が、3 人称代名詞属格形と 3 人称所有者接辞の使い分けに対

応するのである8。次の 3 人称代名詞属格形が用いられた例と、先に挙げた 3 人称所有者接

辞が用いられた例 (4a) を比較されたい。 

 

(15)   odul    tude   t’oʁoje-gele  tude   terik-in   tadi-m. 

Yukaghir  3SG:GEN knife-ACC   3SG:GEN wife-DAT  give-IND.TR.3 

「ユカギールは自分のナイフを自分の妻にやった」（Jochelson 2005[1900]: 135） 

 

 普通名詞の属格形には、2 つの種類がある。1 つは普通名詞に 3 人称所有者接辞属格形 

-de/-teが付いたものである。 

 

(16)   joʁul-de      eimunde   ojl’e. 

     nose-POSS.3:GEN  half    not.exist 

「（彼の）鼻の半分はなかった」（Jochelson 2005[1900]: 183） 

 

もう 1 つは、普通名詞に属格接辞 -d/-n が付いたものである。 

 

(17) a.  joŋt’e-le  koude-ŋam     qoi-n   numo-ge. 

     bell-INS   beat-PL:IND.TR.3  god-GEN house-LOC 

「（彼らは）鐘を鳴らした、教会（神の家）で」（Jochelson 2005[1900]: 183） 

b.  odu-d      alme   monn-i,     … 

    Yukaghir-GEN  shaman  say-IND.INTR.3  

「ユカギールのシャマンは言った、…」（Jochelson 2005[1900]: 144） 

c.  tiŋ   alma-n    numo-ge   modo-ŋi-de-ge ... 

     this   shaman-GEN  house-LOC live-PL(-AN)-POSS.3-LOC 

    「（彼らが）そのシャマンの家で暮らしていると...」（Jochelson 2005[1900]: 213） 

 

なお、この -d/-n の付いた名詞を、Maslova（2003: 116-117）は（名詞の）修飾形（attributive 

                                                        
8 ただし、現代語では両者が共起した名詞句も可能であり、その場合は非再帰的な 3 人称の意味になる。 
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form）と呼び、指示性をもたず、主名詞の性質を表す形式と記述している。しかし、ヨヘ

ルソン資料中の -d/-n は、普通名詞による名詞修飾の際に現代語よりも頻繁にあらわれて

おり、(17c) のように、明らかに指示的（かつ特定的）な名詞に付くこともある。そのた

め、本稿ではこれを属格接辞と呼び、格の一種として扱うことにする9。 

 3 人称代名詞属格形、普通名詞＋3 人称所有者接辞属格形、普通名詞＋属格接辞が S に

あらわれた例をそれぞれ、(18)、(19)、(20) に挙げる。 

  

(18) a.  [tude    n’at’en’-uol]-get   amde-i. 

3SG:GEN   be.stingy-RN-ABL   die-IND.INTR.3 

「（彼は）自分のけちくささのために死んでしまった」（Jochelson 2005[1900]: 149） 

b.  [tite   ui-l-uol]-e    leŋ-de-t     modo-ŋi. 

3PL:GEN work-E-RN-INS  eat-DETR-CVB  live-PL:IND.INTR.3 

「（彼らは）自分たちが働くことにより、食べ物を得て暮らした」 

（Jochelson 2005[1900]: 51） 

c.  [tude   amd-uo-de]     jolan  qamunde  n’emolʁil-ge  l’e-il’i. 

     3SG:GEN die-RN-POSS.3:GEN  after  some    year-LOC   exist-IND.INTR.1PL 

     「彼が死んだのち、私たちは何年か暮らした」（Jochelson 2005[1900]: 83） 

d.  [tine   tite    t’obul-get  egedei-l-uol]-gen   amlai-ŋi. 

     before   3PL:GEN sea-ABL   peep-E-RN-PROL    sink-PL:IND.INTR.3 

     「（彼らは）さっき自分たちが海から出てきたところで沈んだ」 

（Jochelson 2005[1900]: 166） 

 

(19) a.  [ludul-de     jalʁide-l]  ʃobol’e-i. 

iron-POSS.3:GEN   ring-AN  cease-IND.INTR.3 

「（彼の）金属製の飾りの鳴るのが止んだ」(Jochelson 2005[1900]: 153) 

  b.  [monaile-de    jeduo-l]     paj    monn-i, 

hair-POSS.3:GEN  be.unbraided-AN woman  say-IND.INTR.3 

「髪の編まれていない女が言った」（Jochelson 2005[1900]: 200） 

c.  t’uol’ed’i polut  [amun-pe-de      egedei-d]-in    koude-m. 

    ogre       bone-PL-POSS.3:GEN   peep-POSS.3-DAT  beat-ind.tr.3 

    「人食い鬼は、（彼らの）骨が見えてくるまで（彼らを）殴った」 

（Jochelson 2005[1900]: 43） 

   d.  [amun-de     qodo-l-uol]-ge  irkin   kodiel-ek   uldo-l. 

bone-POSS.3:GEN  lie-E-RN-LOC  one   wolf-PRED  be.tied-AN 

「（彼女の）骨のあったところに一匹の狼が繋がれていた」 

（Jochelson 2005[1900]: 44） 

                                                        
9 ヨヘルソン資料でも -d/-n の使用は義務的ではなく、名詞修飾に主格（ゼロ）が用いられていることも

多い。 



34 

(20) a.  [koi-pe-n   t’ubod’e-l]  juo-l-ŋin    nume   jekl’in   qon-ŋi. 

man-PL-GEN  run-AN   see-AN-DAT  house  behind   go-PL:IND.INTR.3 

「（彼らは）若者たちの走るのを見に、狩場へ行った」（Jochelson 2005[1900]: 103） 

b.  terikie-die     medu-m,    morte-get     [uo-d    ibel’e]-k  

old.woman-DIM  hear-IND.TR.3  fishing.trap-ABL  child-GEN  cry(-AN)-PRED 

medu-l. 

be.heard-AN 

「おばあさんは聞いた、筌（漁具の一種）から子供の泣くのが聞こえた」 

（Jochelson 2005[1900]: 39） 

  c.  tinetaŋ      [jerqa-n   qond-uol]   ibol-ŋin   n’utne-i. 

aforementioned  ice-GEN  cleave-RN   hill-DAT  stand-IND.INTR.3 

「その氷の裂け目は崖まで続いていた」（Jochelson 2005[1900]: 199） 

d.  [tite   mure-n    qon-uol]-gele  od’i-le   al’berʃ-nu-ŋam. 

3PL:GEN shoes-GEN  go-RN-ACC   water-INS  pour-IPFV-PL:IND.TR.3 

「（彼らは）自分たちの靴の通ったところに水を注いだ」 

（Jochelson 2005[1900]: 106） 

 

 以上の例でまず注意を引くのは、(18c) の 3人称代名詞属格形（単数） tude が再帰的 3

人称を表していないことである。つまり、前節の (15) に示したような名詞句とは異なり、

非定形節の 3人称代名詞属格形は非再帰的にも用いられうるということになる。また、こ

の例では、結果名詞が 3人称所有者接辞を伴っており、属格の Sと一致している。同様の

一致は、(19c) における属格の S と動作名詞との間にも見てとれる。さらに、語順につい

ても注目すべき点があり、ほぼすべての例に共通して、属格の Sは動詞の直前に置かれて

いる。例外は (18d) だが、ここでは、3 人称複数代名詞属格 tite と結果名詞 egedei-l-uol

「出てきたところ」の間に、奪格名詞句が挟まれている。 

 次に属格の Pについて見て行くが、全体として見つかっている例の数は少ない。ヨヘル

ソン資料には、「普通名詞＋3人称所有者接辞属格形」、「普通名詞＋属格接辞」の例がそれ

ぞれ 1 つずつあり、前者は (21) のように、後置詞を伴って副詞節となった結果名詞節に、

後者は (22) のように、補部節となった動作名詞節にあらわれている。 

 

(21)   [amun-de     ket’i-l-uo-de]       jolan   terikie-die-gele  

bone-POSS.3:GEN  bring-E-RN-POSS.3:GEN  after   old.woman-ACC  

kudede-ŋam. 

kill-PL:IND.TR.3 

「（彼女が彼らの兄の）骨を持ってきた後で、（彼らは）老婆を殺した」 

（Jochelson 2005[1900]: 59） 
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(22)   [jalʁi-n      koude]-k     meduu-l. 

tambourine-GEN  beat(-AN)-PRED   be.heard-AN 

「太鼓を叩くのが聞こえた」（Jochelson 2005[1900]: 200） 

 

 3 人称代名詞属格形の例は、ヨヘルソン資料にはない。しかし、より最近になって収集

されたテキストに、(23) に示す 2つの例が見つかっている。ヨヘルソン資料の収集時期に

も、このような例は可能であったと考えるのが自然なのではないだろうか。いずれの例も

3 人称代名詞属格形があらわれているのは動作名詞節であり、(23a) では補部節として、

(23b) では後置詞を伴って副詞節として機能している。また、いずれの例でも、3人称代名

詞属格形が非再帰的に用いられ、同時に 3 人称所有者接辞による一致が Pとの間に起こっ

ている。 

 

(23) a.  [tude    nuk-ki]      nadoŋoo-j. 

     3SG:GEN   find(-AN)-POSS.3  be.necessary-IND.INTR.3 

「（私たちは）彼を見つけなければならない」（Nikolaeva 1989(1): 38） 

b.  [tude    el=mon-de]        kieje   met   kewej-l  

     3SG:GEN   NEG=say(-AN)-POSS.3:GEN   before  1SG  go.away-AN 

    eri-s’. 

be.bad-IND.INTR.3 

「（お前たちが）彼に伝える前に私が行くのは良くない」（Maslova 2003: 563） 

  

語順に関しては、属格の Pは (21) から (23) までのすべての例で動詞直前に置かれている。

このことは、属格の Sの語順と並行的である。 

 

3   節の種類に基づく分裂能格性 

 第 2 節において、動作名詞節・結果名詞節が一致と名詞項標示の両面で能格型を示すこ

とを見た。注意したいのは、ヨヘルソン資料においても定形節は、現代語と変わらず、基

本的には対格型を示すということである。つまり、ヨヘルソン資料におけるコリマ・ユカ

ギール語は一種の分裂能格性をもつ言語であり、この分裂は節の種類に基づいているのだ

と考えることができる。Dixon（1994: 101-104）は、主節と従属節という区別に基づく分裂

の存在を指摘し、これを分裂能格性のタイプの 1 つとして認めている。Dixon がこのタイ

プの分裂能格性をもつ言語として挙げているのは、Päri語（ナイル諸語）、Shokleng 語（ゲ

語族、ブラジル）、ツィムシアン語（北米インディアン諸語）である。上代日本語において

も、主節と従属節（名詞化節）の区別に基づいて対格型と活格型という分裂のあったこと

が、Yanagida（2007）によって議論されている。また、小野智香子氏（p.c.）によると、イ

テリメン語でもほとんどの節のアラインメントは一致の点で対格型だが、形動詞節でのみ

能格型になるとのことである。 

 その一方で、ヨヘルソン資料では、動作名詞節・結果名詞節の P が対格 -gele/-kele、代

名詞対格 -ul、具格 -(l)e のいずれかをとり、対格型となっていることもある。以下、(24) 
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は動作名詞節の、(25) は結果名詞節の例である。対格 -gele/-kele をとった P に関して言

えば、その出現位置は、属格の Sおよび P のそれとは大きく異なっている。先に述べたと

おり、属格の Sおよび Pは動詞直前に置かれるのに対して、(24a, b, e) および (25) に見る

ように、対格 -gele/-kele をとった Pは動詞から離れ、節のはじめに置かれることが多い10。

また、(24c) と (25c) から明らかなように、名詞項標示が対格型になると、動作名詞・結

果名詞に付いた 3人称所有者接辞も Aと一致し、対格型になる。動作名詞節・結果名詞節

では、一致におけるアラインメントのタイプと、名詞項標示におけるアラインメントのタ

イプが連動しているものと考えられる。 

 

(24) a.  tinetaŋ      [tude-gele  morte-ge     igde-l]   terike-gele  

    aforementioned   3SG-ACC   fishing.trap-LOC  catch-AN  old.woman-ACC 

mumdei-m, ... 

bring-IND.TR.3 

「その、彼（= 子供）を筌に捕えた老婆を（彼女は）連れて来た」 

（Johelson 2005[1900]: 41） 

b.  titaat    eure-t    [irkin,   ataqun  tolou-gele  

like.this  walk-CVB  one    two   wild.reindeer-ACC   

kudede-ŋi-de]-une      tabud-e     t’umut  qarte-t  

kill-PL(-AN)-POSS.3-COND  that.one-INS   all    divide-CVB 

ed’-ie-nun-d’eil’i 

be.alive-INCH-HBT-IND.INTR.1PL 

「このように歩き回って、（彼らが）一頭か二頭の野生トナカイを殺すと、そ 

れによって（私たちは）すべて分け合って生き返ったものだ」 

（Jochelson 2005[1900]: 174） 

  c.  mit,  [mit-ul  iʁai-ŋi-de]-ge,      tat     l’e-il’i,     taat  

1PL   1PL-ACC push-PL(-AN)-POSS.3-LOC  like.this  be-IND.INTR.1PL  like.this  

oʁo-d’eil’i. 

stand-IND.INTR.1PL 

「私たちは、（彼らが）私たちを押すと、同じようにした、そのように立って 

いた」（Jochelson 2005[1900]: 85） 

d.  tite-l’e-t       [irkin   ʃoromo  anil-e    igde-de]-une 

  like.this-exsit-CVB  one   person  fish-INS  catch(-AN)-POSS.3-COND 

kaʃnei  ʃoromo  aji   laqid-it’e-ŋol,  koke-ŋol    qarta-nunu-i. 

every  person  also  tail-ESS     head-ESS   divide-HBT-IND.TR.1PL 

「こんな風に暮らして、一人の人が魚を捕まえると、各人に一匹の尾や頭を 

（我々は）分けたものだ」（Jochelson 2005[1900]: 173） 

                                                        
10 属格名詞項と対格名詞項の語順の違いは、それらの統語的な位置付けの違いを反映していると考えら

れる。 
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e.  ʃaqale   kel-delle  [met  nume-gele  niŋd’e-l]-ŋin     l’e-i, ... 

     fox   come-CVB  1SG  house-ACC  pull.down-AN-DAT  exist-IND.INTR.3 

「キツネがやってきて、私の家を倒そうとした」（Jochelson 2005[1900]: 67） 

 

(25) a.  [ʃilgaa-gele   memet’en  leg-uo-de]      n’ed’il. 

Shilga-ACC   bear    eat-RN-POSS.3:GEN   tale 

「シルガー（人名）を熊が食べた話」（Jochelson 2005[1900]: 146） 

b.  [tit   emd’e-gele      met-in   tudel   jalʁin’e-t  

2PL  younger.sibling-ACC 1SG-DAT  3SG    do.shamanistic.practices-CVB 

kei-l-uo-gi]. 

give-E-RN-POSS.3 

「お前たちの妹を私に、彼女はシャマンの儀式をおこなって、よこしたのだ」 

（Jochelson 2005[1900]: 200） 

c.  [aŋd’e-le  met-kele   juo-l-uo-pe-gi],    ʁoi-jo! 

eye-INS   1SG-ACC    see-E-RN-PL-POSS.3  INTJ 

「目で私を（彼が）見ているのだ、ゴイヨー！」（Jochelson 2005[1900]: 187） 

 

さらに、動作名詞節では、その統語的な機能によって能格型と対格型のどちらが可能か

が少々違うようである。表 1 は、動作名詞の統語機能毎に用例のある・なしをまとめたも

のだが、この表に見るように、動作名詞が補部節として機能している場合、アラインメン

トは能格型に、時・条件を表す副詞節として機能している場合は対格型になっている。名

詞修飾節およびその他の副詞節として機能している場合は能格型と対格型が混在している。 

 

表 1  動作名詞節の統語機能と能格型・対格型の分布 

 能格型 対格型 

補部節 用例あり 

(10a-d), (12), (19a), 

(20a, b), (22), (23a) 

用例なし 

時・条件を表す副詞節 用例なし 用例あり (24b-d) 

名詞修飾節   用例あり (19b) 用例あり (24a) 

その他の副詞節 用例あり (19c), (23b) 用例あり (24e) 

 

 結果名詞節については、得られている例の数に限りがあるため同様の分析を行うことは

できないが、全体としては能格型を示す例の方が多い。ただし、主節として機能した結果

名詞節の例には能格型と対格型の両方がある（(11) と (25b, c) を参照されたい）。 

 現在のコリマ・ユカギール語は定形節も非定形節も、焦点構文をのぞけば、また、おそ

らく痕跡的に残るごくわずかな例をのぞけば、一貫して対格型を示すということを考慮す

ると、より正確には、ヨヘルソン資料が収集された 19 世紀末から 20世紀初頭にかけては、
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節の種類に基づく分裂能格性が衰退し、非定形節において定形節と同じ対格型のアライン

メントが広まるプロセスが終わりつつあった時期であったということになるであろう。節

の機能による能格型と対格型の混在は、過渡的な状態を示しているものと考えられる11。 

 

4.  名詞タイプに基づく分裂の可能性 

 能格型を示す動作名詞節・結果名詞節の例には、1・2人称代名詞を P とするものは含ま

れない。1・2人称代名詞は、Pとなる際には必ず代名詞対格 -ul または対格 -gele/-kele を

とってあらわれている。 

 

(26) a.  kel-te-l-gene     pugo-me     [qoil  mit-ul  

come-FUT-AN-COND  summer-ADVL  god   1PL-ACC  

l’oq-to-de]-une,        qoided’aje-ge   morodo-t’eil’i. 

arrive-CAUS(-AN)-POSS.3-COND  priest-LOC   get.married-FUT.IND.INTR.1PL 

「（お前が）来たら、夏に、神が私たちを連れて行ってくれるなら、司祭のと 

ころで結婚しよう」（Jochelson 2005[1900]: 171） 

  b.  mit,  [mit-ul  iʁai-ŋi-de]-ge,      tat     l’e-il’i,     taat  

1PL   1PL-ACC push-PL(-AN)-POSS.3-LOC  like.this  be-IND.INTR.1PL  like.this  

oʁo-d’eil’i.                           (= (24c)) 

stand-IND.INTR.1PL 

「私たちは、（彼らが）私たちを押すと、同じようにした、そのように立って 

いた」（Jochelson 2005[1900]: 85） 

c.  [t’uol’ed’i polud-ek  mit-ul    qaŋi-l]!12 

ogre-PRED     1PL-ACC  run.after-AN 

「人喰い鬼が私たちを追いかけている」（Jochelson 2005[1900]: 70-71） 

d.  [jaqal-ek    tet-ul    taat    aa-l]. 

Yakut-PRED  2SG-ACC  like.this do-AN 

「ヤクートがお前をこんな目にあわせた」（Jochelson 2005[1900]: 122） 

 

                                                        
11 なぜ、能格型から対格型への移行が時・条件を表す副詞節で速く進み、補部節ではその速度が遅かっ

たのかという問題については、今後さらに考察を進める必要がある。Dixon（1994: 102）は、従属節の中

でも、目的節は S・Aが agent であり、未来（または不完了）の事態を表すのが普通なので対格型を示し

易く、その一方で、関係節は主節と同時あるいは主節よりも前に生じた事態を表し、単に主節に含まれる

名詞句に関連する事態を描写するのみなので、アラインメントのタイプとしては対格型と能格型のどちら

の可能性もあると述べている。コリマ・ユカギール語のケースでも、非定形節の機能毎に典型的に見られ

る S・A・P の意味的性質、および時制・アスペクトに関わる性質がアラインメントの変化の速さの違い

の背後にあったのかもしれない。 

12 (25c) と (25d) は、Aが述語接辞をとり、述語動詞が動作名詞となった焦点構文である。Aを焦点化し

た焦点構文は現代語資料では確認されていない。このような構文は、Maslova（2003）によって不可能と

されており、筆者自身の調査でも、コンサルタントは非文と判断している。したがって、ヨヘルソン資料

から現代語資料までの間に、焦点構文にも変化があったということになる。 
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(27) a.  [aŋd’e-le  met-kele  juo-l-uo-pe-gi],     ʁoi-jo!         (= (25c)) 

eye-INS   1SG-ACC   see-E-RN-PL-POSS.3   INTJ 

「目で私を（彼が）見ているのだ、ゴイヨー！」（Jochelson 2005[1900]: 187） 

b.  [t’emmei-pe   met-ul   jogi-l-uol].                 

     aunt-PL      1SG-ACC  kiss-E-RN 

「叔母たちが私に接吻した」（Jochelson 2005[1900]: 204） 

 

 このことは、節の種類に基づく分裂能格性に加えて、動名詞節・結果名詞節においては

さらに、名詞の意味的なタイプに基づく分裂も存在した可能性を示唆している。網羅的な

検証を行うほど資料は十分ではないが、少なくとも、普通名詞と 3人称代名詞は能格型、

そして、1・2人称代名詞は対格型だったと仮定することができるであろう。Silverstein（1976）

の名詞句階層において、1・2人称代名詞は最も上位に位置付けられる名詞タイプであるが、

Dixon（1994: 83-94）の研究によると、分裂能格性をもつ言語の多くで、名詞句階層におい

て上位を占める名詞は対格型を、低い位置を占める名詞は能格型を示す傾向にあるという。

また、Croft（2003: 179-183）は、「人間名詞と非人間名詞」または「1・2 人称代名詞とそ

れ以外の名詞」が、対格型と能格型の分裂の境界となると述べている。 

 1・2人称の P で、さらに注目されるのは、代名詞対格 -ul が多用されていることである。

第１節で述べたとおり、現代語では 1・2 人称代名詞が Pとなった際にとる接辞は、Aが 1・

2 人称の場合に代名詞対格 -ul、A が 3 人称の場合に対格 -gele/-kele である。この区別は

焦点構文をのぞけば、定形節・非定形節を問わず一貫している。ヨヘルソン資料でも、定

形節に関してはこの区別の存在を確認することができる。しかし、(26)、(27b) のように、

ヨヘルソン資料の動作名詞節・結果名詞節における 1・2 人称代名詞の P は、A が 3 人称

の場合、つまり、定形節ならば -gele/-kele をとることが期待されるような場合にも、-ul を

とっていることが多い。(27a) では 1・2 人称代名詞が -gele/-kele をとっているが、ヨヘル

ソン資料ではこのような例は稀である。したがって、ヨヘルソン資料から現代語資料まで

の間に、動作名詞節・結果名詞節における、① 代名詞対格 -ul の使用範囲の縮小、② 対

格 -gele/-kele の使用範囲の拡大という変化が起こったものと考えられる。 

 

5.  おわりに 

 以上、本稿での議論は次のようにまとめられる。 

 

A) ヨヘルソン資料が収集された時期のコリマ・ユカギール語では、一致と名詞項標示の

点で能格型を示す非定形節が、現代語に比して、より広く用いられた。 

B) 非定形節の中でも、能格型を示すのは動作名詞節（時・条件を表す副詞節として機能

する動作名詞節をのぞく）、および、結果名詞節であった。動作名詞と結果名詞はど

ちらも動詞を名詞化した形式である。定形節のアラインメントは対格型なので、この

言語には、「定形節は対格型、名詞化節は能格型」という、節の種類に基づく分裂能

格性があったと言える。 

C) ただし、動作名詞節にも結果名詞節にも対格型を示す例も見られる。つまり、能格型
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と対格型が混在している。この混在は、能格型から対格型への変化が進行する過渡的

な状態を示すものと考えられる。 

D) 動作名詞節と結果名詞節では、「1・2人称代名詞は対格型、それ以外の名詞は能格型」

という名詞タイプに基づく分裂能格性も存在した可能性がある。 

E) ヨヘルソン資料における動作名詞節・結果名詞節では、代名詞対格 -ul が現代語より

も広く用いられている。このことは、ヨヘルソン資料の収集された時期から現代語の

時期までに、能格型から対格型への変化と同時に、代名詞対格 -ul が 対格 -gele/-kele 

に置き換わるプロセスも進んだことを示している。 

 

略号 

ABL = ablative 

ACC = accusative 

ADVL = adverbalizer 

AN = action nominal 

AP = active participle 

BDYP = body-part 

CAUS = causative 

COM = comitative 

COND = conditional 

COP = copula 

CVB = converb 

DETR = detransitive 

DAT = dative 

E = epenthesis 

ESS = essive 

FUT = future 

GEN = genitive 

HBT = habitual 

IMP = imperative 

INCH = inchoative 

IND = indicative 

INFR = inferential 

INS = instrumental 

INTR = intransitive 

IPFV = imperfective 

LOC = locative 

NEG = negative 

PL = plural 

POSS = possessive 

PP = passive participle 

PRED = predicative 

PROL = prolative 

PROP = proprietive 

RECIP = reciprocal 

RN = result nominal 

SG = singular 

TR = transitive 

TRANS = translative
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Ergativity in Non-finite Clauses in Kolyma Yukaghir 

 

Iku NAGASAKI 

(National Institute for Japanese Language and Linguistics) 

 

This paper investigates the ergative alignment pattern in non-finite clauses in 

Kolyma Yukaghir. The main points of this paper are as follows: 

 

1. The ergative pattern is mainly attested in texts collected by W. Jochelson at the 

end of the 19th century and the very beginning of the 20th century. However, 

contemporary Kolyma Yukaghir also exhibits a small number of similar 

instances.  

2. In Jochelson’s data, the ergative pattern is observed in both agreement and 

core-argument marking of the action nominal and result nominal clauses. On the 

other hand, finite clauses always show the accusative pattern. Therefore, 

Kolyma Yukaghir once manifested split ergativity conditioned by clause-types. 

3. However, Jochelson’s data also contain action nominal and result nominal 

clauses that show the accusative pattern. This mixture of the ergative and 

accusative patterns can be considered to reflect the transitional stage from the 

ergative to accusative system. 

4. It is also possible to assume that the action nominal and result nominal clauses 

involved a split conditioned by NP-types: the first- and second-person pronouns 
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always followed the accusative pattern, while other nominals followed the 

ergative pattern. 

5. In finite clauses in contemporary Kolyma Yukaghir, the first- or second-person 

pronoun P takes the pronominal accusative -ul when A is in the first- or second 

person, while it takes the (simple) accusative -gele/-kele when A is in the third 

person. However, this distinction is not consistent in Jochelson’s data: the 

former was almost always used in the action nominal and result nominal clauses. 

This indicates that the replacement process of -ul with -gele/-kele has been in 

progress along with the shift from the ergative to accusative system. 
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