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ていう、論理学とか形式的な論理学にちょっと近いところがあっ
たかもしれない。
荒川　現在のご研究まで通じるところがありますね。
峰岸　（東京）大学で幸いだったのは、三年生の時（1977年）に、
シンタクス（syntax 統語論）の授業を言語学科の講義の中で探
したんですけれども、何とAA研から非常勤で来ておられた坂本
恭
やすゆき

章先生【カンボジア・タイ語学】がね、「クメール語（荒川注：
カンボジア語とも。記事中では統一しません）のシンタクス」を
開講なさっていたんですね、その年に。教室に行ってみると学
生が一人いる。で、先生が入ってきて三人になった。で、先生
が最初に「これはクメール語のシンタクスの授業です」って言っ
たら、一人が「間違えました」って出て行っちゃった。お互いに
困ったなということになって（笑）。もちろん続けましたけれども。
それで「音声学は履修済みでしたか？」「いや、まだやってません」
となって、一種の音韻表記をしながら先生がネイティブのふり
をして、こちらも表記法だけを頼りに言語調査するようなことを
やり始めて。授業が一年間続きましたけれども。それが私の東
南アジアの言語との出会いなんですよ。全くの偶然ですね（笑）。

タイ語との出会い
倉部　タイ語とはどのように出会われたのでしょうか？

言語学、そしてクメール語（カンボジア語）との出会い
荒川　峰岸さん、まず長年にわたる研究所でのご貢献にお礼申
し上げます。さて、AA研も府中キャンパスに移転してもう20年。
旧西ヶ原時代のAA研を記憶している所員も少なくなっていま
す。その辺りをご研究とか調査の思い出と一緒にお聞きできれ
ば。まずは研究を志されたきっかけとかは？
峰岸　「言語学らしきもの」を意識したのは中学生の終わりから
高校生ぐらいだと思う。英語、漢文、古文とか学ぶ言語が増え
ていくときに、漠として、「これって一つになんないのかな」と。
漠然と頭の中で考えてたのは、いわゆる一昔前の「機械翻訳」
ですよね。一種の中間構造を置いて、そこから英語なり中国語、
といっても漢文ですけども、それから日本語なりを今の言い方
でいうと「生成する」と。発想そのものはそのころ全く知らなかっ
たけども、チョムスキーの「標準理論」にちょっと似た形、深層
構造の代わりに自分で考えた中間構造の言語を置くわけですね。
中間言語から形態音韻論的な規則を立てて実際の形式を派生さ
せるというか、うまくいくかどうかっていうのを色々暇なときに
計算してみると。そういうことが私の好みだったんで、高校時
代は、よくわかんないけども文法というものを研究したいと思っ
て。それで言語学に入ったんです。ただ、どちらかというと「何
とか語」っていうよりは、「何とか語を離れて文法を考える」っ
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峰岸　カンボジア語を坂本先生に習っていた当時、1977～8
年、カンボジアは鎖国してたんです。先生はそれ以前に留学な
さってた。で、一年間終わったところで「どうする？　続けるか
い？」って言われて、せっかくやったんだから続けたいと言った
んですね。
　その後、当時駒場の留学生会館にいたカンボジア人の留学生
とか、その友人たちにカンボジア語を三年生の終わりぐらいか
ら習い始めたんです。ところが、そのうち入ってくるニュースが
えらいことになって。ある時留学生の一人が暗い顔をして来て、
どうも親族が行方不明になっていると。大変なことになっている
という話が色々入ってきて、これは留学も何もできたものではな
いと。そういうこともあって、大学院で修士に入った前後からタ
イ語の勉強を始めました。当時あちこち、例えば春休みに外語
大の公開講座に行ったり、三鷹のアジア・アフリカ語学院のタ
イ語講座に行ったり、アジア文化会館の留学生に教えてもらう
というような形で、タイ語の勉強を始めたんです。両方やること
になったのは、これでは留学もできないしっていうこともありま
した。

タイでクメール語を調べる
荒川　学部・大学院時代は海外に、特に東南アジアとかに行か
れたりは？
峰岸　タイ政府の奨学金をもらって、博士課程一年目（1981年）
でタイに一年間留学しました。それがちゃんとタイ語に触れた
最初ですね。
　クメール語にずっと関心を持っていて、東京で留学生と喋っ
ているうちに、留学生それぞれ発音が違うんですよ。当時は、
カンボジアってのは小さな国だしそんな大きな方言の違いは無
いと習ってたんですけど……、出身を聞いてみると大分発音が
違ってる。「君のところは“彼ら”って言い方と“鶏の砂嚢”ってい
うのは単語が一緒なんだね」って、お互いからかってた。カン
ボジア人同士は、自分たち地方によって発音が違うっていうの
はかなり意識してるってことはわかりましたし、それは気になっ
てたんですね。
　で、実際に東北タイに行くと、少数言語としてのクメール語
が残っている。標準語だと音節末音の“ｒ”は発音しないんです
けども、例えば「２」っていう単語だと、標準語だと“pii”だけで
すけれども、それが“piir”っていう風につづり字通り発音する人
たちがいて。これはスリン・クメール、タイの東北地方のスリ

ン県あたりのクメール語の方言なんです。日本に帰ってからも、
いわば音節表ですよね、声母と韻母の表を作って一音節の単語
を辞書から全部抜き出して、調査票を作ったりしました。
　それで音韻的な、内的な再建をして、今の方言分布はこうい
う風な形でできてきたということを研究論文としてまとめました。
ですから、AA研に入るまでは私が書いてるものはカンボジア語
の音韻中心です。ただ、気持ちはずっと文法にあるので、ここ
を潜り抜けないと文法までいけないなという気持ちがずっとあり
ましたね。

『日本語・カンボジア語辞典』とカンボジアへ
倉部　カンボジアに行けるようになったのはいつ頃ですか？
峰岸　1990年ですかね、（カンボジア人のための）『日本語・カ
ンボジア語辞典』。私の辞典の共著者のペン・セタリンさんって
いう人が「窮乏している国のために募金して国のために役に立て
たい」って言い出したんですけど、「お金は寄付してもすぐに無
くなるよ。結局、国を建てるのにはやはり教育が大事だ」と。そ
のためには留学だと。日本に来てもらう人に勉強してもらうため
には、日本語がわかるための辞書っていうものを作らなきゃいけ
ない。そういうことがあって、一緒に『日本語・カンボジア語辞
典』を作りました。
　できた辞書をトヨタ財団が買ってくれて、そいつをカンボジ
アに配りに行きました。その時に私も、教育省やなんかに、こう
いう辞書ができましたと配って回りに。ちょうどUNTAC（国連
カンボジア暫定行政機構）設立の後ですね。だから1992年かな。
僕自身はカンボジアにはAA研に入ってから（1986年）行くよう
になりました。
　辞書とか語彙集とか、私の業績って言ったらあれですけ
ど、出版物の中ではサンタル語のSantali Basic Lexicon with 
Grammatical Notes っていうのはガネーシュ・ムルムさんとの
共著だし、『日本語・カンボジア語辞典』はセタリンさんとの共
著なんですね。私一人では当然できないことなので、これはも
う共著にするって最初から考えていました。人から習ったんだか
ら、タイでの留学時代の調査（後述）の時に考えたように、こと
ばとその話し手を自分の研究のために搾取しないっていう。両
方のためになるような形にしたいなっていうのが私の希望です。

カンチャナブリの奥地へ
荒川　フィールドワークの思い出などは？

2022年5月13日、AA研コ
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していることにならないかっていうことについて。色々考えまし
たね。

懐かしのAA研、言語研修
荒川　AA研にご就職された当初は？
峰岸　入った時の所長が梅田博之先生です。私が所員として
入った時に、どんな研究してもいいから自由にやってくれってい
うのが、先生の当時の第一声でした。
荒川　野球の試合をしている写真が所長室から出てきたんです
けど、これは何をやっていたんですか？
峰岸　何かの時に、梶（茂樹）さん【アフリカ諸語】か、宮崎（恒
二）さん【東南アジア島嶼部・人類学】とか水島（司）さん【アジア
経済史学】とか、あの辺のスポーツの好きな人が、野球でもやら
んかって言って、やったんですよね。アジア・タイガース対ア
フリカ・ライオンズでやろうってことになって、それでグラウン
ドで野球やって。二回目の時だったかな、明治大学かどこかの
大学院生相手にやって勝ったんですよ、確か。それで水島さん
がピッチャーやって、宮崎さんがショートかな。うまいんだよね。
水島さんがすごいピッチャーなんだよ。口でああだこうだ悪口
並べ立てながら投げるんだけど、話がおかしくてバットがちゃん
と振れないわけ。「あんなオヤジに負けて悔しい」って学生が言っ
てるし、飯塚（正人）さん【イスラーム学】が「口で投げる人初め
て見た」って（笑）。水島さんってそういう人じゃない。口八丁
で。あの口で投げちゃうわけ、おかしくて打てないわけ。すごい
試合だったよね（笑）。
倉部　タイ語などの言語研修のお話も少しお伺いできますか？
峰岸　1996年に、今度タイ語研修をやりなさいと。せっかくだ
からタイ語の研修方法の開発をしようって。Macのコンピュー
タって当時ハイパーカード（HyperCard）っていう、音声と文字
と絵を同時に使えるソフトウェアが無料でついてましたから、そ
れで文字学習のシステムを作りました。ボタンをクリックすると、
正しければその発音が出るし、間違っていたらブーという、とい
うシステムを。
　実際タイ語研修でよく問題になっているのは、カンボジア語
も同じようなものですけれども、文字と発音にかなりズレがあっ
て、タイ語の場合は文字を覚えるとともに、文字と声調記号の
組み合わせで声調が変わっちゃうので、それも覚えなきゃいけ
ない。だからタイ人がタイ文字を順番に教えるとすごく時間が
かかる。日本語で言うと例えば、ひらがなの「わ」と「れ」と「ね」
と「ぬ」……、文字のどこが共通点で、どこが丸まってるとか外
に跳ねているというように違ってるか、文字の、これとこれはこ
のように違うんだという風に教えるシステムを作って、この順に
やる。するとすごく早く覚えられます。これは僕が考案したもの
じゃなくて、最初に坂本先生がカンボジア語の文字を教えると
きに紙の上でこういう教え方をやってたんですよ。ノートの上の
一行目に字が書いてあって、二行目に発音記号が書いてあるの
で、下の行を定規で隠しながら、一行目の発音を選ぶ。正しかっ
たら次の行に進むっていうやつをやって、一ページ終わったら
そのページに出てた文字は覚えられる。例えばカンボジア語の 
ក /ka/、គ /ko/、ត /ta/、ភ /po/っていう四つの文字があって、
その字の形がよく似ている部分と違っている部分があるっていう。
えらいみんな早く覚えて、当時の研修の報告書を見てもらったら

峰岸　タイにいる時、ティラパン先生という方が指導について
くださった。この先生はタイ国内外のいろんな言語の調査をよく
なさってる方でした。その先生の授業の中で、合宿の形で、学
生をフィールドに連れて行くゼミへ参加したこともあります。私
がフィールドらしいものに触れたという意味では、現地に実際
に行ったのはそれが最初と言えば最初ですね。行った先は、タ
イの西の方の『戦場にかける橋』で有名なカンチャナブリ県の県
庁所在地から北の方に100キロくらい入っていった、ジャング
ルの中ですけども、そこでまあ一週間。
　覚えていることは、東南アジアの河ってよく茶色い土で濁っ
た水で、生物化学的には非常に栄養豊かで魚も多いという環境
ですけど、ちょっと飲む気にはなれないような水。けど山の中
に行った時には、河は清流が流れていて、夜は蛍が飛んでいる
んですよ。素晴らしいなと。ただ行くときにランドクルーザーに
12人くらい乗ってたのかな？　地元の人が運転してくれて、「こ
のジャングルには虎がいるんだよ」とか言いながら入っていって、
行った先で、「もうちょっと、あと２キロ」とか言いながら川底に
乗り上げて、車が動かなくって、そこからみんなで村まで歩い
た。「さっき虎がいるって言ってたよね」って言ったら、「シーッ」
と（笑）。「言うと出るから」っていうのがどこにでもある（迷信
です）。みんな都会育ちのバンコクの人たちで、山の中行ったこ
とありません。レンジャーのいる小屋みたいなところ入っていっ
て、女性は建物の中、我々男の学生は軒下。寒いんですよ、こ
れが。私は３シーズン用の寝袋持ってたんですけれども、何し
ろ寒い。こんなに寒いと思わなかったってくらい寒い。結構標
高は高かったんだと思う。まもなく米以外の食べ物もなくなって
……、それでも、修士課程の学生ですから、みんな修士論文書
くにはそこで調査しないと単位もらえないから行くわけですけど。
　彼らと友達になって「君は何しにタイにきたの？」「少数民族
の調査がしたいと思ったんだよ」「日本にはいないの？」「いる
にはいるんだけど」って話をしたことがあります。ただ外国まで
来てそういったことをやるってことがちょっと考えさせられるも
のはありましたね。自分が外国に来てまでフィールドワークを
やって、現地の人にとって何か意味があるのか、結果的に搾取

建築中のAA研（現在の建物）。
※提供：東京外国語大学文書館

1993年4月7日、「AA
研アジア・タイガー
ス対アフリカ・ライオ
ンズ対抗試合」（下写
真中央が峰岸さん）。
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わかると思うけど、すごく好評でした。

「新しいAA研」を作る
荒川　AA研は2002年に府中に移転しています。東京外国語大
学文書館から「建築中のAA研」という貴重な写真を提供してい
ただきました。
峰 岸　カッコいいね。正直、円環の通路から見てあんなに
カッコよくなるというのは僕も全く想像がつかなかったです。
Illustrator買って、（8階分の平面図をレイヤーにして重ねて）
概念設計をしました。概念構想と言っても素人がやることで
……、でも（設計に関与した）僕の気持ちとしては言語学と一緒
で、理論の予測通りに実際の文が実現するように、理念ってい
うのは具体的な建物の形にならないといけない。
　AA研には情報化っていうことと、共同研究をやりやすくする
こと。その二つを軸に持ってくる。そうすると、物理的にここに
インターネットの回線ひくってなると、（サーバーは）どこにあっ
てもいいっていうものじゃなくて、その時は芝野（耕司）さん【情
報処理学】に聞いたんだけれども、建物の中央部分に持ってこな
いと回線が端の方まで届かないって。で、物理的なケーブルだ
から、そうすると4階か5階で必然的に置かれちゃうわけだ。後
は、下の方は所員以外の人たちが来るスペースだから、会議室
はどうしても2、3階になりますよと。で、共同の研究、これか
ら新しいスタイルの研究をするんだっていう考えが今の（大部
門）企画作業室が南側の一番いいところに。それまでの研究は個
人研究室が主体だったところを、（言語、歴史・地域研究、人類
学の三分野を想定した）三つの大部門企画作業室を作った。そ
れはみんなで来て、集まれるようなネットワークプリンタもある
し、南側のいいところを充てたわけ。
荒川　なるほど。心臓部を先に、本当に物理的に建物の中心に
置くという発想でこの建物ができたのですね。
峰岸　僕も本当に、建物だけじゃなくて、理論的な物ってい
うのは、実証されないと意味がないと思ってる。だから共同研
究っていうのは、理念は美しいけど、建物はそれを表現しないと、
建物の形で。
　共同研究に見合った建物が設計できたってのは、僕はすごく
幸運だったと思うし、表現がどこまで伝わるかはわからないけど。
概念のレベルで止まってては、やっぱりいけない。みんなが共
同研究が大事だって言うんだったら、共同研究しやすい建物に
しないと。ある人に「君が何（※予算請求の書類）書いたってAA

研は変わらないんだから」って言われたけど、こうやって20年
たったら随分変わりましたよね。みんな共同研究を自然に受け
入れてるし。どういう研究を構想するかってことが、建物で表
現できたらすごく嬉しいなと思ってる。

辞書でアウトリーチ
倉部　カンボジアで日本語教育が盛んではなかった1990年代
に『日本語・カンボジア語辞典』を刊行され、現在に至るカンボ
ジアの日本語教育に大きく貢献されているお話にとくに感銘を
受けました。
峰岸　本当に驚いたことがありまして。辞書ができて30年経っ
ているんですけど……、中国の人に聞いたんだけども、あると
き留学生の集まりで、日本に来て六ヶ月も経たないカンボジア
人の子にすごく日本語が上手い人がいたって。「どうやって日本
語覚えたんですか？」って聞いたら、「こういう辞書があるんで
す」って、宝物みたいにコピーを出した。元の本（例の辞典）のね。
これの例文を全部覚えたんですって。僕はその時になんにしろ

「てにをは」が分かるような例文、ちゃんと助詞が分かるような
例文を、相手（学習者）の母語は孤立語だから、たくさん作って。
日本語覚える時に大事なのは、助詞とか文法が短い例文の中で
習得できるってことだと思うんですよ。単語は国際交流基金が
選んだ単語が6000とか7000語とかありますよね。そいつに
できる限りの例文をつけました。すると、大したもんで丸暗記
する学生がいるんだよね。そうやって勉強すると、目覚ましい
進歩で、日本に来ても目立つくらいに日本語ができたと。そう
いう優秀な人たちはどこの国にもいるから、作ってよかったなと
本当に思いました。作ってから25年後。もう30年近く経って
からその話を聞いて本当によかったなと思います。向こうにとっ
ても何かいいことがないと、一緒にやっていくのに。そういう形
で何か恩返ししたいなと思います。
倉部　ご研究を通じて、日本とカンボジアの学術交流にも大き
く貢献されているのですね。
峰岸　今、人文系の研究に限らず、日本は金がなくなってるん
だけど、人間金がない時の方がいい仕事できるよ。自分の腕一
本で勝負できるからね。僕が望むことって言ったら、梅田所長
に言われたことで、自由にやってくれと。もうそれで十分だと思
う。なるべく自分たちの興味と良心に従って皆さんが好きにやっ
てもらうのが、ね。AA研はいいところだよ。どうも。
荒川・倉部　本日はどうもありがとうございました。  

2022年3月10日、
AA研での最終講演
後、倉部所員から
花束の贈呈。


