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ＭＶＳＥＶＭＳＩＮＩＣＶＭにおける方言記述

一文法記述を中心に

石崎博志

はじめに

本稿は「ＭＶＳＥＶＭＳＩＮＩＣＶＭにおける方言記述一声調を中心に'」の続編

をなすものである。前稿では、TheophilusGottliebSiegfriedBayer

(TheophilivsSigefridvsBayerl694-1738)2によって編纂され、1730年にペ

テルスブルクで出版された官話資料MVSEVMSINICVM3全二巻（仮題：中

国の殿堂）に収録されているGrammaticaLinguaeSinicaePopularisin

ProvinciaChinChev（｢潭州における民衆の中国語文法」以下「ChinCheu｣）

の声調記述の特徴について論じた。「ChinCheu」は滝州方言の発音をローマ

字で、それに対応する意味をラテン語で記述しており、文法に関してはラテン

語の文法的枠組みで滝州方言の文法を説明している。本稿では、前稿では扱い

得なかった文法説明で使用された樟州方言の発音を漢字に同定する作業を行い、

ラテン語で記述された滝州方言の文法説明の訳出を試みる。前稿で論じたよう

に、もともと「ChinCheu」は声母の無気・有気、韻母の陰・陽・入、ある

いは鼻母音が声調記号で書き分けられていたが、文法説明の部分にはそれらの

声調記号が一切省かれている。この点は大きな欠落と言えよう。

１『慶谷涛信教授退休記念中国学論文集』好文出版所収

２Bayerの詳細に関してはBabingerl915、LundbnEkl986に詳しい。BayerにはＭＶＳＥＶＭ
の他に以下の著作がある。

・DeeclipsiSinica1libersingularisSinorvmdeecripsfsolisquaeChristoincrucem

actofactaessecreditur・Indicivmexaminansetmomentosuoponderans、Auctore

TheophiloSigefridoBayer０．Regiomonte、１７１８４２p８

・DehorisSinicisetCycloHorariocommentationesaccediteivsdemavctoriisParergon

SinicvmdecalendariisSinicisvbietiamquaedamindoctrinatemporvmSinica

emendantvr・Petropolil73532p．Ｐ1s､４
・DeConfuciilibro

３テキストは東京大学総合図番館蔵の刊本を使用。なお東洋文庫にも所蔵されている。
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さて、現代滝州方言は、関南方言に属し、現代匝門方言と多くの特徴を共有し

ているが、多くの差異も存している。これまでの滝州方言の報告や間南方言の

調査報告には“有音無字`，や訓読字、俗字に多くの当て字が使用されており、

これは１７世紀当時も数多く存在したと思われる。ＭＶＳＥＶＭＳＩＮＩＣＶＭ所収
（ママ）

の官話を記述した「ＱＩ／ＯＮＨＯＡＣＶＫＩＭＫＩＡＩ官花字經解」は末尾に漢字

インデックスがある一方、この「ChinCheu」にはそれがない。これは宣教

師にとって方言への漢字の同定は不要か、不可能だったことを物語る。本稿で

は当該方言の発音が“有音無字，,と同定された時は、ロをあてる。また、先行

の現代演州方言の報告書において同定された漢字は、特に虚詞に関してばらつ

きがあり、報告書によって同じ機能を示す語に異なった漢字が同定されている

例も多い。また、単なる当て字も多く使用されている。本稿においては、現代

滝州方言の語彙をまとめた林1992において同定した漢字を優先的に使用し、林

1992に該当する語がない場合は言語的に近い体系を有する厘門方言の資料『厘

門方言詞典』のそれを参照する。では、以下に原文訳と同定した漢字を示す。

｢注記１」等とあるのは、原文の注である。筆者の注は全て脚注とする。太字

は原文の滝州方言の発音、（）内はそれに対する同定漢字、「」内はラテ

ン語釈の日本語訳である。

第二章屈折について｜～1Ｖ

Ｉ名詞は何らかの語尾によって、格において屈折させられるのではなく、主

格、対格、呼格はそれ自体で、またその場所によって知られ、その他の格は

不変化辞によって知られる。つまり、属格は後に置かれた不変化辞ｇｕｅ（ロ）

或いはｇｅ（ロ）によって、与格は前に置かれた不変化辞ｋｉｔ（乞）によって、

奪格は不変化辞cang（共)、ｃａｐ（甲)、ｔａｎｇ（同）など不変化辞のうちの

一つを伴う。例えば、

Ｌａｎｇ（儂劒)Ⅲｈｏｍｏ「人は」

４“健.'１a013,.人.'の意。
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lａｎｇｇｅ（膿ロハhominis「人の」

kitlang（乞膿)，ｈｏｍｉｎｉ「人に」

lang（膿)，hominem「人を」

篭iiiil蜘臘川…い…
Ⅱしかし、複数は単数と何らかの屈折によって異なることはなく、若干フレ

キシブルであるが、多数を表す数字によって、あるいは一般のしるしによっ

て知られる。例えば、

ｎｏｌａｎｇ（雨?慨)，ｄｕｏｈｏｍｉｎｅｓ「二人の人」

ｇｕａｎｌａｎｇ（院臘)，ｎｏｓｈｏｍｉｎｅｓ「我々の人」

cheilang（幾催)，plureshomines「複数の人」

Ⅲ実詞と形容詞の間には如何なる区別も存在しない。例えば、ｈｏ（好)，

bonitas「よい｣。ｈｏｌａｎｇ（好臘)，ｂｏｎｕｓｈｏｍｏ「いい人｣。また指定され

た性も存在しない。

Ⅳ何らかの名詞の後にｇｕｉａ「小さいこと」が置かれることによって作られ

る。ｋｅｉｇｕｉａ（鶏□)，pllusparuus「ひよこ｣、ｂｏｇｕｉａ（帽□)，pileolus

「小頭巾｣、ｔｏｇｕｉａ（刀□)，cultellus「小刀」

５卿共”は１．．`向”、“対”

６“甲.．（ｏｒ“合',）は,､銀”

７現代揮州方言の醗爾”は肋３

。２．．`給,'.３．“把”に同じ。

、竺同..、“－起,。に同じ。

(陰去）（『間語研究｣）
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第三章代名詞についてＩ～Ⅵ

代名詞ｇｕａ（我)、ｅｇｏ「私｣。

単数、

Ｇｕａ（我)，ｅｇｏ「私は」

gｕａｇｅ（我□)，ｍｅｉ「私の」

kｉｔｇｕａ（乞我)，ｍｉｈｉ「私に」

gua（我)，ｍｅ「私を」

謡:着)}麗蝿,ｮ…

複数

guan（院），nCS「我々は」

gｕａｎｇｅ（院□），nostrum「我々の」

kitguan（乞院）］nobis「我々に」

guan（院），nCS「我々を」

謡:嵩|}…(陶鰹灘」

彼らはｇｕａｓｉｏｄｉｏｓｉ（我惜lUeus)，ｅｇｏａｍｏｄｅｕｍ「私は神を愛する」

そして、ｇｕａｎｓｉｏｄｉｏｓｉ（院惜deus)，ｎｏｓａｍａｍｕｓｄｅｕｍ．「私たちは神

を愛する」と言う。

Ⅱ代名詞「汝91u」ｔｕ「あなた」

Ｌｕ（汝)，ｔｕ「あなたは」ｌｕｎ（患)，Ｖｏｓ「あなた方は」

ｌｕｇｅ（汝□)，ｔｕｉ「あなたの」ｌｕｎｇｅ（怠□)，vostrum「あなた方の」

ｋｉｔｌｕ（乞汝)，ｔｉｂｉ「あなたに」ｋｉｔｌｕｎ（乞忌)，vobis「あなた方に」

ｌｕ（汝)，ｔｅ「あなたを」ｌｕｎ（窓)，Ｖｏｓ「あなた方を」

ｌｕ（汝)，ｔｕ「あなたを」ｌｕｎ（患)，Ｖｏｓ「あなた方を」

ｃａｎｇｌｕ（共汝)，ａｔｅｃａｎｇｌｕｎ（共思)，vobis

「あなたとともに「あなた方とともに」

同様に、ｙと複数形におけるｙｎは、「彼｣、「彼ら」である。すなわち複

数形におけるこれら三つの代名詞は語尾に、を受ける.

｢憎」sie？は揮州方言で．`愛惜,，の意。

『間調研究』では“女”にあてる。

８
９
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Ⅲ以下に指示代名詞を例示する。

ｈｕ（許）とｈｕｃｈｅｇ（許隻）はille，illa，illud「あの､．あれ」である。

例えば、ｈｕｌａｎｇ（許俊）とｈｕｃｈｅｇｌａｎｇ（許隻臘)，ｉｌｌｅｈｏｍｏ「あの人」

ｃｈｉ（即）とｃｈｉｃｈｅｇ（即隻）はiste，ista，istud「その、それ」である。

例えば、chicheglang（即隻償）は、ｉｓｔｅｈｏｍｏ「その人」である。

Ⅳ所有代名詞はこのようになっている。

ｇｕａｓｉｎ（我□'0）はｍｅuｓ（私の）である。例えば、ｇｕａｓｉｎｈｕｎ（我□

魂）はｍｅａａｎｉｍ「私の魂｣、ｌｕｓｉｎ（汝□）はtuus「あなたのもの」であ

る。例えば、ｌｕｓｉｎｈｕｎ（汝□魂）はｔｕａａｎｉｍａ「あなたの魂｣、ｙＲｉｎ

（伊ロ）はsuus「彼のもの」等である.

Ｖこれらは疑問詞である。

ｓｉｃｈｕｉ（是誰１１）はquis？「誰」である。例えば、ｓｉｃｈｕｉｌａｙ（是誰来）

はquisvenit？「誰が来るのか｡」である。ｓｉｍｉ（甚公12）はquidqualis？

「何」である。例えば、ｓｉｍｉｌａｎｇｌａｙ（甚公儂來）は，qualif1homo

venit？「どんな人が来るのか｡」である。ｔｉ（ロ）は，qualis？「どのような」

である。

前述の「名詞について」と同様に、代名詞はこのように説明される。

sｉｃｈｕｙ（是誰)，quis？「誰が」

sｉｃｈｕｙｇｅ（是誰□)pcuius？「誰の」

kｉｔｓｉｃｈｕｉ（乞是誰)Ⅱcui？「誰に」

sｉｃｈｕｙ（是誰)，ｑｕｅｍ？「誰を」

cａｂｓｉｃｈｕｉ（甲是誰)，ａｑｕｏ？「誰と」

注記１

１０本字不明。管見によれば、北京語の“的”にあたる間南語でＳｍという音節は報告さｵ'て

いない。

１１現代漣州方言では⑪是誰，，ｔｓｉ２２－２１ｔｓｕａｌ３

１２現代揮州方言でsimmi？

－５－



２不変化辞sｉｃｈｕｉ（是誰）は人にだけ適用される。だが、ｓｉｍｉｌａｎｇ（甚

公儀)，ｑｕｉｓｈｏｍｉ？「どんな人ですか｡｣、ｓｉｍｉｇｕｅｉ（甚公月'3)，quomense？

「何月ですか｡｣、ｓｉｍｉｐｉｔ（甚公筆)，quicalamus？quaepenna？「何のペ

ンですか｡」とも言われる。

３質問がこの代名詞について問われた時には、この疑問代名詞が置かれた同

じ格でもって答える。例えば、

ｓｉｃｈｕｉｇｅ（是誰□)Ⅲcuius（est?）「誰の（ですか)｡」

ｇｕａｇｅ（我□)，ｍｅｕｍｅｓｔ「私のです｡」

ｋｉｔｓｉｃｈｕｉ（乞是誰)’ｃｕｉ「誰1こですか｡」

ｋｉｔｇｕａ（乞我)，ｍｉｈｉ「私1こです｡」

ｔｕｕｐａｓｉｃｈｕｉ（汝拍是誰)，tuflagellauistiquem？「あなたは誰を

たたいたのですか｡」

ｐａｋｉｎｉａ（柏田仔）flagellauiillumpuerum．「私はあの少年をたた

いた｡」

Ⅵこれらは一般の代名詞である。

ｐｕｒｃｕａｎ（弗管)，qualiscumque，quilibet．「どのようであっても、ど

んな種類でも」

ｃｈｉｎ（蓋)，vnusquisque「各々の」

chiong（総'5)，ｏｍｎｅｓ，vnusquisque「全ての（人々)、あらゆる（人)」

chiau（槽]6)，ｏｍｎｅｓ（nemineexcepto）「全ての（人々)、（誰も例外

なく)」

ｔｏｕ（都)，ｏｍｎｅｓ「全ての人々」

ｃｏｇ（各)，vnusquisque「各々」

現代揮州方言でgue？１２（陽入）
Ｉｕの間違いか。ｔｕはラテン語の三人称単数形。

匝門方言で“総叩は“全.,“都”の意。

腫門方言で“槽”は“全,,“都,,の意。

1３

１４

１５

１６
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ｃhey（償)，multi，（nonomnestamen）「多くの人々（しかし、全て

の（人々）ではない)」

注記１ｃｈｅｙ（債）の前にCａ（□）が置かれたときは、複数の人々、大部分

を指す。例えば、ｃａｃｈｅｙｈｏｓｉｍ（□償好心？）「みんないい人｡」

注記２後ろに置かれるｃｈｉｎ（壷）は一般にすべての人を指し、誰も欠けて

いないことを指す。例えば、ｌａｎｇｔｏｕｃｈｉｎ（儂都霊)，omnesin

vniuersumhomines「全ての人々」

第四章活用について｜～Ⅱ

ｓｉ（是)、ｓｕｍｅｓ，est，「～です」は以下のように数と人称によって変化し

ない。

Ｉ

単数複数

ｇｕａｓｉ（我是),ｅｇｏｓｕｍ ｇｕａｎｓｉ（院是)，ｎｏｓｓｕｍｕ＄

「私は～です」 「私たちは～です」

ｌｕｓｉ（汝是)，ｔｕｅｓ ｌｕｎｓｉ（悠是)，ｖｏｓｅｓｔｉｓ

「あなたは～です」 「あなたたちは～です」

ｙｓｉ（伊是)，ｉｌｌｅｅｓｔｙｎｓｉ（個是)，ｉｌｌｉｓｕｎｔ

「彼は～です」 「彼らは～です」

同様に、ｇｕａｓｉｈｏｓｉｍ（我是好心１７)，ｅｇｏｓｕｍｂｏｎｕｓ「私はいい人」

ｙｎｓｉｈｏｓｉｍ「佃是好心｣，illisuntboni「彼らはいい人」

注記１このｓｉ（是）は公務を表す時、しばしばその場所にｃｈｏ「する」が置

かれる。例えば、ｇｕａｃｈｏｈｏｎｇｔｅｙ（我倣皇帝)，ｅｇｏｆａｃｉｏ（sum）

ｒｅｘ「私は皇帝（である)｣。

１７ラテン語のsumは「もっている」の意もある。これは「我有好心」を表したものか？
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注記２ｐｅ（平）「同様に」もやはりこの場所に置かれる.例えば、ｌｕｎｌａｎｇ

ｐｅｐｅｇａｕ（忌撒平平努'8)，vostreaquales（estis）sapientes「君た

ち三人は同じように賢い｣。

注記３しばしば、代名詞においてのみ省略を補って理解される。例えば、１ｕ

ｈｏｓｉｍ（汝好心)，ｔｕ（es）bonus．「あなたはいい｣。

Ⅱ不変化辞と代名詞を除き、動詞には決して、何らの法、時制、数、人称の

変化もない。

範例

能動態

直説法，現在時制

単数

gｕａｌａｉ（我來)，ｅｇｏｖｅｎｉｏ

「私は来る」

lｕｌａｙ（汝來)，ｔｕｖｅｎｉｓ

「あなたは来る」

ｙｌａｙ（伊來)，illevenit

「彼は来る」

複数

guanIay（院來)，ｎｏｓｖｅｎｉｍｕｓ

「私たちは来る」

lｕｎｌａｙ（悠來)，vosvenitis

「あなたたちは来る」

yｎｌａｙ（個來)，illiveniunt

「彼らは来る」

注記：動詞に現在時制の言葉が付加されるとき、それ自体で直説法と理解され

る。例えば、

灘壼|ﾍﾟｗ……
18涼州方言でｇａｕ（“勢“）はﾛ能干，，の意。
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xit201ay（日來)Ⅲhodievenio．（今日来る）

鰹.乳艸《來川!……､｡《今…’

未完了過去時制

ただ全体の意味から理解され、不変化辞によって区別されない。例えば、

Ｃｈａｂｏｕｘｉｔ（ロロ日）Herｉ「昨日」

lａｙｈｕｔａｓｉ（來許□時）quandovenisti「来た時」，ｔｕｎｃ「その時」

ｐａｌｅｌｉａｍｑｕｅｎｇ（Pater念經)，paterrecitabatpreces「父は祈

りを読み上げた」（orabat．「彼は祈った」）

完了時制

不変化辞Iａ（略）とtｉａｍｕａ（ロロ）「以前に」によって形成され、他

の意味がある語によって過去の時制が形成される。

ｃｕｎｉｌａｙ（奮年２１來)’annosuperiorivenit「去年来た」

ｃｈａｂｏｕｘｉｔｌａｙ（昨□日來)，herivenit「昨日来た」

同様に‐

:;:l:;!；J辮基獺･口)}｡……nＭ謹以…
Ｉｕｌａｙｌａ（汝來洛)，tubenistiantea．「あなたは以前に来た｡」

ｙｌａｙｌａ（伊來略)，illevenitantea．「彼は以前に来た｡」

ｇｕａｎｌａｙｌａ（院來烙)，nosvenistisantea．「我々は以前に来た｡」

ｌｕｎｌａｙｌａ（悠來塔)，vosvenistisantea．「あなた方は以前に来た｡」

ｙｎｌａｙｌａ（個來略)，illiveneruntantea．「彼らは以前に来た｡」

笛は厘門方言で［ta］と読み、”這箇時候，．“現在”の意。
現代揮州の老派の「日」はｄｚｉｔ（陽入）となっており、他の日母［1-］とは異なっている。

現代漁州方言でｋｕｎｒ

“塔”１０は北京方言の“了．にあたる。

９
０
１
２

１
２
２
２

－９－



過去完了時制

意味および不変化辞lｉａｕｌａ（□後略）から知られる。例えば、

ｃｈａｂｏｕｘｉｔ（昨ロ日）herｉ「昨日」

ｌｕｌａｙ（汝來）（quando）tuvenisti，「あなたが来た（時）」

ｑｕｅｎｇｌｉａｕｌａ（識23□後略)．oraueras「あなたは話した｡」

未来時制

不変化辞から知られる。

ｂｕｅ（未)，velle「欲する」

ａｕ（后)，postea「後に」

ｈｉａｃｕａ（下佳24)，postmodicumtempus「午後」

ｘｉａｐｙａ（捷濁□)，paullopost「まもなく、しばらくあとに」

ｍｉｅｎｃｈｏｘｉｔ（明□日26)，ｃras「明日」

ｍｅｈｕｉ（冥昏27)，postmeridiem「午後」

ｍｅｎｉ（冥ロ)，ｈａｃｎｏｃｔｅ「今晩」

また、次のように言われる：

ｇｕａａｕｌａｙ（我后來)，egoveniam「私は来るだろう」

ｌｕａｕｌａｙ（汝后來)，ｔｕｖｅｎｉｅｓ「あなたは来るだろう」

ｙａｕｌａｙ（伊后來)，illeveniet，etcetera「彼は来るだろう」など。

命令法

不変化辞ｎｏ（□）によって知られる。

ｌａｙｎｏ（来□)，ｖｅｎｉ「来い」

ｃｕｎｏ（去□)，ａｂｉ「行け」

現代歴門方言でｋ３ｎ５３（上）
現代滝州方言は２（陽去）"（陰平）
厘門方言でtsiap（陰去）は．.快'’’@連綱不断,,の意。

現代涼州方言の“明天”は幽明且早起,.ｂｉｎ陰平、且陰上tsai陰去

現代涼州方言の．､冥昏”は“晩上,，の意（悶溌研究)。

３
４
５
６
７

２
２
２
２
２
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一方、ｃｈｕ（ロ）は禁止の意をもつ。

ｔａｃｈｕｃｏｎｇ（□讃)，neloquaris「しゃべるな」

ｐａｃｈｕｋｉｎｉａ（拍□田仔)’nepercutiaspuerum「あなたは少年

を傷つけるな」

ｃａｎｇ（共）は「助けること」を指し、命令の力をもつ。例えば、lｕｃＥｍｇ

ｇｕａｂｅｉｈｕ（汝共我買28魚)，ｔｕｉｕｕａｍｅｅｍｅｒｅｐｉｓｃｅｓ「あなたは私が

魚を買うのを助ける｣。ｌｕｃａｎｇｇｕａｃｈｉｏｃｈｉ（汝共我借銭)’tuiuua

mihimutuaripecuniam「あなたは私から金を借りる｣、すなわち、tu

mihimutuamdapecuniam「あなたは私に借りたお金を与える」とな

る。しかし、意味は両義的である。それはまたラテン語の動詞が示すこと

は、なるべく助けや援助をどこかに求めることを表している。

不定詞

いかなる不変化辞ももたないが、その語順から理解される。例えば、

Ｓｉａｙｉｈｏｓｕ（嶌好書）scriberebonumest．「書くことはよいことだ｣。

このsiayi（蔦）はまた名詞として叙述されうる。つまり、scriptiobona

est．「いい文字である｣。

ｇｕａａｙｓｉａｙｉ（我愛篇)，egovoloscribere「私は書きたい」

ｇｕａｂｅｙｓｉａｙｉ（我勧篇)，egononpossumscribere「私は書くこ

とができない」

ｇｕａｅｉｓｉａｙｉ（我會嶌)，egopossumscribere「私は書くことができ

る」

分詞

現在形においては不変化辞のｇｕｅ（□）やｌａｎｇ（侭）をもつ。例えば、

２８厘門方言の質はｂｕｅ５３。
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Iiamquenggue（念經□)、あるいは、liamquenglang（念經臘)，

orantes「祈っている｣。

しかし、未来においては次のように言われる。ａｙｌｉａｍｑｕｅｎｇｇｕｅ

(愛念經ロ)！あるいは，ayliamquenglang（愛念經臘)Ⅲoraturi．「祈

るだろう｣。しかし、どちらも有用である。

動名詞は次のように作られる。ｇｕａｃｕｌｉａｍｑｕｅｎｇ（我去念經)，ｅｇｏ

ｅｏａｄｏｒａｎｄｕｍ「私は祈りに行く」そしてｌｙａｍｑｕｅｎｇｌａｙ（念經來)，

aborandovenio「祈りから帰る｣。

受動態

不変化辞のｋｉｔ（乞）やｇｕｅ（ロ）によって作られる。不変化辞ｋｉｔ

（乞）はほとんどその行為が素速く過ぎる動詞の前で使用される。そして、

はじめに人や確固とした物が置かれ、次に不変化辞ｋｉｔ（乞）が置かれ、

またその後に事物や行為する人と動詞が置かれる。

例えば、

ｇｕａｐａｋｉｎｉａ２,（我拍田仔)，egoflagellopuerum．「私は子供を

たたく。」

ｋｉｎｉａｋｉｔｇｕａｐａ（閉仔乞我拍)，puerameflagellatusest．「子

供は私にたたかれる｡」

不変化辞ｇｕｅ（□）は、たとえその動作が速く移行する動詞に他の不変

化辞があらわれたとしても、その動作や効果が持続する動詞に使用される。

例えば、

Ｄｉｏｓｉｈｕａｔｉｔｅｙ（Deus化天地)，Deuscreauitcaelum（et）terram．

「神は天（と）地を創った｡」

Ｔｉｔｅｙｓｉｄｉｏｓｙｈｕａｇｕｅ（天地是Deus化□)，caelum（et）ｔｅｒｒａ

ｅｓｔ（a）Deocreata．「天（と）地は神（により）創られた｡」

またこのようにも言われる。

２９ｋｉｎｉａは男の子供の意。現代源州方言ではｇｉｎ（陰上）ｎａ（陰上)。
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ｃｈｉｖｅｓｉｇｕａｔａｇｕｅ（即話是我大ロ)Ⅱｈｏｃｖｅｒｂｕｍｅｓｔ（a）me

prolatum．「この話は私（によって）広げられた｡」

第五章副詞について｜～Ⅵ

時間副詞

Ｔｉｓｉ（底時30)，quando「いつ」

ｔｉｓｉｔｅ（底時□)，quandqquahora「いつ」「何時」

ｈｕｓｉ（許時)，ｔｕｎｃ「その時」

ｈｕｔＥＬｓｉ（許営時)，ｔｕｎｃ，iIlotempore「その時」

chu、（陣)Ⅱｔｕｎｃｃｕｍ，eotemporequando「その時に」「その間は」

Ｉ

この副詞は、ｔｉｓｉ（底時)，quand？「いつ」のように答えを問うために

使われる。例えば、ｌｕｔｉｓｉｌａｉ（汝底時来)，「あなたはいつ来るのですか｡」

lｕｃｈａｐｕｉｃｈｕｎ（汝食飯陣)，「あなたが食事をした時」また、「あなたが

食事をしている時」と答える。また、次のように言う。ｌｕｃｈａｐｕｉｃｈｕｎ，

hｕｔａｓｉｇｕｌａｙ（汝食飯陣，許當時我來)，「あなたが食事をしたとき、そ

の時私は来た｡｣、luliamquengsi，ｈｕｓｉｇｕａｌａｙ，（汝念經時,許時我來)，

｢あなたが祈った時、その時私は来た｣、ｌｕｌａｙｃｈｅｎ，ｇｕａｃｈｕｎ（汝來陣、

我□)，「私は寝たとき、あなたが来た｡」また、「私が寝たと同時にあなたが

来た｡」

場所副詞はこれらである。

ｃｈｉｔｅ（即帯３１)，ｈｉｃ，hocloco「ここ」

Ｃｈｕｃｈｕａ（□□)，illic「そこ」

ａｎｃｈｉｔｅ（按即帯)，isthac「そこに」

Ⅱ

３０厘門方言で「いつ」の意。ｔｉｌｌ－２１ｓｉ３５

３１厘門方言“即帯,，ｔｓｉｔｌｌｔｅ２１は“這個地方,,の意。
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ｃｈｉｐｉ（即辺)Ⅲｈｉｎｃ「ここから」

ｈｕｐｉ（許辺)，illinc「そこから、そこに」

ｃａｕ（邇32)Ⅲｖｓｑｕｅａｄ「～までずっと、絶えず」

ａｎ（按郷)，ｈｕｃｉｌｌｕｃ「ここへ」

ｔｅ（帯３４)，ｌＯＣＵＳｉｎｑＵＯ「その場所で」

ｔｏｕ（都)Ⅱvbicunque,omnimodo,ｉｎｏｍｎｉｃａｓｕ,semper,amplissima

significatione．「どこであろうとも」「あらゆる方法で」「あらゆる場で」

「常に」「最も明白な」

次のように言う。Ｐａｌｅｙｔｕｃｈｉｔｅ（Pater待即帯)，ｐａｔｅｒｅｓｔｈｉｃ「父

はここにいる」また、Ｐａｌｅｙａｎｃｈｉｔｅｌａｙ（Pater按即帯來)，Pater

isthacvenit「父はここから来る｣。Ｐａｌｅｙｔｕｈｕｔｅ（Pater待許帯)，

paterestillic「父はそこにいる｣。ｃｈｉｐｉｃａｎｇ（即辺□)，abciteriori

(ripa）sluminis．「こちら側から｣。

ｎａｐｉｅａｎｇ（□辺□)Ⅲexaduersa（ripa）sluminis．「あちら側から｣。

LａｙｃａｕＢｉｎｈｉｌａ（來遡Manila)，venitvsqueManiliam「マニラまで

来るLｂａｒｋｉｎｇｃａｕｃｈｉｎ（密□遡壷)，scitofficiumsuumvsquead

finem「彼の職務を最後まで知る｣。

Ⅲ否定の副詞は様々である。「彼は盗んでいない」こと言う時には、彼らは

次のように言う。ｉｎｔａｎｇｔａｕｔｅ（杯通鯛倫滞３６)，nonlicetfurari「盗む

ことは許されない｣、また次のような、ｉｎｔａｎｇｐａｌａｎｇ（杯通拍儂)，non

licetpercuterehomines「人々をたたくことは許されない」といういい方

は、同時に「彼は他の人をたたいていない」といういい方となる。

さらに次のいい方で。ｎｏｎｈａｂｅｏ「持っていない」はつまりこのように言

艇門方言の“到”はｋａｕ２１ｏ林1992／４は幽迩，,と転写されている。
慶門方言でａｎ２１“按”は“從'１ｐ`由,,の意。

厘門方言でｔｅ２１．`帯．’は‘`地方,,饗所在',の意。

厘門方言では、“可以,,の意。

匝門方言では倫掌はthau55-11the？５章は浦と林1992／３にある。

２
の
。
４
５
６

，
．
ｑ
ｕ
ｑ
〉
ｎ
Ｊ
ｎ
ｄ
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う。ｂｏｃｈｉ（無銭)，nonestpecunia「金がない｣，ｂｏｔｏｌｉ（無多利)，non

eststipendium「俸給がない｣。

例えば「するな」のように禁止を伴っていうのは、ｂｏｃｕｎｏ（無去ロ)，

ｎｅｅａｓ「行くな｣、ｂｏｔａｎｏ（無談折□)，neloquaris「しゃべるな｣、と言

つ゜

Ｂｕｅ（未）は応答におけるる返答の語句として「～すらない」「まだ～な

い」を表す。例えば、ｃｈａｐｕｉａｂｕｅ（食飯或未)、comedisti？ａｎnon？

｢あなたは食べましたか、それともまだですか｡」にはｂｕｅｃｈａｐｕｅ（未食

飯)、nondumcomediJまだ食べていません｡」と答える。

Ｂｅｙは「できない」を表す。例えば、ｌｕｅｕａｂｅｙ（汝去或釛)，tuire

annonpotes？「あなたは行きますか、それとも行けませんか｡」beychot

it釦（鋤倣得)，nonpotestfieri「でき得ません｡」

その他の否定のムードはiｎ（杯）と言われる。ｌｕｉｎ（汝杯)，ｔｕ（eras）

illic，ａｎnon？「あなたはそこ（にいました）か｡」ａｍｉｎ（阿喝杯)，tu

erasillic，ａｎnon？「あなたはそこにいましたか｣。

Ⅳ否定の副詞のように、質問の副詞には様式と法則がある。すなわち、我々

の様式より動詞や名詞が有力であるように見える。彼らはこのように質問す

る。ｌｕａｙｃｈａｐｕｙａｍ（汝愛食飯阿暇)，tuviscomedereⅢａｎnon？「あ

なたは食べたいですか｡」次のように答える。ａｙｃｈｉａｐｕｙ（愛食飯)，volo

comedere．「食べたい｣。すなわち、もう一方の動詞が繰り返されるように、

それが返答の形式をもつ。fuisti？「あなただったのですか｡」と問うとき、

fui．「私でした｡」と答える。つまり、visproficisciManiliam？「マニラに

出発したいですか｡」にはvoloprofiLisciManiliam．「マニラに出発したい

です｡」と答える。同様に、ｌｉａｍｋｅｎｇｌｉａｕｌａ（念經□後略)，ｔｕｏｒａｓｔｉ

ｉａｍ，ａｎnon？「あなたはもう祈りましたか？」にはlｉａｍｋｅｎｇｌｉａｕｌａ

３７厘門方言の．,談厨ｔａ（賜平）は．､説函の意。

３８ｃｈｏｔｉｔの誤植。
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（念經□後塔)，egoiamorauiⅢsiueegofiniuipreces．「私は既に祈った、

あるいは私は祈りを終えた」と答える。

さらに、できるかできないかを質問した時、そのｅｉやbei自身が返答を

する語を表す。例えば、ｌｕｅｉｃｈｏｔｉｔａｂｅｙ（汝會倣得阿勧)，tupotes

facereannon？「あなたはすることがきますか、それともできませんか｡」

に対し、ｅｉｃｈｏｔｉｔ（會倣得)，possumfacere「することができる」か、あ

るいはただeｉ（會)，possum「できる」とだけで答える。

ちょうど否定の不変化辞の返答と同様に、他から訊ねられた時に、それが

対応することは必要である。

もし、ある人が、ｌｕｖｃｈｉａｂｅｙ（汝有銭阿勧)，tuhabespecuniam

annon？「あなたはお金をもっていますか、いませんか」と質問すれば、

bey（鋤)，non．「いいえ」と答える。すなわちiｎ（杯）とｂｕｅ（未）はと

もにｎｏｎ「～でない」を表すが、ちょうど返答に応用する際は、もう一方

の一番先に使用された語で訊ねる。

Ｖ比較の副詞ｐｅ（平)、ｐｅｃａｎｇ（平共）とｐｅｐｅ（平平）は「同等性」を

示す。例えば、ｄｉｏｓｉｐｅｃａｎｇｄｉｏｓｉｋｉａ（Deus比共Deus田)39,deuspater

aequemagnusvtdeusfiliｕｓ「父なる神は子たる神と等しく偉大である｣。

同様に、ｌｕｎｎｏｌａｎｇｐｅｐｅｏｃ（慈雨儂平平馴'悪)Ⅲvosamboaequeestis

astuti「あなた方はともに狡い｣。要するにＰｅｐｅ（平平）は「同じである

こと」を示す。

集合の副詞

ｔａｉｑｕｅ，simul．（一緒に。すぐに）

ｃｈｏｐｕ（倣□)，ｓｉｍｕｌ（一緒に。すぐに）

Ⅵ

３９誤植の可能性あり。単語数不足。

４０厘門方言の“平平'’ｐＴｐＴは“-.様”の意。
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Ⅶ法

ｔｉｏ（着イリ，ｂｅｎｅ「いい」

ｉｎｔｉｏ（杯着)，ｍａｌｅ「わるい｣.ｋｉ（見）ｐlane，perspicue「はっきり

と、明らかに」

ｔｉｏ（着）は持続を示し、うまく実行し、最後まで持続することを示す。

ｉｎｔｉｏ（杯着）においては、誤っていることを示す。ある事実を承認したり、

否認したりするときに、共通の言葉ではこれらの語を用いる。

Ｍ（見42）は本来、何かをはっきりと明確に見ることを表す。

第六章接続詞について

結合の接続詞は、次の如くである

ｙａ（也)，etiam，quoque「もまた｣，「そして」

ｐｅｎｇ（ロイ3)，ｓｉｍｕＬｖｎａ「一緒に」

同様に次のように言う。ｌｕｌａｙｙａｇｕａ（汝來也我)，ｔｕｖｅｎｉｓｅｔｑｕｏｑｕｅ

ｅｇｏ「あなたは行く、そして私も｣。条件の形式で言う時にも、やはりこのよ

うな影響力をもつ。ｓｉｔｕｖｅｎｉａｅｇｏｑｕｏｑｕｅｖｅｎｉａｍ「もしあなたが行くな

ら、私も行く｣。

伝道会士たちはこのように言うのを常とする。Palay,ｐｅｋｉａ（Pater菅田)，

pｅｎｇｐｉｒｉｔｕｓａｎｔｏ（□SpirituSancto)，ｌａｒｃｈａｎｇｕａｎ（□善院)，Pater，

Filius，partieratgueSpiritusSanctus，suovirtuteiuuantnos．「父、子、

そして聖霊は等しく、その力でもって我々を救う｡」そこで、Ｐｉｒｉｔｕｓａｎｔｏ

がSpiritoSanctoから作られた時、その言語のなかにはそれらの言葉の意味

を表現するいかなる語も見いだされなかった。

説明や文末はｇｕｅ（ロ）であるが、そこで、上述のように、属格においても

４１厘門方言で着は“對,,”正確”の意。

４２厘門方言で見はｋＴ（陰去)。

４３並、朋、秀…

４４的にあたるもの。
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適用される。例えば、

ｐａｔｉｇｕｅｌａｎｇ（拍鉄□鰄膿)，ferrihomqfaberferrarius「熟練工、

熟練した鍛冶屋」

ｐａｇｕｉｎｇｕｅｌａｎｇ（拍金□膿)，aurihomqaurifex「金細工師」

ｔｉｇｕｅｌａｎｇ（天□健)，caelihomo，ｓｉｕｅｓｕｂｃａｅｌｏｑｕｉｅｓｔ，ｏｍｎｅｓ

ｈｏｍｉｎｅｓ「天の人」あるいは「空にいる人」

条件法

、ａ（若）はｓｉ「例えば」である。例えば、ｌｕｎｕｲsinlay,ｇｕａｂｅｉｃｕ

ｔｉｔ（汝若杯來、我勧去得)，ｔｕｓｉｎｏｎｖｅｎｉａｅｇｏｎｏｎｐｏｓｓｕｍｖｅｎｉｒｅ

「あなたが行かないなら、私は行くことができない」Bobanglay，ｎａｓｉ

ｐａｌｅｙｔｉａｔｉａ（無望來、若是ｲ6Pater定定ｲ『)，ｎｏｎｓｕｉｔ（necesse）venira

nisipatremsolum．「もし父が一人でいるなら、来る（必要は）ない｡」

第七章比較級について

比較級は不変化辞Ｃａ（較偲）を原級の前に置く。例えばcａｈｏ（較好)，

melior鴨「よりよい｣。ｌｕｃａｇａｕ（汝較努)Ⅱｔｕ（es）sapientior5l「あなたは

より賢い｣。ｇｕａｃａｓｉｏｄｉｏｓｉ，ｓｅｎｇｃｕｃｐｏｐｕｅ（我較惜s2Deus，□鋼各賓

貝詞)，ｅｇｏｐｌｕｓａｍｏｄｅｕｍ，quamomnes55diuitias藷「私は全ての財産より

４１厘門方言で着は“對”“正確”の意。

４５，ａ（若）の誤植。

４６潮州で「如果」は「若是nall-12si35」

４７厘門で定定tiatiaは「じっとしている」の意。

４８樟州方富の林1992／４に各kha？３２は”更加,、の意。現代樟州方言で「恰」はkha？（陰

入)。

４９betterの意

５０揮州方薗では勢ｇａｕｌ３は“能幹”の意（林1992／３)。
５１賢いの意

５２現代穂州方言の「借」はsio？３２は．､愛惜.,“痙愛”の意。

５３．`生、成、盛，,いずれか不明。

５４“費”の意。

5５あらゆる・
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も神を愛する｣。

最上級

１．原級が二つ並べられたｈｏｈｏ（好好）は、ｂｅｎｅｂｅｎｅ「いい、いい｣、

即ち、最良を示す。

２．不変化辞cｈｉａｓｉ（誠是）を伴い、例えばcｈｉａｓｉｈｏ（誠是好)、「極

めていい｣、即ち、「最もいいこと」を示す。

３．不変化辞Cａｕｋｅｇ（邇極）を伴い、「最高にいいこと」を示す。

４．同じ意味の不変化辞cauchin（邇壷）を伴い、例えばｈｏｃａｕＣｈｉｎ

（好迩壷)，またはｈｏｃａｕｋｅｇ（好邇極)、言い換えれば、「最高にいい

こと」を示している。すなわち、これら二つの不変化辞は常に後置され

る。

第八章数について

1ｔ（一)，ｖｎｕｍ（１）

cheg（－)，ｖｎｕｍ（２）

xｉ（二s，)，ｄｕｏ（３）

ＳＥＬ（三58)Ⅲtreｓ(4)

sｉ（四)，quatuor(4)

gou（五)，quinque（５）

lag（六)，ｓｅｘ（６）

chit（七)，septem（７）

pe（八Locto(8)

cau（九)，nouem(9)

chap（十)ⅢdecemOo）

ｔｅｉ（第）を付けた時、順序を表す数となる。例えば、ｔｅｉｉｔ（第一)，

primus「第一の｣。ｔｅｉｘｉ（第二)，secundus「第二の｣。ｔｅｉｓａ（第三),

tertius「第三の｣。ｔｅｉｓｉ（第四)，quartus「第四の｣。

先に我々が示したように、官僚の言語では数以外に他の語も置かれなけれ

５６豊饒、高価な贈り物、たくさん、充満。

５７現代樟州の老派の「二」はｄｚｉｔ（陽去）となっており、他の日母［l_］とは異なっている。

５８現代樟州方言の三はs且
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ばならないが、この言葉でも同様にそうなっている。

おわりに

これまで見てきたように、ここで説明される漢語滝州方言はすべてラテン語

の文法的枠組みを用いながら説明されている。これは同書に収められている官

話を記述した箇所とほぼ同じ構成をとっている。そして、漢語の文法的特徴が

ヨーロッパの言語との比較を通して論じられていが、これは当時の宣教師がど

のように中国語文法を把握していたかを知る上で大変興味深い。ただ、不定詞

や分詞など、ラテン語文法に引っ張られた明らかな錯誤と考えられる箇所も散

見される。文中、官話についての知識を前提に説明されている箇所もあり、や

はり編纂当時はまだ官話の使用が主流であったことを思わせる。上記の文法記

述のみで方言を習得できたとはとうてい考えられないが、文法記述の末尾に収

められているOratioDominica、SymbolumApostolicum、ＡｖｅMaria、

Salueなどミサで使ったと思われる聖書の一節を理解するには大いに役に立っ

たであろうと思われる。この聖書の箇所についてもいずれ同定作業を進める予

定である。
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