
 

言語学 

 

注意：外国人受験者（日本の高校を卒業した者を除く）に限り，英語で解答することも可能です。 

 

（１）現代日本語において，助詞ハは主題化の機能をもつ。格を表す助詞ガ，ヲ，ニ，デ，カ

ラ等のうち，どの助詞がハの後接によって主題化され，どの助詞が主題化され得ないかを記述

した上で，前者のグループと後者のグループの違いを述べなさい。 

 

（２）有気破裂音 (aspirated plosive) と無気破裂音 (unaspirated plosive) について，その違いを対

照させながら 200字程度で説明しなさい。 

 

（３）以下に例を挙げる言語 A～Eは，同じ語族に属する言語群である（出題の都合上，語形

は簡略に改変している）。下の同源語リストを元に，どの言語が近い系統にあるかを論じ，これ

ら５言語の系統樹を作成せよ。また，どのような点に着目してその系統樹を作成したか，説明

しなさい。なおすべての語形が規則的音対応を示すとは限らず，特に第二音節以下は対応しな

い場合が多いことに留意せよ。表記は IPAに準ずるが，i̮, e̮は i, e に対応する中舌母音を，- は

形態素境界を指す。 

 

  語義      A      B        C      D      E  

1. good      para    bur       poro    purɵ    bur  

2. to dig     kaja    kujan i̮     koem    kuem    kujn i̮  

3. to be born   ɕaʧ-    ʧi̮ ʑ i̮ -      ɕoʧam   ɕaʧam   ʧi̮ ʑn i̮  

4. to leave    kad-    ki̮ l ʲ i̮ n i̮     koðem   kuðem   ki̮ l ʲn i̮  

5. to open     panʤ-   puʑani̮     poʤam   puʤam   puʑni̮  

6. to step     aʃkəl ʲa-   uʧki̮ l      oɕkeðem  uɕkeðem  uʧkov  

7. intest ine    ʃula     ʃul       ɕolo    ɕolɵ    ʃuv  

8. barley     ɕuʒ     ʧuʑjem     ɕoʒ     ɕoʒ     ʧuʑ  

9. to die     kulə-    kul i̮ n i̮     kolo    kolɵ    kuvni̮  

10. to  l ick    nola-    nʲul i̮ n i̮     nulem    nɵlem    nʲuvni̮  

11. to arr ive   sa-     sut i̮ n i̮      ɕoam    ɕuam    sutn i̮  

12. butter     vaj     e̮ j       vøj     vyj     i̮ j  

13. hundred    ʃada    ʃu       ɕoðo    ɕuðɵ    ʃu  

14. l iver     maksa   mus       mokɕ    mukɕ    mus  

15. bird      lajmɛ    l ʲ e̮ m      lombo   lumbɵ   l ʲ i̮ m  

16. vein      san     se̮ n       ɕon     ɕun     s i̮ n  

17. duck     ʃulga    ʃul i̮       ɕoe     ɕoe     ʃuv i̮  



18. dry      kuʃkɛ    kwaʃmi̮ n i̮    kuɕkem   kuɕkem   koʃmi̮ n i̮  

19. house     kud     kwa       kuðo    kuðɵ    -ko  

20. spruce    kaz     ke̮ z       koʑ     kuʑ     ki̮ z  

21. bosom    pov     piʧ-       pomoɕ   poŋgɵɕ   piʧe̮ g  

22. to  be     ol ʲ -     ul i̮ n i̮ -v i̮ l i̮ n i̮   ulam    ɵlam    uvni̮ -v i̮ vn i̮  

 

（４）以下のデータは全て，ある同一の言語における名詞の例である。この言語のアクセントに

関する（ａ）（ｂ）2 つの問いに答えなさい。データ中の . は音節境界を表す。また，補助記号 

ˊ を付された母音（例えば á）は，当該の音節に第 1アクセントがあることを表す。同様に，̀  を

付された母音（例えば à）は，当該の音節に第 2アクセントがあることを表す。 

 

（ａ）次の 1から 10のデータを観察して，第 1アクセントと第 2アクセントの位置を決める規

則を述べなさい。 

 

名詞（単独形） 意味 

1. sát 「木」 

2. ét 「犬」 

3. stíp.tor 「星」 

4. ǽ.bok 「山」 

5. tú.tu.fa 「芋」 

6. éd.pun.lo 「鞄」 

7. ked.lól.ni.mus 「ナイフ」 

8. op.ná.fer.bel  「孫」 

9. nìn.so.vék.ka.ta 「くるぶし」 

10. æ̀m.puk.só.ga.man 「蚊」 

 

（ｂ）以下の [A] には（ａ）で挙げた名詞の複数形を，[B] には指小形を，[C] には対比形（「～

しか」）をそれぞれ挙げてある。これら 3 種類の語群においてアクセントが置かれる位置はそれ

ぞれ異なっている。[A]，[B]，[C] それぞれについて，第 1アクセントの位置を決める規則を述

べなさい（第 2アクセントの位置が決まる規則は（ａ）と同じであるため答えなくてよい）。 

 

[A] 

名詞（単独形） 複数形（接頭辞 mir- の付加により形成される） 

1. sát mír.sat 

2. ét mí.ret 

3. stíp.tor mi.rás.tip.tor（mi.rás.tip.torの下線を引いた aは挿入母音；以下，[A], 

[B], [C] 全てにおいて挿入母音の位置の表示は省略する） 

4. ǽ.bok mí.ræ.bok 

5. tú.tu.fa mir.tú.tu.fa 

6. éd.pun.lo mi.réd.pun.lo 



7. ked.lól.ni.mus mìr.ked.lól.ni.mus 

8. op.ná.fer.bel  mì.rop.ná.fer.bel 

9. nìn.so.vék.ka.ta mir.nìn.so.vék.ka.ta 

10. æ̀m.puk.só.ga.man mi.ræ̀m.puk.só.ga.man 

 

[B]  

名詞（単独形） 指小形（接尾辞 -kの付加により形成される） 

1. sát sa.ták 

2. ét e.ták 

3. stíp.tor stip.tórk 

4. ǽ.bok æ̀.bo.kák 

5. tú.tu.fa tù.tu.fák 

6. éd.pun.lo èd.pun.lók 

7. ked.lól.ni.mus ked.lòl.ni.músk 

8. op.ná.fer.bel  op.nà.fer.bélk 

9. nìn.so.vék.ka.ta nin.so.vèk.ka.ták 

10. æ̀m.puk.só.ga.man æm.puk.so.gà.ma.nák 

 

[C] 名詞（単独形） 対比形「～しか」（接尾辞 -mkeの付加により形成される） 

1. sát  sát.am.ke 

2. ét ét.am.ke 

3. stíp.tor stíp.torm.ke 

4. ǽ.bok ǽ.bo.kam.ke 

5. tú.tu.fa tú.tu.fam.ke 

6. éd.pun.lo éd.pun.lom.ke 

7. ked.lól.ni.mus ked.lól.ni.musm.ke 

8. op.ná.fer.bel  op.ná.fer.belm.ke 

9. nìn.so.vék.ka.ta nìn.so.vék.ka.tam.ke 

10. æ̀m.puk.só.ga.man æ̀m.puk.só.ga.ma.nam.ke 

 

（５）以下の言語学用語を，例を挙げつつ簡潔に説明しなさい。 

 

（ａ） 意味と指示 (meaning and reference) 

（ｂ） 連辞関係と範列関係 (syntagmatic and paradigmatic relations) 

（ｃ） 歴史言語学における斉一原理 (uniformitarian principle) 

（ｄ） 音韻現象におけるフット (foot) 

 

【以上】 

  


