
１．借用語としてのマオリ語

　ニュージーランド英語の特徴を���������

（１９８４）は次のように述べている。
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１９８４）１）

　ニュージーランドの人々は実際にどのくら

いマオリ語を受け入れ、借用しているのだろ

うか。消極的な借用（��������	
１９８４）であ

ると言われているが、そうは思わない。中学

校、高校でマオリ語を学んでいる生徒は一割

いる。特に政府の方針でもあると考えられる

がマオリ語ひいてはマオリ部族に対する扱い
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抄　録

　ニュージーランドの現在の人口比率は総人口３６０万人、マオリ人５２万人となっている。英語が
９５パーセント占めているが、減少しているとはいえ現実に生活の中で今なおマオリ語が使われ
ている。それは、マスコミを見ても解る。実際にどのくらいマオリ語が受け入られ、借用され
ているだろうか。文法的見地から次号にわたり検証してみる。
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に気を使っているのが生活の中で感じられ

る。地名、動植物、日常の挨拶にも借用は見

られる。例えば、�������という語は�ニュー

ジーランドの人は初対面の人に使う。つま

り、英語で言う�����にあたると思うが、別

れ際にも使うのである。
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ジャーナリズムを中心にマオリ語の発音を忠

実にしている。マオリ語はアルファべットの

＜���������������	��
�����������������＞の１３個で

始まる語はない。１９４６年��������は次のよ

う に 述 べ て い る。“���������	�
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��������はよく知られている２４５のマオリ語

を次のように示している３）。以下ニュージー

ランド英語におけるマオリ語の借用語であ

る。
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ニュージーランドでよく使われるマオリ語は

以上のように，動植物、鳥類、海の生物であ

る。マオリの概念は最も彼らの社会や、生活

の特徴を表している。海の生物と比べるとは

るかに海の生物のほうが多い。その数は２倍

と言ってもよい。

　��������	
１９４６�������１９８９��の資料のそれぞ

れの意味カテゴリーについて比較する４）。
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以上の分析を見ると、ニュージーランド英語

に入っているマオリ語の借用語の比率がわか

る。ニュージーランド文化にマオリ語は深く

入り込んでいるのがわかる。ポリネシア系言

語の音節で、一般は発音し、生活の中に取り

いれているのが不思議なくらいである。

　又、�������	�
�などの語はニュージーラ

ンド人を意味している。�����はマオリ人

と、マオリ語を意味するが、�����は飛べな

い鳥と、ニュージーランドの国そのものを現

している。また、マオリ語は複数形は取らな

いはずだが、ニュージーランド英語にみられ

る。

　２００年の歴史の中で、マオリ語はニュー

ジーランド英語と深くかかわり、マオリの文

化を今なおニュージーランドにもたらしてい

る。具体的に考察してみると次のような事が

判明した。マオリ語は核となる部分と、迂言

法とから成り立っている。核は言葉の中心と

して考えられ、当然その語彙の意味を含む。

２．言い回し表現

　迂言的な表現は核に優先して、後に続く言

い回しである。言い回しの表現はその文法的

意味を含み、また、示し、例えばそれが単数

か、複数か、動詞的か、名詞相当語句か、過
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去か、現在かなどである。

　言い回しは常に核を含む。言い回しの中に

は核を先行している語やその他数々の語が生

まれる。核だけが残る場合は少ない。言い回

しの核を先行する位置は迂言としてとられて

いたものと言われ、核の後に来ると云われて

いる。

　���������	
は２つの種類と基礎となる部

分と不定化詞とに分けられる。基となる部分

は語彙や真の意味を示している。�����は家

を表し、���は良いという言葉を示し、それ

らの言葉は言葉の基となる。一方、���は不

変化詞である。そして、その言い回しは逐語

的であり、その意味は語彙よりも文法的だと

言える。いくつかの不変化詞は文法的な関係

と機能を示し、別の不変化詞、特に後に作ら

れた不変化詞は基本的な意味を制限し、定義

する。�����（語源）は常に言葉の核の中にあ

り、一方不変化詞はある例外と言い回しの中

におきる。
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　上記の言葉����は�����を意味し、口頭上の

不変化詞��によって、動詞的に使われるこ

とが示されている。したがってその言葉は�

“�������”と訳される。次の語の核は�����

すなわち“�����”を示す。言い回しの不変化

詞����は“���（���）”�����と言う。

　次の����は�派話者に近づき、全体の語は�

���������	に訳される。上記三つ目の語は英

語にある��������	�
��の両方の意味を持つ語

である。しかし、不変化詞���は話者に向

かっての動作で、������が�‘����’と訳され

る場合を示す。全体の言葉は���������とか

�������	��
となる。次の�����は核となる部

分に再度あらわれる基となる。迂言の中に二

つの不変化詞があることがわかる。��は方向

を示し、��は、“その、”または、“ひとつ”、

を示すので、‘家へ’と訳される。次の語は�

���は現在の地点を意味する���の不変化詞

により先行される。次の語�������は�����

の意味をなし、����に対して、不変化によ

り先行される。文字通り、���������	
���

���������	��
����	������の意味である。次

の��������は�地名�������	を示している。

������は����の意味でまた�����は��を意

味し、��によって先行されている。ゆえに、

��������	
������������となる。全てのマオ

リ語は口頭語または名詞相当語句である。口

頭語は�������にみられるようなもので、

���������	のような命令的な抑揚で示される。

口頭語でない語は名詞相当語句であ�

る６）。

　名詞的な句として例を挙げると
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　動詞句
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　動作や状況は動詞で表されることは言うま

でもないが、動作や状況の時制について述べ

ない。たいていの他の動詞は時制はなく、唯

一過去を示す��は�自制については曖昧であ

る。他の動詞は自然に対して言及して、動詞

句によって示された状況や動作のアスペクト

に言及している。動詞はまた語形変化を作

る。一つは動詞句を活用させるため別のもの

に取って代わるかもしれないが、二つの動詞
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が同じ句の中で使われることはない。

　��� ��は特に時間について明確さは

ないが、未来の時制に用いられ

る。

　�� その動作は過去形である。

　����� その動作は完璧で、明らかに過去

の時制である。

　���� 何かが起きて、あることが存在す

ることを望むのに用いられる。従

属節では���は目的を表す。

　��� 何かが行われたり、行われるはず

と規範的に用いる。

　�� 過去、未来や動作を表す。

　�����������は従属節のみに用いられる。

また、一つの動作が起きるその時

点を示し、起きたらという条件を

示す。

３．代名詞、固有名詞

　代名詞について云うと、英語とマオリ語を

比べてみると、英語は三人称を代名詞の中で

用いるが、マオリ語は四人称で、性やその区

別はない。又、複数代名詞について云うと、

マオリ語は二人称のみに言及する。それらは

�����と�����である。英語では三人称で区

別し、マオリ語の代名詞としての人は、相手

を含む最初の人との間を��とする。�����

は我々二人を云い、�����は二人を意味する

が、相手は���ではない。すなわち、ほかの

誰かと私である。

� ���������	��
��������
��
���	��

� （我々二人、貴方とわたしは、町に行き

ます）

� ������������	��
���������������

� （貴方でなく、我々二人が町に行きます）

� ����������	���
������������������������

� （貴方でなくて、私たちは����で会いま

した。

　文の主語としての代名詞は、普通の冠詞

���������	�そして個々の名前のようなもので

なく、異なった個人名等は使われない。

� ����������	������

� （彼らは逃げ去った）

� ��������	�
�������
��
��

� （我々は歓迎されている）

� ��������	
���
���������������

� （彼は上司です、私は部下です）

� ��������	��
������������	��������

� （彼らは女性です、私たちは男性です）

　名詞が����������������などの冠詞を伴うと

き、適切な冠詞は�である。

� ����������	���
�����������

� （私は彼を見ています）

� ����������	��
�����������
���

� （我々は彼らと握手をした）

� ���������	
���������

� （貴方は私に負けている）

� �����������	��
���������
���

� （我々は貴方を追いかけている）

　代名詞����の前に置く冠詞�の使い方は文

中の主語であり、マオリ語に今や広く普及し

ている。不変化詞��は常に句のはじめにつ

ける。それらは、時間と、空間を示す要素が

ある。��は時間と空間に向かっての動作を意

味する。それは時々英語の��の意味に訳さ

れる。

� �������������	
�������������������

� （私は乳絞りに行くところです）

　���は現在を示す。それらは���������	�
�の

代わりをする。

� ���������	
���������	��	�	���	�	����

� （その男はいま会議所にいます）

　��は常に過去を示す。
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� ��������	�
���������������������

� （その男は昨日会議所におりました）

　���は未来を表す。

� ���������	
���������	��	�	��		�������

� （その男は明日会議所に来るでしょう）

　又、固有名詞や代名詞に続く�����������また

は���は冠詞�をとる。

� ���������������	
������������

� （ピーターは今斧を持っている）

� �������������	
����������

� （ピーターは昨日斧を持っていた）

� ���������������	
������		�		�

� （ピーターは明日は斧を手にする）

� �����������	
���������������	��

� （アンはアルバートを呼んだ）

　しかし、��������川地域や東海岸周辺は�

���������の形は��������に取って代わってい

る。例えば、

� ������������	
���������

��
�

� （少女達は海辺にいる）

� ������������	��
������	����

� （夕方老女は眠った）

� ���������	
����������	�����

� （私達は昨晩家にいた）

� ������������		
�����	����������
�������

������

� （夜明けにパアーニアは海に戻ってきま

す）

� ������������������	�
�����������

� （私達は朝レインガに着いた）

� ��������	

���������������������������

��������������

� ��������		�
������������	���������

���������	
�
�
��

� （月夜にローナはヒョウタンを持ってい

るのを見られた）

　基本的所格は時間と空間に位置する。それ

らは、冠詞�不定冠詞をとらないことで文法

的に分類されている。又、����������������の所

格を示す不変化詞の後に来るものとは違う。

� �����������	�
����	��

� （チーフはどこにいるの？）

� �������������	
�	���	�������	���
���

� （チーフは会議所にいます）

� �����������	�
��

� ���������	���
���

� （ペンはどこ？）

� �������	
������������������

� （ペンはテーブルの上にある）

� ���������	��
������	��
��
���

� （ペンは本の下にある）

� �����������	
����

� （犬はどこ？）

� �������������	
����	�������

� （家の反対側のそこよ）

� �������	�
���������
�������

� （犬は家にいません）

　なお、一般的な所格をまとめてみると次の

ようである。
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　又、固有名詞は所格とみなされている。固

有名詞は所格の後に起こりえる。

� ���������	��
����������������

� （私達はウエリングトンに住んでいます）

　万一、固有名詞が冠詞として、例えば、

���������のように用いられれば冠詞は不可欠

の部分である。固有名詞が所格の後に用いら

れるときその冠詞は保たれる。

� ����������	
�������

� （昨日はどこにいましたか？）

　以上マオリ語の借用語の分野から使用され

ている分野まで述べてきたが、ニュージーラ

ンド英語のマオリ語は確実にその位置を占め

ている。次号では更に使用方法についてのべ

ることとする。
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