分詞・動名詞

Lesson 11

●能動分詞と受動分詞

●動名詞

アラビア語には、能動分詞 「～する（もの）」と受動分詞 「～される（もの）」という２つの
分詞があります。これらは動詞派生の名詞（形容詞）であり、動詞のパターン（第～形）
に従って規則的に作られます。第２～１０形では、各未完了形から人称を表す接頭辞を
取り、代わりに mu- を付加の上、語末を３段変化にすると、分詞形が得られます。

動名詞 「～すること」 も、分詞と同様、動詞派生の名詞です。
第１形の動名詞は、動詞によって異なるため、個々におぼえるしかありませんが、
第２～１０形の動名詞には、決まったパターンがあります。
以下の表を参照してください （命令形も合わせて掲載しました）。

能動分詞
第１形
第２形
第３形
第４形
第５形
第６形
第７形
第８形
第９形
第１０形

اع ٌل
ِ َف
ُم َف ِّع ٌل
اع ٌل
ِ ُم َف
ُم ْف ِع ٌل
ُم َت َف ِّع ٌل
اع ٌل
ِ ُم َت َف
ُم ْن َف ِع ٌل
ُم ْف َت ِع ٌل
ُم ْف َع ٌّل
مُسْ َت ْف ِع ٌل

受動分詞

fāʿilun
mufaʿʿilun
mufāʿilun
mufʿilun
mutafaʿʿilun
mutafāʿilun
munfaʿilun
muftaʿilun

َم ْفعُو ٌل
ُم َف َّع ٌل
اع ٌل
َ ُم َف
ُم ْف َع ٌل
ُم َت َف َّع ٌل
اع ٌل
َ ُم َت َف
ُم ْن َف َع ٌل
ُم ْف َت َع ٌل

動名詞

mafʿūlun

第１形

mufaʿʿalun

第２形

mufāʿalun

第３形

mufʿalun

第４形

mutafaʿʿalun

第５形

mutafāʿalun

第６形

munfaʿalun

第７形

muftaʿalun

第８形

mufʿallun
mustafʿilun

第９形

مُسْ َت ْف َع ٌل

mustafʿalun

①名詞、②形容詞、③動詞（現在の状態・近未来・完了）として用いられます。

ٌ ِه َُو َطال
.ب
② .ر
ٌ ه َُو ُم َم ِّث ٌل َما ِه
③
ٌ ِه َُو َجال
.س

.ِه َي َم ْن ُدو َب ٌة
彼は上手い俳優だ。 ٌ
.ِه َي ُم َم ِّثلَ ٌة َمعْ رُو َفة
（技術をもつ）
私は座っている。
.ِه َي َم ْوجُودَ ةٌ ُه َنا
（座る）
彼は学生だ。
（求める）

動詞によって異なる

َت ْف ِعي ٌل
ُم َفا َعلَ ٌة
إِ ْف َعا ٌل
َت َف ُّع ٌل
َت َفا ُع ٌل
ِا ْن ِف َعا ٌل
ِا ْف ِت َعا ٌل
ِا ْف ِع ََل ٌل
ِاسْ ِت ْف َعا ٌل

tafʿīlun
mufāʿalatun
ʾifʿālun
tafaʿʿulun
tafāʿulun
ʾinfiʿālun
ʾiftiʿālun
ʾifʿilālun
ʾistifʿālun

 ا ُ ْف ُع ْل،  ِا ْف ِع ْل، ِا ْف َع ْل
faʿʿil
َف ِّع ْل
fāʿil
اع ْل
ِ َف
ʾafʿil
أَ ْف ِع ْل
tafaʿʿal
َت َف َّع ْل
tafāʿal
َت َفا َع ْل
ʾinfaʿil
ِا ْن َف ِع ْل
ʾiftaʿil
ِا ْف َت ِع ْل
ʾifʿalil
ِا ْف َعلِ ْل
ʾistafʿil
ِاسْ َت ْف ِع ْل

※ 第７～１０形の動名詞・第１、７～１０形の命令形の語頭のハムザは、
結ぶハムザです。

●能動分詞・受動分詞の用法
①

第１０形

命令形

彼女は代理人だ。
（代理に任命される）
彼女は有名な女優だ。
（知られる）
彼女はここにいる。
（見出される）

●動名詞の用法
アラビア語の動名詞は、不定・限定のどちらでも用いられ、定冠詞も付けられます。
動名詞の意味上の主語や目的語は、代名詞接尾形やイダーファで表します。
意味上の主語・目的語がいずれか一つの場合は、これを属格にします。
主語・目的語が両方あれば、主語を属格に、目的語を対格か li- 前置詞句とします。

 ُم َشا َهدَ ةُ ْٱل َمسْ َر ِح َّي ِة芝居を見ること

ك لِي
َ  دَ عْ َو ُتあなたが私を招待すること

