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Abstract:
The languages in the Oti-Volta branch of Gur show different stages of noun class degradation and
renovation reaching from full fledges noun class systems affecting syntactic functions like
subject/object pronouns, determiners and qualifiers to reduced systems with respect to concords and
the number of noun classes. The paper will first give an overview of stages of degradation, namely
reduction of concord marking, reductions and erosions of noun class suffix marking. On the other hand,
there are cases of renovation of noun class systems though the introduction of noun class proclitics
and in a later stage prefixes.
The main part of the paper will be devoted to some remnant classes in Oti-Volta. The remnant classes
treated are class 3 / 4, class 19 and class 20, this latter being specific in Oti-Volta.
Class 3 has disappeared in most Western Oti-Volta languages. The problem with class 4 is its frequent
merger with class 10.
Class 19 (cognate to Benue-Congo *pi) is present in Western and Eastern Oti-Volta as well as in Buli.
Class 20 is as a remnant present in Western, Eastern Oti-Volta languages, in Yom, in Buli and in Gurma.

Where class 3 is still present it will contain as typical elements the names for elongated objects. This
class has become in Moba the regular class for verbal noun derivation.
Class 19 contains on the one hand animals and insects and on the other hand functions as singulative
of mass nouns.
Class 20 has been taken often as a diminutive class. It is argued here that the innovation of class 20
has come through grammaticalization of the word for ‘thing’. This and its derivations are the only
members of class 20 in Gangam and Yom/Nawdm.

「グル系オートボルタ諸語における残存名詞クラス—劣化と革新に焦点を当てて」
日時：2015年4月16日（木）、15:00 –17:00
場所：京都大学稲盛記念館 3 階、中会議室
講師：Manfred von Roncador 博士
西アフリカのグル系オートボルタ諸語には、名詞のクラスに関して、主語・目的語代名詞
と動詞との文法的一致など、完全な形での名詞クラスを持つ言語から、文法的機能をほとん
ど持たない言語や形態論的に接辞マーカーを持たないものまで、様々なタイプのものがあ
る。本発表では、まず劣化段階にあるタイプの言語、特に文法的一致を示さない言語や接尾
辞による形態的マーカーの崩れたタイプの言語を包括的に示す。また一方で、接語—そして
これは後に接辞に発展—によって名詞クラスを表すなど革新的な言語もある。
発表の主たる部分は、バンツー諸語などに見られるクラス 3/4 と 19 および 20 の残存的名
詞クラスに関する議論である。クラス 3 は大部分の西部オートボルタ諸語では消滅した。そ
の複数形のクラス 4 はしばしばクラス 10 と融合を起こす。
クラス 19（ベヌエ＝コンゴの*pi に対応）は東西オートボルタ諸語とブリ語では存在する。
クラス 20 は東西オートボルタ諸語とヨム語、ブリ語、グルマ語では痕跡的に存在する。ク
ラス 3 を保っている言語では、それは特徴的に形の長いものを示す名詞を含む。クラス 3 は
モバ語では動詞の不定形を示すようになっている。クラス 19 は言語によって、動物や昆虫
を示したり、また物質名詞の単一形を示したりする。クラス 20 はしばしば縮小形クラスで
あるとされてきた。本発表ではクラス 20 は「物」の文法化によって生じたことを示す。ガ
ンガム語およびヨム語・ナウドム語では、「物」と「物」からの派生語が唯一の所属語彙と
なっている。

