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カムチベット語康定・新都橋 [Rangakha]方言の音声分析
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Tibetan Rangakha dialect is one of Khams Tibetan, spoken in Xinduqiao town, Kangding County,
Ganzi Prefecture, Sichuan. Dialects spoken in this area are traditionally called “Minyag Tibetan,”
which is a part of the subgroups of Khams Tibetan. This article treats phonetic and dialectological
characteristics of Rangakha dialect. As a result, this dialect is characterised with the existence of
the uvular plosive, uvular nasal and /r/ as a glide, the tendency of the omission of the final nasal
and the lengthened vowel, and the two-tone system. At the end of this article, a wordlist (ca. 2000
words) of Rangakha Tibetan is provided.
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1. はじめに

本稿では、四川省甘孜藏族自治州康定県新都橋鎮（かつての東俄洛郷で、同郷と營官区の行
政単位が統合して改称）で用いられるカムチベット語 Rangakha（新都橋/東俄洛）方言の音声
分析を行い、それに基づいて方言上の特徴づけを行う。末尾に語彙リストを付す。

1.1. ムニャ地域と分布言語
四川省甘孜藏族自治州東部、康定県を中心に南北に広がる地域は、チベット人の言う伝統的

な地域区分で「ムニャ」（漢字表記「木雅」、チベット文語形式 mi nyag）と呼ばれている。よ
り具体的に範囲を述べると、東は康定県大渡河西岸、西は雅江県雅龍石江東岸、北は道孚県八美
鎮周辺、南は九龍県をおおよそ包括する地域をさす。その経済的中心、交通の要所は康定県県
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城炉城鎮（チベット名ダルツェンド dar rtse mdo、音訳漢字表記「打箭爐」）であり、歴史的に
は明正土司1の領域に属し、チベット文化圏と漢文化圏の交わる地域で、諸民族の交流の要所
でもあった2。
言語面を見ると、ムニャ地域にはチベット語のほかにムニャ語、リュズ語などいわゆる川

西走廊諸語もまた分布している。この地域のチベット語は、かつて中国側の少数民族言語調
査で調査され、「木雅」の方言名で知られている（瞿靄堂 (1991)など）3。ムニャ地域の少数言
語の分布の変遷は非常に早く、かつてムニャ語が分布していたが今ではカムチベット語が話
されるようになっている地域があり（楊嘉銘等 1994:127）、またそのことに触れる文献を池田
(2003:108-109) も紹介している。現在のチベット語方言の分布に目を向けると、ダルツェン
ドではほぼ土着のカムチベット語すなわちムニャ方言群に分類される方言は話されなくなっ
ていて、その周辺部から西部にかけて分布する。折多山以西、新都橋鎮から南部にはチベット
語とともにムニャ語、リュズ語が分布する。それ以外の地域には、おおよそカムチベット語ム
ニャ方言群が分布しているが、特に塔公郷周辺の牧畜地域にはアムドチベット語牧民方言（よ
り正確な下位区分ではギャロン周縁部の牧民方言）が話されている。
カムチベット語ムニャ方言群とは、格桑居冕 (1985)の分類する「中路次方言」に相当する。

瞿靄堂・金效静 (1981)の方言区分には明確に現れていないため、いずれの方言群に属するの
か明確でない。筆者の調査によって、ムニャ方言群は格桑居冕 (1985)などのいう「北路次方
言」（Derge（徳格）方言が代表変種）や「南路次方言」（mBathang（巴塘）方言が代表変種）
とは音声・語彙方面で異なる方言特徴をもっていることから、カムチベット語の中で大きな下
位区分の１つをなすと考えている（鈴木 2006b）。
個別にムニャ方言群を扱う先行研究として最も詳しいのは、Migot (1957) の２種類の

Dartsendo（康定）方言についてであるが、蔵文と口語形式の対応という観点から記述されて
いる。ほかに筆者の Lhagang（塔公）方言の簡潔な報告（鈴木 2006a）もある。ただし上に述
べたように、中国側のチベット語方言研究に部分的に「木雅」と呼ばれる名称で用いられて
いる形式が、本稿で扱う対象言語と極めて近い関係にあると推測されるほか、「雅江」と言及
される方言もおそらくムニャ方言群の下位方言であろう。また、Giraudeau & Goré (1956)や
Kraft & Hu (1998)の一部の記述がダルツェンドのチベット語の影響を受けていると見られる。
本稿で扱う Rangakha方言が用いられる地域は、折多山以西における交通の要所で、東西南

北に主要交通路が通じている。本稿では、新都橋鎮東俄洛村で話される方言を対象に分析す
る。東俄洛村は康定、塔公、雅江へ通じる道の分岐点に位置する。

1.2. 本稿の構成
本稿の構成は、先に Rangakha方言の音素体系を紹介した後、声調・母音・子音の順で具体

例を挙げつつ考察を加える。
本稿で分析する言語資料は筆者の現地調査による一次資料に基づき、口語形式を対象と

し、文語読書音は含めないよう配慮した4。主な調査協力者はダワ・タシ [Zla-ba bKra-shis]さ
ん（男性）で、新都橋鎮東俄洛村出身である。調査は 2004年８月と 2005年８月、成都市で
行った。

1 明正土司は清代の名称で、別名「長河西魚通寧遠宣慰使司」といい、以前からあった長河西、魚通、寧遠の
３地域を統括している。また、明正土司は「ギャロン 18土司」の１つに数えられ、歴史上ギャロン地域に
入っていたという見方がある（楊嘉銘 2005）。ただし現在、ムニャとギャロンはアイデンティティーとして
別のものととらえられている。

2 明代に、この地域一帯をさす「長河西」という地域のチベット語名が蔵文 mi nyag rab sgang sa chaのよう
に「ムニャ」の呼称をもって呼ばれていたことが、丙種本《西番館譯語》に記録されている。本来このチ
ベット名は大渡河と雅龍石江の間をさす名称である。なお、この文献については西田 (1963)を参照。

3 ただし方言研究上、厳密に言うと「木雅」の名称でどの郷、村落の方言を示しているのか不明である。
4 この点について、調査において十分な注意を払っているとはいえ、調査協力者は学校教育（寺院における僧
の教育ではない）によって、高いチベット文語運用能力を身につけているため、調査時に口語としてあまり
用いない語を文語読書音で答えた可能性は、完全には否定できない。
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2. Rangakha方言の音体系

ここではまず Rangakha方言の音体系全体について、超分節音、母音、子音、音節構造の順
に紹介する。

2.1. 超分節音
声調で２種が認められる。

¯：高 ：́低

2.2. 母音
長短および鼻母音/非鼻母音の対立も存在する。

i W u
e @ 8 o
　 E 　 O

　　 a A

2.3. 子音
子音連続の構成要素としてのみ現れるものも含めた一覧

両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh qh

無声無気 p t ú k q P

有声 b d ã g å

破擦音 無声有気 tsh tCh

無声無気 ts tC
有声 dz dý

摩擦音 無声有気 sh Ch

無声無気 F s ù C x h
有声 z ý , H

鼻音 有声 m n ő N ð

無声 m
˚

n
˚

ő̊ N̊

流音 有声 l r
無声 l

˚半母音 有声 w j

2.4. 音節構造
音節構造の設定は、鈴木 (2005)を参照して以下のように記述できる。

CCiGVC

このうち Ci（主子音）と V（音節核の母音）が必須である。

3. 超分節音

Rangakha方言で弁別的な超分節音素は、ピッチの高低による声調の対立で、高声調と低声
調の２種に分かれる。それらは語単位でかかる。
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声調の音声学的な弁別特徴は、語頭におけるピッチの高低のみであり、語末では一律にピッ
チが下降する。この下降は言い切り形（引用形式）に顕著に確認できるが、文中では明確に現
れない場合がある。この特徴は、語義弁別には影響を与えない。文の調子すなわちイントネー
ションの類と考えられる。
以下に、語の音節別の調値を５段階で表示しつつ、簡略音声表記を添えた例をあげる。

高声調 低声調
１音節語 ¯m@「人」 ´rÃ「銅」

[m@42] [õÃ13]
２音節語 n̄A: wo「森」 ´ői ma「太陽」

[nA:44wo42] [ői13 ma42]
３音節語 k̄ha őẽ: ba「さきおととい」 ´r@̃ mbo tChe「宝石」

[kha55őẽ:55ba53] [r@̃13mbo44tChe42]

初頭子音によって、若干具体的な調値に異なりがあるが、弁別的ではない。その差異を簡潔
に述べると、高声調で単子音の場合は有声音は [44]程度、そうでない場合は [55]程度の高さで
始まる。子音連続を構成している場合（わたり音含まず）はいずれも [55] 程度の高さで始ま
る。低声調の場合は有声音ならば [13]程度、そうでない場合は [24]程度の上昇形を見せる。た
だしいずれの場合も１音節語では下降する。

4. 母音

母音には長短および鼻母音/非鼻母音の区別が確認され、弁別的であると考える。

4.1. 非鼻母音
以下に母音の長短に着目して具体例を掲げる。
/8/は確認されない。

通常母音例　　　　　　 長母音例
i ´ői ma 太陽 t̄Ci: 小便
e ¯me 火 ¯hse: 金
E ´thE pa 旱魃 C̄a HőE: 肌
a k̄ha wa 雪 ¯ma: バター
A ¯hke rA ベルト ´lA: pa 手
O l̄O pa 空気 ¯HjO: 包む
o ´to ko 洞窟 ´po: チベット人
u ¯m

˚
u pa 霧 N̄u: 銀

W t̄ChW 水 ¯hn
˚

W: ガソリン
@ r̄@ 山 ¯Hã@: み年

/@/に末尾子音が伴わない場合、自由変異音に [I]（十分な平唇の緊張を伴わない半狭 [e]より
やや奥より高めの調音位置）が現れる例がある。

4.2. 鼻母音
以下に母音の長短に着目して具体例を掲げる。
/8/はただ１例のみ鼻母音として確認される5。

5 これは Rangakha方言に固有の母音音素ではない可能性が高い。
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鼻母音例　　　　　　 長母音例
i ú̄rı̃ 雲 z̄ı̃: 瑪瑙
e s̄ẽ mo 爪 k̄ha őẽ: おととい
E ´ő̊tChẼ kho 脇 ¯m

˚
Ẽ: ba 医者

a ¯Fsã re: 竹笛 ¯n
˚thã: 端

A q̄Ã kho: 窓 ´HgÃ: わな
O ´nÕ ma 葉 ¯mi nÕ: mo 嫌な
o ¯N̊khu n

˚
õ ふいご ´Hdõ: ra 庭

u s̄ũ tChW 30 ¯n
˚tshũ: 集める

W s̄W̃ nde 運
@ t̄s@̃ 計算する ¯n

˚th@̃: 適合する
8 ´p8̃n bo ボン教

鼻母音が現れる音節が開音節で語末に来るいくつかの例では鼻音要素が脱落することがあ
り、この脱落の条件は現段階では不明である。たとえば t̄ChãN n

˚tsha:「ぬかずく」などの鼻母
音＋音節末鼻音の形式は、末鼻音が明瞭に調音されて発音に現れる場合と、末鼻音が脱落する
ことも起こりうる（すなわち鼻母音のみで開音節になりうる）不安定なものである。

5. 子音

子音は、単子音および子音連続に分けて具体例を挙げつつ考察する。

5.1. 単子音
単子音の具体例は、可能な限り２例ずつ挙げる。

5.1.1. 閉鎖音・破擦音
Rangakha 方言には口蓋垂閉鎖音の系列が存在するが、/å/については単子音として存在し

ない。

例語 語義 例語 語義
ph p̄hAP ぶた p̄ho wa 胃
p p̄E: ma はすの花 ´po mo: ひざ
b ´bõ mbo 太い d̄ýa ´tChe bo 幅広い
th t̄hA: ri: 遠い t̄hõ thõ 短い
t t̄oN 熊 `tA:P 虎
d ´da Ha 月 ´di ba ra tsa さそり
úh ú̄hõ 鋼 ú̄hA: 血
ú ´úõ khu 狼 ´úi: ラバ
ã ´ãu ku ボタン ´ãu ku ボタン
kh k̄hõ ba 家 ´khE: ma 牛
k k̄õ tCi すずめ ´ko sa 地位
g ḡo: 震える ḡE: po 老人
qh ´qhA ta カラス ´qhA mo 渋い
q q̄Ã kho: 窓 ´qa 隠れる
P P̄o úo: 喉 P̄a ma 母
tsh t̄sha 塩 t̄shi: 脂肪油
ts t̄sũm 閉じる t̄sã mba ツァンパ
dz ´dze mo ¯HdýA: けんかする d̄z@ wo 牧人
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tCh t̄Ch@ 犬 t̄Che 大きい
tC t̄Ce: po 涼しい ´tCa 茶
dý ´dýW n

˚tshE: 原因 ´dýa Ho もみあげ

そり舌閉鎖音/úh, ú, ã/の実際の音価には、特に有気音については閉鎖とともに微弱な摩擦の
要素も含み、たとえば [úùh]のようになって破擦のように聞こえる場合があるが、これが歯茎
や前部硬口蓋の破擦性とは明らかに異なっている6ため、二次的な音声学上の現象であるとと
らえる。

5.1.2. 摩擦音
Rangakha方言は歯茎、前部硬口蓋の摩擦音に有気、無気、有声の３系列を有する。軟口蓋、

声門の摩擦音は無声、有声の２系列が、両唇、そり舌の摩擦音は無声音のみが存在する。/ù/は
ただ１例のみ確認される。/,/も１例が確認される7。

例語 語義 例語 語義
F F̄u tsa とうがらし ¯htCı̃ Fo 曼荼羅
sh s̄ha: ma 硬い s̄hi pE: 綿
s s̄a 地 s̄o: 命
z z̄ı̃: めのう ´za mba 橋
ù k̄õ ùu 靴下
Ch C̄hWP po 裕福な C̄h@ pa 毛布
C C̄A wa 鹿 C̄ã: 錫
ý ´ýa 帽子 ´ýa őẽ 鉛
x x̄Ã ´zo N̊khE: 靴屋 x̄u xuj 回族
, ´úo ,o ´pi sa 錐
h h̄a ko 理解する h̄a jÃ アルミ
H H̄õ: 耳の聞こえない ´da Ha 月

5.1.3. 共鳴音
Rangakha方言の共鳴音は、/ð/, /r/および半母音を除いて有声と無声の２系列が存在する。
/r/の実際の音価には代表的なものとして [õ, R, ô, ü]など複数ある。/ð/はただ１例のみ確認さ

れる。

例語 語義 例語 語義
m ¯m@ 人 ¯me 火
m
˚

¯m
˚

e Ha あざ ¯m
˚

u pa 霧
n n̄A: wo 森 ´nÕ ma 葉
n
˚

n̄
˚

a tChW 鼻水 n̄
˚

a khõ 鼻の穴
ő ő̄a 魚 ő̄e 近所
ő̊ ¯̊őı̃: 心臓 ¯̊őõ: mo 軽い
N ´NaN ba がちょう N̄u: 銀
N̊ ¯̊Na mo 朝 ¯̊Nã tCa 朝食
ð ð̄A: 派遣する

6 破擦音とする音素の音声実態には、十分な摩擦音成分が含まれており、[ts]や [tťC]のように表せるが、そり
舌音については [úù]と書き表すには摩擦音成分が弱い。

7 語中で先行音節が開音節の場合、/k/が [,]となる例が複数ある。/,/は [,]以外の変異があまり見られないも
のに用いる。

136



鈴木博之：カムチベット語康定・新都橋 [Rangakha]方言の音声分析

l ´lo toP 穀物 l̄a 尾根
l
˚

l̄
˚
oP úa 学校 l̄

˚
a khõ 寺

r ´rW pa 骨 r̄@ 山
j j̄u: ジャスパー ´ji ke 文字
w ¯wa きつね ´zo: wa 鎌

5.2. 子音連続
ここでは、Babzo方言における子音連続を主子音 Ci に先行する要素によって大まかに分類

して述べ、ついでわたり音 Gを含むもの、および３子音連続について述べる。

5.2.1. 前鼻音
前鼻音は、その後続子音が有声音、無声有気音、無声無気音の順に分けて例を挙げる。最後

の無声無気音と組み合わさる前鼻音は、他に比べ例が少なく、例によっては前鼻音が前気音と
交替することがある。

有声音に先行する場合
mb : ¯mbW　虫
nd : ´ndo po　醜い
ïã : ´ïãã mba　ほほ
Ng : ¯Ngo　頭
ðå : ´ðåA:　邪魔する
ndz : ´ndzW: kW　指
ődý : ¯ődýa:　虹
nl : s̄ho: nle　のこぎり

無声有気音に先行する場合
m
˚ph : ¯m

˚pha ra　ジャッカル
n
˚th : ¯n

˚thõ　高い
ï̊úh : ¯ï̊úhe:　横の
N̊kh : ¯N̊khE: ma　腎臓
n
˚tsh : ¯n

˚tshe ma　双子
ő̊tCh : ¯ő̊tChW̃　唇
n
˚sh : ¯n

˚shẽ:　混ぜる
ő̊Ch : ´lAP ő̊Ch@　毛皮ジャケット
m
˚tCh : ´Hdõ m

˚tChW　 70

無声無気音に先行する場合
m
˚p : ¯m

˚pu:　刺す
n
˚t : ¯n

˚te:　追いかける
ï̊ú : ¯ï̊úẽ ka　適切な
n
˚ts : ´pu: mu ¯n

˚tsu:　ひざまずく
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5.2.2. 前気音
前気音は、その有声性が後続子音と一致する。

hp : ¯hpõ:　草原
ht : ¯hta　馬
hú : ¯húa　髪
hk : ¯hkõ mba　足
hq : hqA:　邪魔させる
hts : ¯htsa wa　草
htC : ¯htCA:　鉄
hs : ¯hse:　金
hù : ¯hùE:　裂く
hCh : ¯hCh@ la　外側
hC : ¯hCo: pa　羽
hn
˚

: ¯hn
˚

a　鼻
hl
˚

: ¯hl
˚
AP　はやぶさ

Hb : ´Hba lã　波
Hd : ´Hdõ pu　幹
Hã : ¯Hãõ:　羽毛
Hg : ¯HgoP　鷹
Hdz : ´Hdza mo　がけ
Hdý : ¯Hdýa:　背
Hz : ¯Hzẽ　豹
Hý : ´Hý@　４
Hm : ¯Hma Hma　低い
Hn : ¯Hna　耳
Hő : ¯Hői: pa　ひづめ
HN : ¯HNu: tChW　汗
Hl : ¯HlE: pa　脳
Hr : P̄a Hra　土ねずみ
Hj : ¯Hjar kha　夏

5.2.3. 先行子音が口腔内調音子音（声門閉鎖含む）
先行子音が声門閉鎖含む口腔内調音子音となる例は複数のタイプがあるが、先行子音が両唇

音となるものが比較的多いほかは、少数例にのみ確認される。

先行子音が両唇音のもの
ptC : ´ptCa　鶏
Ft : ¯FtA:　検査する
Fú : ´Fúe wa　忙しい
Fk : ¯FkAN Ngo ´Ce:　禁止する
Fq : ¯FqA:　かぶせる
Fts : ¯Ftsu:　挿入する
FtCh : ¯FtCHAN n

˚tsha:　拝む
FtC : ¯FtCW　 10
Fs : ¯FsW　迎える
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wdý : ¯wdýE:　８
wý : ¯FtCu: wýe　 14
wl : ¯wla Ca　太もも

先行子音がそり舌音のもの
rt : ¯ő̊tCho rte:　白塔
rkh : ´me rkho:　電車
rg : t̄AP rga　胡桃

先行子音が軟口蓋音のもの
kú : ´kúõ mba　町

先行子音が声門閉鎖音のもの
ĳő : ´ĳőE: Ci:　くびき
ĳN : ĳ̄Nõ le:　シャツ

5.2.4. わたり音を含むもの
わたり音には w, j, rが存在する。それぞれ少数例のみに確認される。

rw : ´rwe:　コート
Cj : ¯hpu: Cje:　琥珀
úhr : ´lam ú̄hri:　道案内する
úr : ú̄rı̃　雲

5.2.5. ３子音連続
Rangakha方言でもっとも複雑な初頭子音の形式である。確認される例は少ない。

N̊khr : ¯N̊khri: pa　胆嚢
húr : ´ndzW húri:　指輪
wãr : ¯wãri:　蛇

6. 蔵文と口語形式の対応関係

チベット文語（蔵文）形式と口語形式の対応関係を探ることは、チベット語方言の特徴を分
析する伝統的な手法であり、先行研究から一定の注目すべき対応関係の傾向が示されている。
ここでは、Rangakha方言の特徴を初頭子音と母音＋音節末形式および声調の３つに分けて

述べる。また、蔵文と対応関係を見出しにくいいくつかの口語形式について、最後に述べる。
なお、調査した語彙の中ですべての蔵文形式に対応する口語形式が現れているとは限らない。
調査自体が口語形式の記録を目的としているのであって、文語読書音の形式を採集しているわ
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けではないことを断っておく。

6.1. 初頭子音
初頭子音の形式は、蔵文に比べ Rangakha方言は単純である。先行研究で注目されるいくつ

かの対応関係に着目して述べていく。

6.1.1. 閉鎖・破擦・摩擦音の有声性
閉鎖・破擦音について、蔵文で基字に先行する子音がない有声音字 g, j, d, b8およびそれに

足字 y, rを伴うものは、語頭においてそれぞれの調音点の無声音に対応し、頭字もしくは前接
字がある場合は一律に有声音が対応する。この対応関係は広くカムチベット語にみられる関
係と同じである。語中の場合は場合によって有声音が現れ、また無声音が現れることもある。
後者の場合、口語形式から説明を与えるのは難しいが、蔵文形式を参照するならば、先行音節
末に閉鎖音 g, d, bがある場合に対応することが多い。
摩擦音について、有声音字 z, zhは、上述の閉鎖・破擦音と異なって、基字に先行する子音
があってもなくても原則有声音が現れる。たとえば´ýa「帽子」(zhwa)、´Hý@「４」(bzhi)、´Hza
ma「ごはん」(za ma)、̄ Hzẽ「豹」(gzig)などのようである。一方、無声音字 s, shにはそれぞれ
無声無気音が対応し、無声有気音は異なる形式に対応して現れることに特徴づけられる。この
意味で Rangakha方言は Derge方言や mBathang方言とは異なる対応関係を有している9。有
気摩擦音は s̄ha: mo「硬い」(sra mo)や C̄hWP po「裕福な」(phyug po)のような対応を見せる。

6.1.2. 蔵文 Py対応形式
蔵文 Pyは、p, ph, bに足字 yを伴う形式を含む対応形式についていう。
Rangakha方言の対応形式には大きくは２通りあって、前部硬口蓋破擦音のものと前部硬口
蓋摩擦音のものである。それぞれ具体例を挙げる。

1. 前部硬口蓋破擦音に対応する例
´tCe ma「砂」(bye ma)、´ptCa「鶏、鳥」(bya)、´htC@ rW「珊瑚」(byi ru)、¯htCiP ka「春」
(dpyid ka)など

2. 前部硬口蓋摩擦音に対応する例
´Ca úhuP「ひよこ」(bya phrug)、´Ce wa「百万」(bye ma)、 C̄he「開ける」(phye)、 C̄hWP

po「裕福な」(phyug po)など

蔵文 bya のように、同一形態素が異なる語で前部硬口蓋破擦音と前部硬口蓋摩擦音の両方
に対応する例が見受けられる。多くは蔵文 py, byには前部硬口蓋破擦音が、蔵文 phyには前
部硬口蓋摩擦音に対応する傾向を見せる。
ただし蔵文 dbyには/Hj/が対応する。たとえば¯Hjar kha「夏」(dbyar kha)、¯HjÃ tCı̃「ヤンジン

（人名）」(dbyangs can)など。
また、少数の語でそり舌音に対応するものがある。たとえば、「狼」´úõ khu（蔵文 spyang

khu）など。

6.1.3. 蔵文 Ky対応形式
蔵文 Kyは、k, kh, gに足字 yを伴う形式を含む全ての対応形式についていう。
Rangakha方言の対応形式は、基本的に前部硬口蓋破擦音である。そして蔵文 c, ch, jの対応

形式と調音点が合流している。
蔵文 Ky対応形式の例としては、 t̄Ch@「犬」(khyi)、¯Hdýa「漢族」(rgya)、 t̄Ca tCa「灰色の」

8 有声音字としては dzも含まれるが、dzではじまる蔵文形式に対応する口語形式は得られていない。
9 たとえば「土」(sa)は Rangakha方言 s̄a、mBathang方言`sha、「金」(gser)は Rangakha方言 h̄se:、mBathang
方言 h̄se:などのようである。
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(skya skya)などがあり、蔵文 c類の対応形式の t̄ChW「水」(chu)、´tCa「茶」(ja)、¯htCi:「１」
(gcig)といった例と、調音点の面で一致する。

6.1.4. 蔵文足字 r対応形式
蔵文に足字 rを伴う形式の一般的な対応関係はそり舌音となる。ただし一部の語では、足字

rが rの音価を保存し、そり舌音と rの子音連続を形成する。この形式は極めて特徴的である
ため、以下に具体例を整理する。

ú̄rı̃「雲」(sprin)、́ úrA:「岩」(brag)、́ úrA: pu:「洞窟」(brag phug)、́ úro: Hgo「胸」(brang)、
¯N̊khri: pa「胆嚢」(mkhris pa)、´úri pa「垢」(dreg pa)、´úre: mo:「ヒグマ」(dred mong)、
¯wãri:「蛇」(sbrul)、´ndzW húri:「指輪」(mdzub dkris)、´úru: n

˚tha:「宗派」(grub mtha’)、
´úrA: pa「僧侶」(grwa pa)、´lam ú̄hri:「道案内する」(lam khrid)、̄ úrA「怖がる」(skrag)、
ú̄ri:「尋ねる」(dris)

6.1.5. 前鼻音を含む子音連続
Rangakha方言の前鼻音を含む子音連続は、前鼻音要素に後続する子音に無声有気音と有声
音のほかに、少数ではあるが無声無気音もまた見られる。蔵文の対応関係から見ると、無声無
気音に先行する前鼻音もまた、無声有気音と有声音に先行する前鼻音と同様に、m, ’が前接字
となる例に対応関係が見られ、その基字は有声音字である。

¯n
˚te:「追いかける」(’ded)、¯ï̊úẽ ka「適切な」(’grig)、´pu: mu ¯n

˚tsu:「ひざまずく」(pus
mo ’dzugs)

6.2. 母音＋音節末形式
基本的な対応関係は以下のように示すことができる。

V\C # / ’ b d g m n ng r l s
a a / a: aP E / E: A: / AP ã / Ã E: / Ẽ Ã / õ a: E: E: /E
i @ i: eP i: i / ı̃ i: / ı̃ ı̃: @: i: i:
u W o: W: u: / uP W: / õ W̃ o: / õ W u: / @: u
e e e: e: A: / a ẽ e: / ẽ e / ẽ e: i: e:

o o oP o: o: / oP õ o: o: o o: o: / u

以上のうち、末子音 m, n, ng に対応する口語形式には明確な調音で末尾鼻音が現れること
がある一方で、鼻母音が非鼻母音になる例も見受けられ、逆に蔵文で末子音に鼻音を伴わない
にもかかわらず口語形式で鼻母音として現れる例もあって、口語形式は非常に不安定である。
末子音 rに対応する口語形式にもまた rが現れる例がある
8は´p8̃n bo「ボン教」のみに見られることから、本来の Rangakha方言の形式ではなく、借

用形式であると考えられる。
以上のようにまとめたのは１つの主要な傾向に過ぎず、異なる例も多々見受けられる。

6.3. 声調
声調を有するチベット語方言の分析において、声調の歴史的発展は議論されるべき重要な問

題である。ここでは通時的な議論で注目される蔵文との対応関係を基準に述べる。
Rangakha方言の声調体系は、語声調で語頭の音節初頭部が高いか低いかのみの弁別が行わ
れる。この体系は声調の存在するチベット語方言の中でもっとも単純なものである。
チベット語の声調発生は音節初頭子音群の単純化と密接な関連があるが、Rangakha方言は

簡単に分節音との対応関係を得られにくい。
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先に述べた母音と同様に、簡潔に対応の傾向を述べると、以下のようになる。（無指定）と
する点は、声調の現れと頭字/前接字の有無に関連性があまり見られないものである。

頭字/前接字 基字など 声調
（無指定） 無声無気閉鎖・破擦音 高
（無指定） 無声有気閉鎖・破擦音 高・低
なし 有声閉鎖・破擦音 低
あり 有声閉鎖・破擦音 高・低
（無指定） 無声摩擦音 高
（無指定） 有声摩擦音 高・低
なし 共鳴音 低
あり 共鳴音 高
（無指定） 足字 l 高

以上のうち、無声有気閉鎖・破擦音、頭字/前接字のある有声閉鎖・破擦音10、有声摩擦音に
対応する口語形式で多く見られる声調に高・低の両方が現れる。このような点で、Rangakha
方言は声調の発展を議論するのに困難がある方言の１つであると予測される。

Rangakha方言で特に大きな問題となるものは、共鳴音（鼻音、流音、半母音）を含むもの
である。問題となる点は、頭字/前接字が存在しないのに高声調で現れる例が存在することで
ある。以下に具体例を挙げる。

¯me「火」(me)、̄ r@「山」(ri)、̄ la「尾根」(la)、̄ lÃ「道」(lam)、̄ nA: wo「森」(nags)、̄m@

「人」(mi)、̄ luP「綿羊」(lug)、̄ma:「バター」(mar)、̄ lo「年」(lo)、̄mi:「名前」(ming)、
n̄o:「西」(nub)、 n̄a「病気である」(na)、 ő̄õ「買う」(nyo)など

これらについては、共鳴音に先行する子音連続の構成子音の脱落による高声調の成立とい
う、よく知られるチベット語の声調発生のパターンとは異なるため、慎重に検討する必要があ
り、Rangakha方言のみで解決のできない問題である。このような形式が見られること自体が
特筆に価する。

6.4. 特徴的な語形式
ここでは、蔵文との対応関係から見て、蔵文では区別することのできない口語に特徴的な音

素、および語形式自体に蔵文と一致するものを見出しがたいものの２点についてまとめる。

6.4.1. 特徴的な音素
Rangakha方言には、口蓋垂閉鎖音および口蓋垂鼻音という、チベット語方言の中でも際立
つ音素を持っている。具体例を以下に整理する。

1. /qh/を含むもの
´qhA ta「からす」、´qhA mo「苦い、渋い」

2. /q/を含むもの
q̄Ã kho:「窓」、´CoP qo「紙」、´za qo「一口」、´tCa: qA ´tCo: ke「曲がりくねった」、´nA:

qo: qo:「暗い」、´qa le:「ゆっくりとした、遅い」、´tCW qW t̄Ca: ka「めちゃくちゃの」、
´jı̃ ndo: ´da: qe:「傲慢な」、´qa「隠れる」、¯hqo「掘る」、¯hqA:「邪魔させる」、´qõ「満ち
る」、¯FqA:「隠蔽する」、 q̄A:「木を切る」、 q̄A n

˚
õ ´s@「稲光が走る」

3. /å/を含むもの
´ðåA:「喉が渇く」、´ðåA:「邪魔する」、¯ðåo「乗る」

10 これは mBathang方言でも問題になっている事柄で（格桑居冕 1985）、いくつかのカムチベット語方言では
よく見られる現象である。
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4. /ð/を含むもの
ð̄A:「派遣する」

これらの形式はカムチベット語としては独自であるが、「からす」「苦い」などは阿土霸州のい
くつかの方言に見られる点で共通している11。阿土霸州のアムドチベット語を扱う孫宏開・王賢
海 (1987)が口蓋垂閉鎖音について民間の蔵文の綴字法で k, kh, gに wa zurを伴うつづり字に
よって軟口蓋音との異なりを示すと述べているが、Rangakha方言の分布地域では特別にこの
ような綴り方が通用しているわけではない。
また、Rangakha方言の周辺に分布する方言の中で、Grongsum（祝桑）方言にも口蓋垂閉鎖
音を持ち、「からす」など複数の例が Rangakha方言の形式と類似する12。ムニャ方言群の中で
も、Lhagang（塔公）方言など Rangakha方言より北部で話される方言には、口蓋垂閉鎖音は
見られない13。特に筆者の Lhagang方言の調査協力者が、Lhagang方言と Rangakha方言との
発音の差異について口蓋垂閉鎖音の有無を指摘するなど、これらの音素の存在は当地のチベッ
ト人の方言意識にものぼる特徴であるといえる。

6.4.2. 来源が不明の語：名詞を例に
どのようなチベット語方言でも、それぞれの口語形式には蔵文と対応関係をうまく見せない

語が存在する。それが借用語であったとしても、借用元が判明していなければ来源不明とな
る。ここでは、そのような来源不明の語を名詞についていくつか挙げつつ、他の方言（もしく
は言語）形式と対比しつつ考察を加える。

• l̄o lo「回族」
lo loに類する音形式で「彝族」を意味する場合があるが、「回族」を意味するというこ
とを確認できるのはまれである。スタウ語14が lo loを「回族」の意味で用いている15。

• ¯mõ ndz@「猫」
Lhagang方言ˆmoN ziPと対応関係がある。その他の方言ではこの形式を用いない。ダパ
語16 Nwgirdei（紅頂）方言-m@ htsWも関連性がある形式であろう。

• ¯hl
˚
AP「はやぶさ」

この形式に類似のものは、Sogpho方言¯hl
˚
@P（語義は「鷹」）、dGudzong方言¯hl

˚
eP（語義

は「鷹」）などである。蔵文 glagと対応関係が疑われるが、初頭子音が対応しない点で
特徴的である。この蔵文と対応が合致するのは Lhagang方言`HlAPのような形式である。

• hts@「動物の子」（形態素）
たとえば¯hti hts@「子馬」、 p̄hAP wo hts@「子ぶた」などのように現れる。この要素はグ
イチョン語17の動物の子供を示す形態素 tsi55（黄布凡主編 1992）と似ているほか、四土

11 たとえば rNgawa（阿土霸）方言 qha ta「からす」、sKyangtshang（山巴）方言 qha nde「苦い」、Babzo（包座）
方言 qha da「からす」、qha nde「苦い」などである。

12 Grongsum方言は雅江県祝桑郷で話されるチベット語方言で、ムニャ方言群に入ると考えられるが、郷内で
音体系の異なる方言が存在する。筆者の現地調査では口蓋垂閉鎖音が存在しない方言を記録した。口蓋垂閉
鎖音の存在する Grongsum方言は意西微薩・阿錯 [Ye-shes ’od-gsal A-tshogs]氏との個人談話（2006@京都）
による。氏の母語が口蓋垂閉鎖音を持つ Grongsum方言である。

13 一方でムニャ語には口蓋垂閉鎖音、口蓋垂鼻音が存在する。関連性があるかどうか検討する必要があるかも
しれない。

14 主に道孚県で話される川西走廊諸語の１つである。
15 参考として、山口 (1968:42) に次のような記述がある。「gLa lvo は kLa klo と綴られ、仏典飜訳時代以来

mleccha（サンスクリットで「外国人」の意：筆者注）の訳語に当てられ、結局、ペルシャ人、回教徒をいう
のに用いられる・・・（略）」
ここに示される蔵文形式について Rangakha方言の蔵文読書音と比べると、口語形式 l̄o loに近似していて、
現在の回族という意味に通じるところがあるかもしれない。

16 道孚県および雅江県で話される川西走廊諸語の１つである。
17 康定県東部、大渡河流域で話される川西走廊諸語の１つである。
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ギャロン語18にも tsAPのような類似の形式が用いられる。
• ´nÕ ma「葉」
この形式は近隣のチベット語方言には見られないが、迪慶州の方言たとえば Nyishe（尼
西）方言´nÈ ma、Budy（巴迪）方言ˆnÈ maのように見られる。

• ´pW tha:「麺」
この形式に類似のものは、Grongsum 方言ˆp@ ta、Sogpho（梭坡）方言 p̄@ daP、dGud-
zong（格宗）方言´p8 te などに見られるほか、ダパ語 Nwgirdei 方言 p̄2 ta やゲシツァ
語19brGyagyud（甲居）方言 p@ htOにも見られる。地域語の類と考えられる。

• F̄u tsa「唐辛子」
Lhagang方言`Fu tsa、Bame（八美）方言´FW tsha、Morim（木茹）方言`hu tsaなどに酷
似する形式が見られるほか、ダパ語 Nwgirdei方言 F̄u tsoにも見られる。形式はやや変
わるが、sProsnang（中路）方言ˆxa zo、Sogpho方言ˆhe zo、dGudzong方言`hE zu、グイ
チョン語 khu31tsa55 のような形式とも関連する可能性があり、地域語の類と考えられる。

• ´Hãõ:「砂糖」
類似の形式には Lhagang方言ˆwãõ、Sogpho方言`ãõ、dGudzong方言´Hãõ:などがある。
この形式について、江荻 (2002:160)では蔵文 sbrang対応形式とされているようである
が、蔵文 sbrangは「砂糖」に類する意味は含まれない。しかし地域的に共通した語義
で用いられている。

• その他´dýã tshõ「家族」、´őa mba ´go loP「トカゲ」、̄ őa: ma「花椒」などは Rangakha方
言に独自の語で、来源がまったく不明である。

7. まとめ

これまでにムニャ方言群は「木雅方言」という名称で知られていたが、音体系の全体像はよ
く知られていなかった。その中で、本稿で分析した Rangakha方言は、現在のカムチベット語
ムニャ方言群を代表する特徴をもつ方言であると考えられる。

Rangakha 方言の音体系上の特徴としては、口蓋垂閉鎖音、口蓋垂鼻音、わたり音として
の/r/の存在が際立っており、音節末における鼻音要素の脱落と長母音化が見られ、高低２種の
声調の弁別といった点があげられる。蔵文対応形式の中には、特に声調のタイプがこれまでに
知られている声調発生のパターンと異なる例が見られることが分かった。

参 考 文 献

Giraudeau, S. E. Mgr & Père Françis Goré 1956. Dictionnaire français-tibétain (Tibet orien-
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端になる。

19 主に丹巴県で話される川西走廊諸語の１つである。
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化圏における言語基層の解明」（研究代表者：長野泰彦、課題番号 16102001）の援助を受けている。
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分類語彙 2000
配列は華侃　主編 (2002)に準拠し、名詞、数詞、代名詞、形容詞、動詞の順である。
名詞は、意味によって小区分を設けた。

天文地理

天　　 n̄ã N̊kha:

太陽　 ´ői ma
光　　 ´Ho ze:

月　　 ´da Ha
星　　 ¯hka: ma
流星　 ¯hka nda:

天気　 n̄Õ No
雲　　 ú̄rı̃
雷　　 ¯ïãu:

風　　 l̄õ
雨　　 t̄Cha Hba
虹　　 ¯ődýa:

雪　　 k̄ha wa
雹　　 s̄e wa
霜　　 ´pa mo
露　　 ´zi pa
霧　　 ¯m

˚
u pa

氷　　 ¯ő̊tCha ro:

火　　 ¯me
煙　　 ´to wa
電気　 ¯Hlo:

空気　 k̄hO wu / l̄O pa
蒸気　 l̄O pa
旱魃　 t̄hE pa
水害　 s̄W Ca
世界　 ¯ndza li:
地　　 s̄a
山　　 r̄@
尾根　 l̄a
谷　　 ´lõ mba
がけ　 ´dza mo
岩石　 ´úrA:

洞窟　 ´úrA: pu:

洞穴　 ´to ko

川　　 t̄ChW

湖　　 ¯n
˚tshõ

海　　 ´dýa n
˚tsho

渡し場 ´úW kha
貯水池 s̄W ndzo:

池　　 ´Hdzı̃ mbu
溝　　 t̄ChW rA:

井戸　 t̄ChW to: / t̄ChW tõ
杭　　 ´hkE: pa
土手　 t̄ChW rA:

道　　 l̄Ã
平原　 ¯hpõ
沼　　 ´na kha
土　　 s̄a
畑　　 s̄a
水田　 t̄ChW ýi:
乾燥地 ´hkÃ sa / s̄a Hgo
農区　 ´rõ mba
牧区　 ´ïão: pa
半農半牧 ´jũ mã ¯ïão
石　　 ¯Hdo
砂　　 ´tCe ma
埃　　 t̄hE wa
泥　　 ´ndÃ mba
水　　 t̄ChW

波　　 ´Hba lã
泉　　 t̄ChW mi:
温泉　 s̄a tChW

森　　 n̄A: wo
草地　 ¯hpõ
鉱石　 t̄e Hdo
金　　 ¯hse:

銀　　 N̄u:

銅　　 ´rÃ

鉄　　 ¯htCA:

錫　　 C̄ã:

ダイヤ ´du Hdýi p̄ha nã:

鉛　　 ´ýa őẽ
さび　 t̄sa: po / ¯htsa:

アルミ h̄a jÃ
瑪瑙　 z̄ı̃:
黄銅　 ´rÃ
鋼　　 ú̄hõ
煤　　 ´do: sol
炭　　 s̄o: wa
硫黄　 ´mW zi
磁石　 ¯Hdo khaw le:

ソーダ ´pu to:

草木灰 ´ko thE:

朱砂　 ¯n
˚she:

場所　 ´sa tCha
長江　 ´ïãi tChW

黄河　 ¯Hma tChW

ラサ　 l̄
˚
a sha

ユー　 ¯wu:

ツァン ¯htsÃ

カム　 k̄hÃ

アムド P̄a ndo
ポタラ宮 ´po ta la
クンブム ¯hkW mbu:

ラプラン l̄a: rõ
西寧　 ´zi ni:
町　　 ¯N̊kha:

通り　 ´kúõ mba / ú̄o: lãw
村　　 ´kúõ mba
橋　　 ´zã mba
家　　 t̄o: kha
故郷　 p̄ha ju:
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人体

体　　 ´zu: po
頭　　 ¯Ngo
髪　　 ¯húa
お下げ ´úA: úa
額　　 t̄ho: pa
眉毛　 ¯Hdz@ ma
睫毛　 ¯mi hpW

目　　 ő̄i: / ő̄i Hdo
鼻　　 ¯hn

˚
a

鼻の穴 n̄
˚

a khõ
耳　　 ¯Hna
顔　　 k̄ha No
ほほ　 ´ïãã mba
口　　 k̄ha
唇　　 ¯ő̊tChW̃

あごひげ k̄ha hto
もみあげ ´dýa Ho
あご　 ´ma ne
首　　 ¯hke mbo
肩　　 ú̄hA: pa
背　　 ¯Hdýa:

脇　　 ´ő̊tChẼ kho
胸　　 ´úro: Hgo
乳房　 ´nW Hma
乳　　 ´Ho ma
腹　　 p̄ho wa / ´s@ tA:

へそ　 ¯hte wa
腰　　 ¯hke: pa
尻　　 ¯hko hto:

太もも ¯wla / ¯wla Ca
ひざ　 ´po mo:

下腿　 ´nE: jı̃
足　　 ¯hkõ mba
くるぶし ¯hkõ tshe:

腕　　 ´lÃ Na:

ひじ　 ´úu tshe:

手　　 ´lA: pa
手首　 ´lA: tshe:

指　　 ´ndzW: kW

手のひら ´lA: HdE:

親指　 ´n
˚thi põ

中指　 ¯htCı̃ ndzW:

小指　 ´n
˚thi tChõ:

爪　　 s̄ẽ mo
指紋　 ¯n

˚tshõ / ´tõ
拳　　 k̄hW tshu:

肛門　 ´htCA: ts@ ´po ko
男性器 ¯ődýe:

睾丸　 ´tı̃ ku
女性器 ¯htW
胎盤　 C̄a ma
皮膚　 C̄a tsa
しわ　 ő̄e: ma / t̄hja
あざ　 ¯m

˚
e Ha

傷　　 ¯Hma
傷口　 ¯Hma kha
しみ　 ¯Hma Hdýe
白癬　 ¯HNo
肌　　 C̄a HnE:

血　　 ú̄hA:

筋肉　 ´dýW hka
脈　　 ¯htsa
脳　　 ¯HlE: pa
骨　　 ´rW pa
脊椎　 ´gE: tshe:

肋骨　 ¯hts@ ma
関節　 t̄she:

骨髄　 ¯hkõ

歯　　 s̄o
犬歯　 ¯ő̊tChe wa
歯茎　 s̄W őı̃
舌　　 ¯htCe
口蓋垂 ¯htCe ő̊tCho:

口蓋　 ¯hkE:

喉　　 P̄o úo:

喉仏　 P̄o HdW

肺　　 ¯Hlo wa
心臓　 ¯̊őı̃:
肝臓　 ¯ő̊tCh ı̃ ba
脾臓　 ¯n

˚tshe Hba
腎臓　 ¯N̊khE: ma
胆嚢　 ¯N̊khri: pa
胃　　 p̄ho wa
腸　　 ´dýW ma
大腸　 ´dýW hka:

小腸　 ´dýW nÃ:

恥骨　 ¯htCı̃ Ngo
膀胱　 ´HgÃ:w
大便　 ¯htCA: pa
小便　 t̄Ci: / t̄Cı̃:
屁　　 ¯htCA: s@

汗　　 ¯HNu: tChW

痰　　 ´lo: wa
つば　 k̄ha tChW

鼻水　 n̄
˚

a tChW

涙　　 ¯mi: tChW

膿　　 ¯HnA:

垢　　 ´úri pa
声　　 ¯Hãa / ¯hkE:

死体　 ´ro
命　　 s̄o:

寿命　 t̄she

人物

人　　 ¯m@

人民　 ´m@ mÃ

平民　 ¯m@ she:

チベット人 ´po:

漢族　 ¯Hdýa
蒙古族 s̄o: po
回族　 x̄u xuj / l̄o lo

半漢半蔵 ´Hdýa ma ´po:

外国人 ´sh@ Hdýa wa
大人　 ´ta: ma
子供　 ´úhW kW / ´őa: Hőõ
赤ん坊 ´úhW kW / ´őa: Hőõ
老人　 ḡE: po
老婦人 ḡE: mo

男　　 ¯htCe: pa
女　　 ´pW mo
男女　 p̄ho mo
少年　 p̄ho sha:

少女　 ´mo sha:

公務員 ´lE: CeP pa
専門家 ¯N̊khE: pa
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商人　 t̄shõ: ba
医者　 ¯m

˚
Ẽ: ba

農民　 ´ýı̃ mba
軍人　 ¯ma: mi
牧民　 ´ïão: pa
牧人　 d̄z@ wo
大工　 C̄i: zo
鍛冶屋 ¯Hdo: zo
船大工 ú̄W ´tõ N̊khE: /

´Hdõ úW ´tõ N̊khE:

狩人　 ¯HNo pa
料理人 ´tCa ma
英雄　 ¯hpa: wo
女英雄 ¯hpa: mo
独身　 ¯m@ tCõ
学者　 ¯hpe tCha ´ta: N̊khE:

翻訳家 t̄hõ su dýa
代表　 ¯hkW n

˚tsha:

こじき ú̄W ma / ¯FúW ma
泥棒　 ¯hkW̃ ma
強盗　 ´tCA: pa
病人　 ´na: pa
仇　　 ´Hãa wo
王　　 ´dýa: po
皇帝　 ´kõ ma
官　　 ¯hpõ mbo
首領　 ´Ngo pa
友人　 ´ro: po
お供　 ´nA: ro:

教師　 ´ge HgE:

仕立て屋 t̄shẽ mbW

靴屋　 x̄Ã ´zo N̊khE:

石屋　 ´Hdo: zo
肉屋　 C̄a: pa /

C̄E ´htCA: N̊khE:

俗人　 ú̄a wu
四肢障害者 ¯hkõ ődýa
盲人　 ´ja ra
聾唖者 n̄

˚
õ wa

禿げの人 ´Ngo ma:

あばたのある人 ´mba: tshA:

猫背の人 ´Hge ro
ばか者 ¯Hlẽ mba
口唇裂 k̄ha Co
狂人　 ¯̊őõ mba
どもる人 k̄ha Hdi:
口の聞けない人 ¯HlE Hgo
主人　 d̄A: po
客　　 ´ïãõ mbo
知り合い N̄o ´Ce: N̊khE:

知らない人 N̄o ´m@ Ce: N̊khE: /
´ődýu me:

下男　 j̄O: po
下女　 j̄O: mo
祖先　 ´me po
祖父　 P̄a je:

祖母　 ´na ma
父　　 P̄a pha
母　　 P̄a ma
両親　 p̄ha ma
息子　 ´pW / ´pW ýW

息子の嫁 n̄a: ma

娘　　 ´pW mo
娘婿　 ´pW n

˚tho
孫息子 ´tsha wo
孫娘　 ´tsha mo
兄　　 P̄a ko
姉　　 P̄a tCe
弟　　 C̄a őe
妹　　 s̄e: mo
父の兄 P̄a ýo:

父の兄の妻 P̄a la
父の弟 P̄a po
父の弟の妻 P̄a ne
甥　　 ´tsha wo
兄弟　 ¯hpW̃ ïãe:

姉妹　 ¯hpW̃ ïãe:

母の兄弟 P̄a ýõ
母の兄弟の妻 P̄a la
母の姉妹の夫 P̄a po
母の姉妹 P̄a ne
父の姉妹の夫 P̄a po
父の姉妹 P̄a ne
家族　 ´dzã tshõ
親戚　 ´őe wa
夫　　 ḡE po
妻　　 ḡE mo
継母　 ´ma ja:

継父　 ´pha ja:

未亡人 ´jW sa ma
双子　 ¯n

˚tshe ma
私生児 ´őa: úho:

孤児　 ´ta úho:

家畜

家畜　 ´khE: ma
牛　　 ´khE: ma
黄牛　 ´pa Hlõ
水牛　 ´ma xe
ヤク　 ´khE: nA:

めすヤク ´ïã@

子なしのめすヤク ¯hkã: mba
ゾ　　 ¯ndzo
めすゾ ´ndzo mo
子牛　 ´pi Hu
乳牛　 ´ýo: ma
荷駄獣 k̄hE: ma
湿牛糞 pa tCAP

角　　 ´rA: tCoP

ひづめ s̄W kE: / ¯Hői: pa
皮　　 p̄A:P pa
毛　　 ¯hpW

毛の色 ¯hpW kha
尾　　 ¯HNa ma
馬　　 ¯hta
子馬　 ¯hti hts@

おす馬 ¯hta pho
めす馬 ´Hgo:P ma
鬣　　 ´ze pa
馬糞　 ¯hti luP

羊　　 ´ra luP

綿羊　 l̄uP

めす綿羊 l̄uP ma
山羊　 ´ra
子山羊 ´ri hts@

子綿羊 l̄uP hts@

羊毛　 ´pE:

羊糞　 ¯hto:

騾馬　 ú̄i:
ロバ　 ´põ mbo
らくだ ´HNa mo:

ぶた　 p̄hAP

めすぶた ´mo phAP

おすぶた p̄ho phAP
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子ぶた p̄hAP wo hts@

ぶた糞 p̄hAP htCAP

犬　　 t̄Ch@

めす犬 ´mu tCh@

猟犬　 C̄a tCh@

犬糞　 t̄Ch@ htCAP

猫　　 ¯mõ ndz@

うさぎ ´ri ko:

鶏　　 ´ptCa
おんどり ´ptCa po / p̄ho tCa
めんどり ´mo tCa
ひよこ ´Ca úhuP

とさか ´tCa ze
翼　　 ¯hCo: pa

羽　　 ¯Hãõ:

鶏糞　 ´tCa htCAP

鴨　　 t̄ChW tCa
がちょう ´NaN ba
鳩　　 p̄hWP rõ / ´mo ku

その他の動物

野獣　 ´r@ tA:

猛獣　 t̄CE zẽ
虎　　 `tA:P

獅子　 ´sẽ Nge
龍　　 ´ïãuP

爪　　 ´HbÃ mo
猿　　 ú̄i Hu
象　　 ¯HlÃ tChe:

野牛　 ¯ïãõ
豹　　 ¯Hzẽ
熊/パンダ t̄oN

ヒグマ ´úre: mo:

いのしし p̄hA: Hgo:

鹿　　 C̄A wa
黄羊　 ´Hgo wa
キバノロ ¯Hla wa
麝香　 ¯Hla hts@

野ロバ ¯htCoN

かわうそ s̄Õ

ヤマアラシ ´hAP HgoP

ハリネズミ ¯HgoN

ねずみ ´tC@ wa
土ねずみ P̄a Hra

ねずみ糞 ´tCu: htCAP

リス　 ´nAP ptCi
いたち ´Pa úi ka: ma
ジャッカル ¯m

˚pha ra
狼　　 ´úõ khu
狐　　 ¯wa
山猫　 ¯Hju
鳥　　 ´ptCa
鳥の巣 ´ptCa tshõ
鳥糞　 ´tCa htCAP

鷹　　 ¯HgoP

とんび ú̄ha
はやぶさ ¯hl

˚
AP

ハゲタカ ´ptCa HgoP

ふくろう ´HuP pa
ツバメ ´khu ta
野生の雁 ´NAN ba
すずめ k̄õ tCi
こうもり ´ptCa ma Ci
カササギ ¯htCa ka
からす ´qhA ta
めじろ ´ri htCa

鸚鵡　 H̄o wu ne tso
啄木鳥 ¯mbu tu tu
カッコウ k̄hu ku
孔雀　 ´ma tCa
亀　　 ´r@ bE:

蛇　　 ¯wãri:
蛙　　 ´Hba wa / ´HbE: ba
トカゲ ´őa mba ´go loP

魚　　 ő̄a
虫　　 ¯mbW

カメムシ ´ïãi wa
しらみ C̄iP / C̄iP ma
ハエ　 ¯mbW / ¯wu HdzA

アブ　 ´mbW htCAP

蚊　　 ´úu ãõ
ムカデ ¯hkõ dýa ´lAP dýa
ミミズ s̄ha ődýe mbW tCA

アリ　 ´kũ mÃ

アリ塚 ´úõ tshõ
ミツバチ ´Hãõ mbW

とんぼ ´mã mã mbW

蝶　　 p̄haP Hbe te
さそり ´di ba ra tsa

植物

木　　 C̄ı̃ pho
枝　　 ´ja Hga
苗　　 ´Hdõ úhuP

幹　　 ´Hdõ pu
根　　 ¯htsa wa
葉　　 ´nÕ ma
花　　 ´me toP

芯　　 ´nÃ őı̃
芽　　 ő̄W kW

柳　　 ő̄ã NE Ci:

柏　　 ´CuP pa
松　　 t̄hõ Ci:
松脂　 t̄hõ tChW

ポプラ s̄ha Ci:
ぶな　 ´úo HA

茶の木 ´tCa Hdõ
栴檀　 t̄sẼ ndE:

竹　　 ¯̊őuP ma
とげ　 ¯n

˚tsh@ ma
果物　 C̄ı̃ toP

桃　　 k̄hã mbW

梨　　 ´li
ぶどう ´HgW̃ ïãW:

はすの花 p̄E: ma
冬虫夏草 ¯mbW /

¯Hja: htsA ´HgW̃ mbW

サフラン ´kW kW

サトウキビ ´Hdõ Cı̃:
胡桃　 t̄AP rga
穀物　 ´lo toP
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食料　 ´ïãW riP
米　　 ¯ïãE:

種　　 s̄ha wu:

穂　　 ¯̊őe ma
稲　　 ´úE: soP

小麦　 ´úo
大麦　 ´su wa
カラスムギ ´juP pu
青禾果　 ´nE:

麦（植物） ´úo soP

麦の殻 ´úa ma
とうもろこし ´ma Hmo ´lo toP

綿　　 s̄hi pE:

野菜　 ¯̊Nõ tshE:

大根　 ´la phuP

唐辛子 F̄u tsa
たまねぎ t̄sõ
にんにく ´Hgo: pa
しょうが ¯htCa Hga
白菜　 t̄Cu tshE:

食用種子 k̄wa
豆　　 s̄e: ma
大豆　 s̄e: ma s̄he: bo
えんどう s̄e: ma
草　　 ¯htsaH

きのこ ´Ca mo
人参果 ´úo ma
ひまわり ´ői ma ´me to
米　　 ´ïãE:

食物

ごはん ´Hza ma
粥　　 ´ïãE: tho:

小麦粉 ´úo ýe:

豆粉　 s̄e: ýe:

焼いたパン ´mOP mo:

麺　　 ´pW tha:

蒸しパン p̄ao ts@

乾物　 ´ndo tCa
朝食　 ¯̊Nã tCa
昼食　 ´ői: ýo
夕食　 ´Hgõ zE:

ミルクティー ´Ho tCa /
´Ho ma tCa

肉　　 C̄a
赤身　 C̄a őuP ka ra

油　　 n̄
˚

o:

植物油 ´ma: n
˚

a
脂肪油 t̄shi:
バター ¯ma:

脱脂粉乳 ´ta ra
ヨーグルト ´ýo
チーズ t̄ChW ra
チーズケーキ t̄huP

ツァンパ t̄sã mba
牛肉　 k̄hE: Ca
ソーセージ ´dýW ma
塩　　 t̄sha
砂糖　 ´Hãõ:

氷砂糖 C̄e: ka ra
酢　　 ¯htCWP khW

花椒　 ő̄a: ma
卵　　 ´go Na
スープ k̄hu wa
酒　　 t̄Ch o:

湯　　 C̄hW khi: / t̄ChW khi:
茶　　 ´tCa
タバコ ´tu wa
薬　　 ¯m

˚
E:

ぬか　 ¯Hãõ
麩　　 ´roP mba
ぶたの餌 p̄hA: ze:

馬の餌 ¯hta ze:

鼻タバコ n̄
˚

a n
˚thE:

酒かす ´Hbo ma:

豆粉麺 p̄h ı̃

衣料装飾

糸　　 ¯hkWP pa
布　　 ´rE:

絹　　 ´tA hkW:

絹製品 ú̄hu tse
サテン ´ko: tChe:

プル　 ú̄huP

コート ´rwe:

袈裟　 z̄Ẽn / z̄Ẽ:

毛織物 t̄hE: ma
衣服　 ´ko:

チュバ t̄Ch@P pa
襟　　 ´ko wÃ:

袖　　 p̄hW tho:

ボタン ´ãu ku
ズボン ´t@ ma:

スカート ¯m
˚

Ẽ jo:

スカーフ ´ma rE:

帽子　 ´ýa
ベルト ¯hke rA
股引　 ´őE úi:
靴下　 k̄õ ùu
靴　　 l̄

˚
ã:

シャツ ĳ̄Nõ le:

起毛ジャケット p̄AP tshAP /
t̄sa pa

ハンカチ ´lAP ő̊Ch@ /

´ka tCa N̊kho lo
櫛　　 ú̄a CE

カーテン ´jW wa
装身具 ´Hdýı̃ tCha
宝石　 ´r@̃ mbo tChe
珊瑚　 ´tC@ rW / ´htC@ rW
ジャスパー j̄u:

真珠　 ´mW ti:
象牙　 ´pa so
琥珀　 ¯hpu: Cje:

イヤリング P̄a lõ
指輪　 ´ndzW húri:
ブレスレット ´lAP dW:
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住居

毛布　 C̄h@ pa
枕　　 ´Ngo őE:

布団　 ¯htsa HdẼ:

座布団 ¯HdẼ:

家　　 k̄hõ ba
屋根　 k̄hõ hte:

宿屋　 ´ïão: khÃ:

軒　　 ´ke n
˚tshW

土台　 ¯htsiP ői:
キッチン ´tCA khõ:

階層建築 t̄hõ N̊khÃ:

階上　 k̄hã thoP / k̄hõ hte:

階下　 k̄hõ ýa / C̄uwP ýa
倉庫　 ´pÃN ndzo:

牛小屋 ´zo ra
ぶた小屋 p̄hAN N̊kho:

馬小屋 ¯hta ra / ¯hta khõ
羊小屋 ´luP khÃ / ´luP ra
鳥小屋 ´tCa tshõ
レンガ s̄a phAP

壁　　 ¯htsiP pa
丸太　 C̄i:
板　　 C̄ı̃ ődýa
柱　　 k̄a wa

門　　 ¯Hgo
閂　　 ´go n

˚the:

玄関　 ´dýa Hgo
窓　　 q̄Ã kho:

階段　 ¯hkE:

梁　　 ´do: ma
ステップ ´do hkE:

テント ´HbaH

庭　　 ´Hdõ: ra / ´Hgo ra
トイレ ´rÃ mbo

生活用具

もの　 t̄Ca kha
テーブル ´úoP tse
いす　 ´pã te: / ´k@ hte:

ベッド ´őE: úh@

箱　　 ¯HgÃ: / ´gÃ mbW

キャビネット ´gÃ m
˚tChõ /

´gÃ mbW

石鹸　 ´jÃ tCAP

ガラス ´Ce: Hgo
鏡　　 ´Ce: Hgo
箒　　 ´Chã: nÃ

明かり l̄oP

蝋燭　 ´jÃ la
薪　　 s̄a Ci:
炭　　 s̄o: wa
火打石 ´me Hdo
石灰　 ´do ýo
火箸　 ´me tCa
マッチ ´jÃ xõ
松明　 ´mba: mẽ
線香　 ¯hpu:

ごみ　 ´Ca őe
染料　 ¯n

˚tsho:

かまど t̄ha ka
鉄なべ ´Hzõ:

フライパン ´tshE: No sa
蒸し器 ´pA tsA

ふた　 k̄ha leP

ナイフ ´ú@
柄杓　 k̄ha Hde
しゃもじ k̄ha Hde / ´za rW
木製椀 p̄hW r@
ボウル p̄hW r@
皿　　 ´Hde: ma
箸　　 ´za thu
瓶　　 ´tÃ mbE

ポット ´dza ma
壷　　 ´ti:
茶漉し ´tCa tshAP

魔法瓶 t̄ChW k@ t̄ã mbı̃:
水がめ ´Hdza ma / t̄ChW ra
バケツ t̄ChW zo:

木製盆 ´ýõ mba
背負いかご ´pi tu
三脚　 ¯hkÃ sõ
ふいご ¯N̊khu n

˚
õ

秤　　 ´ődýa ma
升　　 ´úe
お金　 N̄u:

資金　 ´ma Nu:

利息　 t̄CeP ka
商品　 t̄shõ zo
定規　 ´úho ts@

針　　 k̄haP

釘　　 t̄CÃ ndze:

はさみ t̄sẽ ndo

はしご ¯hkE:

傘　　 ´CoP du
鎖　　 ´gu htCAP

鍵　　 ´de mi
車輪　 ¯N̊kho lo
棒　　 ´pjeP ga
鞍　　 ¯hta Hga
馬籠頭 ¯hta Ngo
馬腹帯 ¯Hlo
馬嚼子 s̄aN

あぶみ ´jo:

蹄鉄　 ¯Hmi: tCA:

馬槽　 ¯hta ra / k̄ha rE:

しりがい ¯m
˚

e:

たづな s̄ã nda:

鞭　　 ¯htCA: tse
駄架　 ´ĳőE: Ci:
くびき n̄

˚
a tCW

糊　　 ¯htCo: ma
めがね ´Ce: mi:
印鑑　 ´the tse
牛皮縄 ´tCA: loN / ´ïãẽ mba
船　　 ´úW zẽ / ´Hãõ úW

電車　 ´me rkho:

飛行機 n̄am úW

自転車 ¯htCA: ta
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その他道具

道具　 ´lA: tCha
斧　　 t̄a re
金槌　 t̄ho wa
のみ　 z̄oN

鋸　　 s̄o: nle
錐　　 ´úo ,o ´pi sa /

´wo rı̃N ndz@

やすり
かんな ´mbW le:

墨斗　 t̄hiP tChE:

のり　 p̄a: tshW:

鍬　　 t̄hoN mba
鉄の鍬 t̄hoN htCA:

備中鍬 C̄ı̃:

鋤　　 ¯hkõ ma
正方形の箱 ¯hta Hão
皮の袋 ´ão wa
ガソリン ¯hn

˚
W: / ´ma n

˚
A

ディーゼル ´tshe jo
縄　　 ´thAP pa
肥料　 ´hto ji
鎌　　 ´zo: wa
ほら貝 ´toN

矛　　 ¯ndo:H

的　　 ¯mbi:
鞘　　 ´ú@ Cu:

銃　　 ¯me nda:

弾　　 ´ndi Hu

弓　　 ý̄u
矢　　 ¯nda:

わな　 ´HgÃ:

落とし穴 ´HgÃ:

火薬　 ¯HdzE:

毒　　 ´tu:

網　　 ´ïãa: / ´úa wa
磨き粉 ´lAP hko:

機械　 ¯ï̊úhũ N̊kho:

担保　 ¯hta ma
贈り物 ´phÃ mbo
ノート ´Hde:

マットレス ´őiP HdE:

賞品　 ´Ca rga:

文化教育

文字　 ´ji ke
手紙　 ´ji ke
字母　 ´ka kha s̄hW̃ tChW /

´ka kha
絵　　 ´ri mo
本　　 p̄e tCha
紙　　 C̄oP pu
ペン　 ´pi:
インク n̄

˚
aP tsha

学校　 l̄
˚
oP úa

学問　 ´jõ dE:

話　　 ¯hkE: tCha
チベット語 ´poP hkE:

チベット文語 ´poP ji:
名前　 ¯mi: / ¯mı̃:
姓　　 ´ru: mı̃:
記号　 ¯htA:

新聞　 t̄shAP Hba:

ニュース ¯Hda
物語　 k̄ha hpe
伝記　 n̄Ã tha:

ことわざ t̄hã hpe / k̄ha hpe /
¯hpe

笑い話 k̄ha m
˚tsha:

なぞなぞ ´Pa ta ´m@ ta
声　　 ¯hkE mbA

歌　　 ¯HlW

民謡　 ý̄ı̃:
踊り　 ´Fúo
さいころ ¯FCo
太鼓　 ¯HNa
どら　 ´N̊kha: HNa
シンバル ´Hbũ ő̊tChE:

ベル　 t̄CoN

竹笛　 ¯Fsã re:

笛　　 ¯Hlı̃ mbW

鈴　　 ´úi: bW

ラッパ ´ődýõ úa / ´ődýã Hlı̃
映画　 ¯HloP HőE:

タンカ（仏画） t̄hÃN Nga
お面　 ¯mbA:

宗教　 t̄Cho lo:

宗派　 ´úru: n
˚tha:

信仰　 ´tE: pa
神仏　 l̄

˚
a

女神　 l̄
˚
a mo

鬼　　 ´ïãe
女鬼　 ´ïãe mo
悪魔　 ¯HdW:

竜神　 ¯HlW
仏陀　 s̄Ã HdýE:

霊魂　 n̄@m Che:

魂　　 ¯wla
円寂　 C̄A:

天堂　 l̄
˚
a ju:

来世　 t̄she Chi ma
輪廻　 ¯N̊khu wa
運　　 ¯Hlũ hta / s̄W̃ nde
縁　　 ´lE:

善行　 ´Hge wa
凶兆　 ¯htE: NE:

ラマ　 ¯wla ma
活仏　 ú̄W: kW

僧院長 ¯N̊khẼ mbo
僧侶　 ´úrA: pa
尼　　 P̄a ne
ボン教 ´p8̃n bo
管家　 ¯Hőe: ba
還俗僧 ´úrA: lo:

施主　 ´Hdýe: tA:

魔術師 l̄
˚
a pa

占い師 ´mo pa
地獄　 ő̄a: wa
閻魔　 ő̄ı̃ dýi ´tChu: Hãa
寺　　 l̄

˚
a khõ

経堂　 l̄
˚
a N̊kh@̃

経院　 ´úrA: tshÃ

護法神殿 ´Ngo: N̊khÃ

六字真言 ´ma nẽ
燃灯祭 N̄a ő̊tCho:

焼香　 s̄AN

152



鈴木博之：カムチベット語康定・新都橋 [Rangakha]方言の音声分析

宝の甕 ´pW̃ mba
白塔　 ¯ő̊tCho rte:

火葬　 ´me ő̊tCho:

天葬　 ´Ca hto:

施食　 ¯hto: ma
曼陀羅 ¯htCı̃ Fo
マニ石 ´la htsE:

墓　　 ´tu: sa

仏像　 ¯hkW ïãa
バター灯 ¯ő̊tCho: me
カタ　 k̄ha htA:

護身符箱 ´ka Ho
いけにえの動物 t̄sher tha
生命樹 ¯wla Ci:
呪文　 ¯̊NÃ

お経　 t̄Cho:

数珠　 ¯ï̊úhe wa:

仏像彫刻家 l̄
˚
a zo

金剛　 ´do Hdýe
天蓋　 ´dýã n

˚tshE:

マニ車 ´ma ni ¯N̊kho lo
布施　 ´ýı̃ mba

抽象物

中国　 ú̄õ Ngo
地位　 ´ko sa
権力　 ¯wÃN tCha
生活　 ¯n

˚tsho wa
給料　 p̄ho:

分け前 ¯hkE: wa
工場　 ´zo úrA
市場　 t̄shoN ra
税金　 ú̄hE:

優待　 p̄hẼ tho:

用途　 t̄Co: za / C̄o: sa
原因　 ´dýW n

˚tshE:

答え　 ´wlE:

飢饉　 ´mu ge
苦しみ ´Hdõ Na:

間違い ´no: ï̊úhu:

危険　 ´őẽ kha
区別　 t̄ChEP ba
空間　 ´pa: se: / ´hkõ kha
吉祥　 ú̄a Ci:
感謝　 ¯hka: te
裂け目 s̄W:

痕跡　 C̄u:

影　　 ´ú@ su:

色　　 ´ndo kha
夢　　 ¯m@ lã
精神　 ¯wlo
考え　 s̄a m

˚tsho:

外見　 ´zu: hta
事情　 ´lE: hka
方法　 t̄ha: Ce:

性格　 ´HdýW wa

力　　 C̄u:

命令　 ¯hka:

監獄　 t̄sõ N̊khÃ

うわさ ¯htam tChã
罪　　 ´őe Hba
契約　 ´kan dýa
歯磨き粉 s̄o m

˚
Ẽ:

裸足　 ¯hkõ Hdýe:

引き出し ¯htCuP n
˚th ı̃:

武器　 ¯n
˚tsho: tCha

勝利　 ´Hdýã kha
国家　 ´Hdýã khow
経験　 ´őa: Hőõ
会議　 t̄shoN ndu
距離　 ´pa: thA:

歩行　 ¯hkõ thõ

位置方角

方向　 ¯ptChoP

東　　 C̄a:

南　　 l̄
˚
o

西　　 n̄o:

北　　 ´tCÃ:

中間　 ¯htCi: ku
そば　 ¯ïãÃ: / ´ndzW: la
左　　 ¯Hjo:

右　　 ¯HjE:

前　　 ¯̊Nõ la
後　　 ¯Hdýa la

外側　 C̄h@ la / ¯hCh@ la
内側　 ´nõ:N

隅　　 ´zW:

先端　 ¯htse
周り　 ´N̊kho jo:

近所　 ´őe nda:

境界線 s̄a n
˚tsha:

頂上　 ¯htse
上側　 ´hto:

下側　 ¯m
˚

E:

上　　 t̄ho:

下　　 ´wo / ¯Hdýa la
下の方 ¯Hdýa la
以上　 ´jã tChE:

以下　 ¯m
˚

E tChE:

上へ　 j̄a: la
下へ　 ¯ma: la
上半身 k̄hoP hto:

下半身 k̄ho: m
˚

E:

端　　 ¯n
˚thã:

底　　 ´ýa:
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時間

時間　 ´tu tsho:

今日　 ´te ri
昨日　 k̄ha sõ
おととい k̄ha őẽ:

さきおととい k̄ha őẽ: ba
明日　 s̄õ őẽ
あさって n̄õ ői:
しあさって ¯Hý@ őı̃ ba
今晩　 ´to Hgo:

明日の晩 s̄õ Ngo:

昨日の晩 ´ndo Hgo:

昼間　 ´őı̃ mbE

朝　　 ¯̊Na mo
正午　 ´ői: ýo:

夕方　 s̄W ïãe
夜　　 ´Hgo: mo
夜中　 ¯n

˚tshE: m
˚

o / ¯n
˚tshE: nA:

真夜中 t̄sh@̃ Hdý@

晦日　 n̄Ã kõ / z̄a úi
えと　 ´lo tA:

ね　　 ´tCi wa
うし　 ¯HlÃ:

とら　 t̄A:

う　　 ´ju

たつ　 ¯ïãu:

み　　 ¯Hã@:

うま　 ¯hta
ひつじ ´lu:

さる　 ¯húi:
とり　 ´tCa
いぬ　 t̄Ch@

ぶた　 p̄hA:

日　　 t̄she hpa
１日　 t̄she: htCi:
２日　 t̄she: ői:
月　　 ´da wa
午前　 ¯̊Na úo
午後　 ¯hCh@ úo
１月　 ´da wa ´tÃN bo
２月　 ´da wa ő̄i: pa
12月　 ´da wa t̄Cõ: ői: pa
上旬　 ´da Ngo
中旬　 ´da htCi
下旬　 ´da ődýo:

誕生日 ¯htCe hka:

年　　 l̄o
年齢　 l̄o
最近　 ´te: soN

今年　 ´ta lo
去年　 ´na nı̃
おとどし ¯Hýi ni jo
来年　 s̄õ the
再来年 n̄õ nı̃
以前　 ¯̊No l

˚
a / n̄ã ¯̊Nã mo

昔　　 n̄ã ¯̊Nã mo
今　　 ´ta hta
未来　 ´HýuP ma
はじめ ´Ngo tsuP

月曜日 z̄a ´da wa
火曜日 z̄a ¯mi: ma:

春　　 ¯htCiP ka
夏　　 ¯Hjar kha
秋　　 ¯htõ kha
冬　　 ¯HgW̃ kha
新年　 ´lo hsa
閏月　 ´da l

˚
A:

冬至　 ḡW ő̄i Hdo:

夏至　 ¯Hja ő̄i Hdo:

日食　 ´őı̃ ndz@:

月食　 ´da ndz@:

祭り　 ´tu tChe:

数字

一　　 ¯htCi:
二　　 ¯Hői:
三　　 s̄õ
四　　 ´Hý@

五　　 N̄a
六　　 ´úu:

七　　 ¯HdW̃:

八　　 ¯wdýE:

九　　 ¯HgW

十　　 ¯FtCW

十一　 ¯FtCo: htCi:
十二　 ¯FtCo: ői:
十三　 ¯FtCo sõ
十四　 ¯FtCu: wýe
十五　 ¯FtCo: Na
十六　 t̄CWP úu:

十七　 ¯FtCWP dun
十八　 ¯FtCuP dýE:

十九　 ¯FtCu HgW

二十　 ´ői CW

二十一 ´ői CW ¯htsa: htCi:
二十八 ´ői CW ¯htsa: HdýE:

三十　 s̄ũ tChW

三十二 s̄hũ tChW s̄o: Hői:
三十八 s̄hũ tChW s̄o: HdýE:

四十　 ´ý@ htCW

四十三 ´ý@ htCW ´ýe: sõ
五十　 N̄a htCW

五十四 N̄a htCW ´Na: Hý@

六十　 ´úu: htCW

六十五 ´úu: htCW ´re: Na
七十　 ´Hdõ m

˚tChW

七十六 ´Hdõ m
˚tChW ´do: úu:

八十　 ´wdýa: tCW

八十七 ´wdýa: tCW ´dýa: Hdũ
九十　 ´gW: tCW

九十八 ´gW tCW ´go: wdýE:

九十九 ´gW tCW ´go: HgW

百　　 ¯wdýa:

百一　 ¯wdýa: tÃN ¯htCi:
百八　 ¯wdýa: tÃN ¯wdýE:

八百八十 d̄ýE: w dý a: ´wdýa ptCW

千　　 t̄oN

万　　 ú̄h@

十万　 ¯mbõ
百万　 ´Ce wa
千万　 s̄a ja
一億　 ´toN m

˚tChu:

半分　 ´Ce kha
第１　 ´tAN bo
第２　 ¯Hői: pa
両/２　 ´to
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数量詞

１人　 ¯m@ htCi:
１碗　 ´phW ro htCi:
１腔　 k̄hoP

１ページ C̄o hleP htCi:
１粒の米 ´Hdo:htCi:
１つかみの野菜

t̄she hpA: r̄a ko:

２つかみの米 ´ïãe hpA: r̄a Hői
１杯　 p̄ho pho htCi:
１桶の水 t̄ChW zo htCi:
１碗のごはん

´za ma p̄hW ro ko:

１つかみの土 s̄a ´do do htCi:
１時間 ´tChu tshoP htCi:
１輪の花 ´me to htCi:
１文　 ¯hkE: tCha htCi: /

¯hkE: tCha ´htsi ka htCi:
１そろいの靴 l̄

˚
ã tCha htCi:

１対のウサギ ´ri koN tCha htCi:
１群れの羊

´ra luP ´htsõ mba htCi:
１区画の道路 l̄ã ´do do htCi:
１節　 t̄sheP htCi:
１日の旅程 ´ői: htCi: ´ge lã
片方の靴 l̄

˚
ã ja htCi:

１巻きの紙

´CoP qo ´ãi ãi htCi:
１口の食事 ´za qo htCiP ´za
１枚の布 ´rE kha ko:

１かご ´she Hbu: ko:

１セット ´pa: sa: htCi:
１歳の馬 j̄a: htCi:
１個の荷物 d̄ýa:w htCi:
１袋　 k̄ho ma ko:

１隊　 ´rW ka htCi:
１列の家 ´N̊khõ mba ´úe: htCi:
１串の玉 ¯ï̊úhẽ wa ´hko ra htCi:
１滴の油 n̄

˚
W thi: htCi:

２階　 ´N̊khõ mba ¯htsa: Hői:
１つの部屋 ´N̊khõ mi: htCi:
１包み p̄o: po ko:

１瓶の酒 t̄Chõ: ´tã mbE ko:

１つの泥 ´ndÃ mba ¯hko: htCi:
１斤　 ´dýa ma ko:

２両　 s̄õ to
２銭　 ´ýo to
１斗　 ´úW̃ ko
１升　 ´úe tCho: ko:

１里　 ´le wa: htCi:
１尋　 ´ndã mba ko:

１尺　 ú̄h@ ts@ ko:

１咫　 ¯n
˚tho: ko:

１［指の幅の単位］ s̄e: mo ko:

１［肘の長さの単位］ ú̄h@ ko:

１寸　 t̄shu: ko:

１対の牛 ´to: htCi:
１元　 ´go: htCi: / ´ú@ htCi:
１角　 t̄õ htCi:
１分　 ¯hka: ma ko:

１畝　 ´mõ ko:

少しの間 ´jı̃ tsa ge
１日　 ´ői: htCi:
１夜　 ¯n

˚tshE: ko: / ¯Hdza htCi:
１か月 ´da Ha htCi:
１年　 ´lo htCi:
１歳　
一生　 t̄she ko: / t̄she htCi:
１歩　 ´hkÃN mbo kõ ´ïão
１度　 t̄he: htCi:
１声あげる ¯mboP tshe: zõ
１回打つ d̄ýaP tshe: zõ
いくらか k̄ha Ce:

いくつか k̄ha Ce:

毎日　 ´őı̃ ma ´re Ci:
それぞれ ´re re
１倍　 ¯HdaP htCi: / ¯htCi: lo
毎晩　 ´Hýa ma ´re Ci:
１すくい ¯hpA ro: ko:

代名詞

私　　 N̄a
私たち２人 ´Na ői:
私たち ´Na tsho
あなた t̄Cho:

あなた（敬称） t̄Che:

あなたたち２人 t̄Cho ői
あなたたち t̄Cho tCho
彼（彼女） k̄ho
彼ら２人 k̄ho ői:
彼ら　 k̄ho tsho
我々　 ´Na rA: tsho
我々２人 ´Na rA: ő̄i: /

´Na rA: ő̄e ka
皆　　 ¯n

˚tsha: ma
自分　 ´rA: ői:

他の人 ¯m@ tso
これ　 ¯nd@

これら ¯nd@ tso
ここ　 ¯nd@ na
この辺 ¯nd@ la:

この２つ ¯nd@ ő̄e: ka
このような ¯nd@ ïãa
あれ（近） ´te
あれ（遠） ´t@ ga:

あれら ´te tso
あそこ ´te na
あの辺 ´ta lo:

あのような ´te ïãa
誰　　 s̄W

誰ら　 s̄W sW

何　　 ´tC@ d@

どこ　 ´ka na
いつ　 t̄ChW tse ´ka:

どのように ´ka ïãa
どれくらい t̄C@ tshE

いくつ ´nd@ ma t̄C@ tshE:

そのほか k̄ha kha
おのおの s̄o so
一切　 ¯n

˚thã: ő̊tChe:

すべて ¯n
˚thã: ő̊tChe: /
t̄shaN ma

今回　 t̄hẽ ´nd@ la
いつか ´kW ro ko re
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形容詞

大きい t̄Che
小さい t̄ChoN

太い　 ´bõ mbo
細い　 ´úha úha
高い　 ¯n

˚thõn
低い　 ¯Hma Hma
凸の　 ´mbW̃ mbW

凹の　 ´ko: ko:

でこぼこの ´dýa mbu ´mu ba
長い　 ´rı̃ bu
短い　 t̄hõ thõ
遠い　 t̄hA: ri:
近い　 t̄hA: őe
中間の ¯ïãi: wa
幅広い d̄ýa ´tChe bo
狭い　 ´to: to:

広々した d̄ýa ´tChe bo
狭窄の ´to: to:

厚い　 ¯n
˚thõ mbo

薄い　 s̄ha: sha:

深い　 ¯hti: ´ýa: mo
浅い　 s̄ha: sha:

満ちた ´ko:N

空の　 t̄õ mba
多い　 ´mã mbo
少ない ´őõ őõ
四角い ´úW ý@ ma
丸い　 ´Hgo: Hgo: / ´lo: lo:

平たい ¯htCa htCa
尖った ´mbũ mbu:

はげた ¯htCa t̄hu thu
水平の ´ődýa mbo
おもての ´úõ tCho:

うらの ´do: tCho:

命中した ¯n
˚thi mũ

偏った ´úẽ ïãe: ka
歪んだ ¯ő̊tChẽ ïãe: ka
横の　 ¯ï̊úhe:

縦の　 ´ýõ
まっすぐな ´úõ mbo / ´úo mõ
曲がった ¯htCo: htCo: ka
曲がりくねった

´tC a: qA ´tC o: ke
黒い　 ´nA: na:

真っ黒の ´nA: thi: thi: /

´nA: ko: ko:

白い　 ¯hka: Hbo
赤い　 ¯Hma: Hbo
真っ赤の ¯Hma: thi: thi:
黄色い s̄e: Hbo
真っ黄色の s̄e: hÃ hA:

緑の　 ´dýõ N̊khW

青い　 ¯̊Nõ mbo
真っ青の ¯̊No Cu: Cu:

灰色の t̄Ca tCa
明るい s̄a: po
まぶしい ´Ho: th ı̃ th ı̃
暗い　 ´mu nA: / ´nA: qo: qo:

重い　 ´Hdý@: mo
軽い　 ¯̊őõ: mo
速い　 ´ődýo: pa
ゆっくりの ´qa le:

早い　 ¯̊Na
遅い　 ´qa le:

鋭利な ¯Hnõ mbo
鈍い　 ¯Hnõ mbo ´ma jı̃ pa
澄んだ ´tõ mo
濁った ¯̊őõ:

太った C̄a ´dýa: pa
肥えた t̄shõ mbo
やせた ¯hkã mbo
乾いた ¯hkã mbo
湿った ¯HlẼ mba
濃い　 t̄ha: r@ t̄ho: re:

密な　 t̄shA: ´tÃ mbo
硬い　 s̄ha: mo
軟らかい ¯̊ői: mo
粘つく ¯ődýa:

つるつるの ´ődýã mbo
ざらざらの ¯htsı̃: mbu
きつい ´ta mbo
ゆるい l̄

˚
o: l

˚
o:

固い　 ¯htẼ mbo
めちゃくちゃの

´tCW qW t̄Ca: ka
正しい ´re:

誤った ´no:

真の　 ´No ma
にせの ´dz@ ma
新しい s̄a: Hba / ¯hsa: Hba

古い　 ¯Hőı̃ mba
よい　 ´jA: mo
悪い　 ´NẼ mba
弱い　 ´Hdu: po
高い　 ´kõ t̄Che bo
安い　 ´kõ ´Hde mo
育ちすぎの ´HgE: po
年老いた ´HgẼ mba
若い　 ´lo tChõN

美しい ´ndze: po / ´jA: mo
醜い　 ´ndo po
熱い　 t̄sha
寒い　 ¯ő̊tChÃ:N

暖かい ´úõ mbo
温暖な ´úõ mbo
涼しい t̄Ce: po
難しい ¯hka: mo
簡単な l̄

˚
a mo

芳しい ´ýı̃ mbo
くさい ´ú@ NẼ:

酸っぱい ¯htCW mo
甘い　 N̄a: mo
にがい ´qhA mo
辛い　 k̄ha tsha
塩辛い t̄sha mo / t̄sha khW

淡白な t̄sha ´őõ
渋い　 ´qhA mo
魚くさい ú̄AP ú@

脂っこい ´ýẽ ka loP

暇な　 k̄hõ mba
忙しい ´Fúe wa
裕福な C̄hWP po
貧しい ´Fúo ma
清潔な t̄sã ma
汚い　 ¯htso: pa
生きている ¯hsõ mbo
新鮮な ¯hsa: Hba
死んだ C̄@

明確な ¯hsa: po
おいしい ´ýı̃ mbo
聞きよい ő̄Ẽ mbo
見よい ´jA: mo /

¯n
˚tha: sa ´jA: mo

うるさい ¯Hãa ú@

つらい ¯hka: lE: ´Ca
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退屈な s̄ã mba ´Hdo:

急ぎの ´Fúe: n
˚tshu: /

´Fúe Ha ´Ca
色とりどりの ú̄ha úha
賢い　 ¯Hg@ pu
愚かな ¯wlW Hgo
正直な ´Hdẽ mba
ずる賢い t̄Chã mba
注意深い ´ý@ mo
和やかな k̄ha ´ődýã mbo
傲慢な ´Na Hdýa: /

´jı̃ ndo: ´da: qe:

適当な ¯n
˚thẽ ka

凶悪な ¯FtsẼ mbo
厳しい ´NẼ mba
遠慮深い ´ndzẽ ndze: ´zo
けちな s̄e: Hna
まじめな ´úo: pa
怠惰な ´húı̃ ma
平凡な ¯H laP ´de mo ´me ji pa /

¯HlaP ´de mo ´me ji ke
行儀のよい k̄ha la ´őE: ke
がんばった ´Hdo ru:

かわいそうな ¯̊őı̃: Hdýe

うれしい ¯Hga:

幸せな t̄Chi: po
平和な ´de mo
悲しい ´duP po
精通した ¯N̊khE: pa
親切な ´ndza: htse
嫌な　 ¯mi nÕ: mo
単独の ¯htCõ htCõ
近所の ő̄e
まあまあ P̄a la pa la
珍しい ¯n

˚sha: bo / ¯n
˚tsha: bo

動詞

愛する ¯Hga:

好きだ ¯Hga:

固定する ¯FúE: / ¯Hdzõ
淹れる ¯hko:

抜く　 ´hpE:

耕す　 l̄O Hdýa
整理する ¯húa Hãi: / p̄a Hãi:
振る　 ¯̊Nũ
負ける p̄hãm
拝む　 ¯FtChAN n

˚tsha:

引っ越す ´nE ¯hpo
移動させる ¯hpo
助ける ´ro: rÃ Ce /

´ro: rÃ ¯HdýA:

結ぶ　 ¯Hdãm
包む　 ¯HjO:

秘密を守る ¯Hba:

保護する ¯hsõN

満腹になる ¯HdýA:

抱く　 ¯ő̊tChu: / p̄u lu ta
掘る　 C̄W

むく　 C̄W

はぐ　 C̄u
剥げる ¯Hgo:

暗唱する ¯wlo la zõ
背負う ¯hpa
断食する ¯̊őo: HnE: ´ndu
比べる ¯HdW:

閉ざす t̄sũm
編む　 t̄ÃN

編む　 ¯htÃN

変わる ´ődýWr

変える ¯HdýWr
病気である n̄a
繕う　 ¯húu
補修する x̄ẽ mba ¯HdýA:

布施する ¯Hdýı̃ mba htõ:

拭く　 ¯ő̊Chi:
拭き消す p̄ha: ő̊Chi:
なぞかけをする

P̄a ta mu t̄a ta
答えを当てる ¯n

˚thi:
踏む　 ő̄A:

参加する ¯ïão / ´ýu:

隠す　 ¯HdA:

掻く　 ¯ï̊úhu:

はさみ込む ¯Ftsu:

検査する ¯FtA:

縫い目を解く C̄i: / ¯hCi:
破壊する C̄i: / ¯hCi:
粉砕する ´ýi:
手で支える ¯htCõ:

撒く　 ¯hse
混ぜる ¯n

˚shẽ:

味わう ´úo wa hta
弁償する ¯htCı̃ mba ¯HdýA:

歌う　 ´le:

騒ぎたてる ´HoP Hãa ¯HdýA:

炒める ¯HNo
けんかする ¯N̊khã ndzeP ´ko
沈む　 ´ge la ´mÃN dz@

ほめる ¯htoP la ¯HdýA:

支える ¯htẼ:

傘を開く k̄ha Chi

完成する ´re: dz@ ´re: /
´lE: tsha:

盛る　 ¯wlu
認める k̄hE: Hle:

清める ´tõ ői: Ci:
食べる ´za
撒き散らす ¯̊No na t̄Chõ
ほとばしる ¯htCÃm
タバコを吸う ´tu wa ¯n

˚thõN

鞭打つ ´HdõN

出る　 s̄h@ la ´ïão
取り出す ´ma: Hle:

日が昇る ´ői ma C̄a:

出てくる s̄h@ la ´ïão
掘り起こす ¯htsa pe:

召し上がる ý̄ı̃ / ¯ő̊tCho:

着る　 ´tCõ
履く　 ´tCõ
穴に通す k̄haP miP ¯Hdýõ
伝承する ´m@ ra ´HdýW ¯ma

ra ¯hte:

伝染する ´Ngo
吹く　 ¯hpW:

吹き飛ばす ¯hpW:

打つ　 ¯HdõN

完全に穴が開く
刺し傷が痛む ¯stsha
急ぐ　 ¯hte:

よじる ¯N̊khE:

間違う n̄o:

答える k̄hE: Hle:

ぶつ　 ¯HdõN

157



アジア・アフリカの言語と言語学　 2

身振りで表す ´lAP Hda ¯HdýA:

狩をする ´r@ tAP ¯HdA:

撃つ　 ´mı̃ nda: ¯HdýA:

当てる p̄hO:

けんかする ´dze mo ¯HdýA:

散らかす ¯hto:

分ける ¯n
˚tho:

倒す　 ¯hto:

引いてくる ¯Hle:

薪拾いをする C̄hi: hkA:

賭ける ´dýE: HdýA:

脱穀する ¯Hju lE: ¯htõN

居眠りする ¯HőeP ho ¯HdýA:

あくびする P̄a the: ¯HdýA:

しゃっくりする P̄iP ka¯HdýA:

開ける k̄ha Che
雷が鳴る t̄ho: ¯HdýA:

持ち歩く k̄hW:

戦争に行く ¯Hma: ¯HdýA:

結び目を作る ´ndWP ta¯HdýA:

いびきをかく
くしゃみする P̄a thi: ¯wo:

世話をする ¯Fúi: / t̄shõN

導く　 ´lam ú̄hri:
かぶる ´ko:

身につける ´ta:

生まれる ¯ï̊úhõ
遅れる ´Ngo / ´ka Ngo ´zo
さえぎる ¯Hgo:

倒れる l̄o:

倒す　 l̄
˚
õ

つき砕く ¯HdõN

裏返す ´Ngu ti ´lo: /
´Ngu ődýu ´lo:

着く　 ¯htse:

得る　 ´rA:

待つ　 ¯Hgo:

地が震える s̄a ¯Ngo:

頭を下げる ¯Ngo HgW:

うなずく ¯Ngo Nge:

点火する ´me mba:

燃える ´mba:

灯す　 ¯ïão ´me mba:

詰め物をする ¯Hdẽ:

しおれる ¯Hői:
落ちる l̄

˚
õ:

釣る　 ¯Hda
転ぶ　 ´Ngu Hãi ´lo:

重ねる ´Hdo / ´Hdẽ
噛みつく s̄u htA
叩き入れる ¯htCANn dze:¯HdýA:

なくす ´hpo:

理解する ´ko
凍る　 ´ő̊tChÃN

凍る　 ´ő̊tChÃN

動く　 ¯Ngi:
読む　 ¯ndu:

ふさぐ ¯n
˚tshõN

渡る　 ´HgE:

切れる t̄ChE:

折れる t̄ChA:

ちぎる ¯htCeP

折る　 ¯htCA:

積む　 ¯htsa ¯hpO:

隠れる ´qa
切り分ける ¯htsa
印を押す ´Hda
飢える ¯htõN

起こる ¯ődýõN

発展する ¯m
˚phe ¯Hdýẽ:

怒る　 t̄shiP pa ´za
誓う　 n̄a: ¯htCe: / n̄a: ¯ptCe:

身震いする ¯nda:

発酵する ¯̊őE:

熱がある t̄sha pa ¯HdýA:

心配する s̄ã mba ¯Hdo:

発芽する ¯htsa: ¯htCe
罰する t̄Cha: pa t̄Ce
翻す　 s̄h@ nO: ´lo:

振り返る ´Hdýo lo: ¯HdýA:

反対する ´No Hgo: ´Ce:

翻訳する ¯HdýW:

反芻する ¯HdEP HdýA:

つむぐ ¯N̊khẼ

放置する ´HýA:

入れる t̄sha hta:

放牧する k̄hE: ma ¯n
˚tshõ

火をつける ´me ¯htõN

飛ぶ　 ¯m
˚phW̃

分かち合う ¯Hgo /
¯Hgwi sa ¯HdýA:

分家する ¯Hgo
分離する k̄ha kha ´zo
分かれさせる k̄ha kha ´zo
狂う　 ¯̊őo
縫う　 ´úu:

手を置く ´tCõ:

適合する ¯n
˚th@̃:

適合させる
腐る　 ´ru:

かぶせる ¯Hjo:

かぶる ¯hka
乾く　 ¯hkãm
喉が渇く ´ðåA:

働く　 ´lE hka: ´lE:

市場へ行く ú̄hõ nõ: ´ïão
風邪を引く t̄Chã z@ ´pho:

あえてする p̄ho:

言う　 ´ze:

告訴する t̄Cu: HdýA:

切り分ける ¯htCE:

切断する ¯htCE:

切ってしまう ¯htCE:

刈る　 ¯htCE:

隔てる ¯HdýA:

靴擦れを起こす ´no:

与える ¯hte:

ついて行く k̄@ htsa: ´tẽ wo
耕す　 l̄o HdýA:

つるす l̄e:

いっぱいである ¯ndo:

計る　 h̄a lÃ:m
雇う　 ´Hla
剃る　 ¯n

˚te:

風が吹く l̄õ ¯HdýA:

つるす ¯FkE:

電気を消す k̄ha HdýA:

関心を持つ s̄hẽ N̊khW ´Ce:

閉める ¯HdýA:

囲い込む ¯HgA:

管理する ´to tam ´Ce:

灌漑する ¯htA:

跪く　 ´pu: mu ¯n
˚tsu:

転がる ´ïãe loP ¯HdýA:

年越しする ´lo sa: t̄õ /
´lo sa: t̄o:

渡る　 ¯HgE:

経る　 ¯HgE:

恥ずかしがる ´No tsha
怖がる ú̄rA
呼ぶ　 ¯mbo:

叫ぶ　 ¯mbo:

溶接する t̄sha loP

飲む　 ¯n
˚thõ
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適切である ¯ï̊úẽ ka
閉じる k̄ha HdýA:

うらむ ¯n
˚tshi pa ´Hza

火であぶる ¯hso
悔いる ´ődýo pa: ´tCeP

こぐ　 ´úW ze t̄õ
描く　 ´ú@
身ごもる ´zu po ´joP

疑う　 ´to pa ´tCeP

払い戻す ¯htCı̃ mba ¯HdýA:

返却する ´pha hte:

交換する ´Hdýe
振る　 ¯̊Nu:

帰る　 l̄o:

思い出す ´úẼ
答える l̄Ẽ de:

破壊する C̄i:
できる C̄e:

混ぜる ¯hse
攪拌する ő̄o:

生きている ¯hso:

支える ¯hso:

手に入れる ¯n
˚tho:

水で混ぜる ´Hdz@

集まる ¯ï̊úh ı̃:
積もる ¯hso:

集まる ´ndzo:

集める ¯n
˚tshũ: / ´ndzo:

搾り出す ¯Fts@:

搾る　 ¯wýo
はさむ ¯Fts@:

覚えている ´úẼ:

預ける s̄a la ´HdýA:

送る　 ¯hku:

うらやむ ú̄hAP doN ´Ce:

忌む　 k̄ha ndze:

締めつける ¯htCı̃: / ´Hdãn
はさむ l̄E:

選び出す ¯ndW

減らす ¯ï̊úh@ / ¯n
˚thẽ

はさみで切る ¯húa
語る　 C̄E:

落ちる ´pA:

交換する ¯Hdýe
交付する ¯húo:

交わる ¯Hãi:
水を引く t̄ChW ¯Hlo:

こげる ¯n
˚tshi:

噛む　 ¯HdE:

教える ú̄hi: / l̄
˚
a:

鳥が鳴く ´tCa ¯hkE: tõN

猫が鳴く ´mõ z@ ¯hkE: tõN

ロバが鳴く ´pu wu ¯hkE: tõN

馬が鳴く ¯hta ¯hkE: tõN

牛が鳴く k̄hE: ma ¯hkE: tõN

犬がほえる t̄Ch@ ´tCõ:

ぶたが鳴く p̄hAP ¯hkE: tõN

羊が鳴く ´ra ¯hkE: tõN

トラがほえる t̄A: ¯hkE: tõN

狼がほえる ´úõ kõ N̄a
呼ばれる ¯mbo:

剥く　 C̄hje
実がなる ´ïãE: bo ¯n

˚tho: /
¯htA:

結氷する t̄Cha ro: ¯N̊khe:

結婚する ´tõ mo ´zo
ほどく k̄ha Che
お金を借りる j̄A:

ものを借りる j̄A:

浸す　 ¯Hbo:

禁じる ¯FkAN Ngo ´Ce:

浸す　 t̄h ı̃
入る　 n̄O: nÃ ´ndzu:

過ぎる ¯HdýW:

びっくりさせる ¯húo:

びっくりする ¯ïão:

救う　 ¯htCõ
住む　 ´Hdu:

挙げる ´htCA:

のこぎりで切る s̄o: le ´HdýA:

完全にする ´ndzo:

巻く　 ¯Hãi:
縮む　 ¯N̊khW̃:

掘る　 ¯hqo
邪魔する ´ðåA:

邪魔させる ¯hqA:

開ける C̄he
沸く　 ´N̊kho:

開く　 ´hkE:

運転する ¯htõN

始める ´Ngo tsõ
開墾する s̄a HgoP ´loP

切り倒す ¯htCe:

切る　 ¯htCA:

見る　 ¯hta
見せる ¯htẼ:

見える ´ri:
医者に見せる ¯m

˚
E ¯hta:

かつぐ ¯FtCA:

暖める ´nde:

頼る　 ¯htẽ:

ぬかずく t̄ChãN n
˚tsha:

咳をする l̄o Ha ´HnA:

渇く　 k̄ha hkõ / k̄ha hkãm
刻む　 ´ko:

賛成する ´ndo:

かじる ¯ïãE:

ボタンをかける ´HãuP kW¯HdýA:

暇である k̄hõ
泣く　 ´NW

引く　 ¯n
˚thẽ:

排泄する ¯htCA: ba ¯htõ
辛い　 k̄ha tsha
漏れる l̄

˚
õ

来る　 j̄õ
引っ張りあげる l̄e:

年をとる ¯HgẼ:

手綱で制御する k̄ha Ftsũ
疲れる ¯hka:

つなぐ ¯n
˚thW:

量る　 ´ődýa:

乾かす ¯Hdẽ:

おしゃべりする k̄ha Hda ´Ce:

裂く　 ´NgE: / N̊kE:

ずぶぬれにする ´Hbõ:

流れる ¯Hdýo:

とっておく ´HýA:

耳が聞こえない P̄õ: / H̄õ:

抱きしめる p̄õ
漏らす z̄A:

混乱する ¯húu:

乱す　 ¯ï̊úhu:

転がす ¯n
˚thu:

日が沈む n̄W:

しびれる ¯Hãẽ:

叱る　 ¯Hdzi:
埋める ´Hba:

買う　 ő̄õ
売る　 ¯Ftsõ
満ちる ´qõ
ない　 ´me:

隠蔽する ¯FqA:

燃え尽きる ´hte:

さえずる ¯hkE: htõ
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唇を軽く閉じる
理解する h̄a ko
触れる ´rA:

研ぐ　 ´HdA:

粉をひく ¯n
˚thÃ:

つかむ l̄E:

持っておく l̄o:

掻く　 ¯ï̊úhu:

できる t̄hu:

凝固する ¯FkA:

絞る　 ¯Fts@:

嘔吐する ¯FtCu:

這う　 ´ődýA:

山に登る ´re la ¯ődýA:

木に登る ¯htCõ ma No ¯ődýA:

叩いて音を出す ¯ődýA:

整列する ¯húA ´Hãi:
派遣する ð̄A:

弧を描く ´Hdı̃ N̊kho: ¯HdýA:

走る　 ¯Hdýu:

茶を入れる ´tCa ¯Hbõ
賠償する ¯htCı̃ mba ¯HdýA:

埋め合わせる ´ma ka ´C@:

身につける ¯htA:

膨張する ¯m
˚phÃ:

衝突する ¯Hda:

木を切る q̄A:

浮く　 ¯Hdı̃:
ほとばしる ¯m

˚pho:

破れる C̄we:

壊れる t̄ChA:

傷つく ´ýi:
壊れる t̄ChA:

壊す　 ¯FtCA:

解剖する C̄A:

敷く　 ¯Hdı̃:
手荒く扱う t̄she mbo ´ko
だます ¯Ngo hko
レンガで造る ¯htsi:
乗る　 ¯ðåo
起きる ´lo:

牽引する ¯ï̊úhi:
負う　 N̄W: tChE:

略奪する ¯ï̊úhõ:N

叩く　 ´Hdo:N

切り刻む ¯htu:

口づけする p̄u ´tCe:

軽んじる ¯n
˚thõ tChõ ´Ce:

要求する ´re: wa ¯htõ
追い出す ¯m

˚phi:
取る　 l̄e:

娶る　 n̄a ma ´s@

行く　 ´ïão
回復する ´úA:

治癒する ´s@

欠ける ´úu:

完全である t̄shÃ:

染める p̄o:

叫ぶ　 ´HW Hãa ¯HdýA:

道を譲る p̄ha la ´tCA:

温める t̄sha mo ´zo
知り合う ´No Ce:

投げる ¯m
˚phẽn

溶ける ´ýW̃

もむ　 ´Hdz@

耐える ¯Hãẽ:

なめす ő̄e:

撒く　 ¯hto:

小便する ¯htCi: ¯htõ
播種する s̄õ ¯ndeP

解散する t̄shõ ndu ´úo:

ゆるめる ´úo:

掃く　 ¯ő̊ChA:

殺す　 s̄e:

ふるいにかける
日にさらす ¯ndẽ:

日向ぼっこする ¯Hde:

稲光が走る q̄A n
˚

õ ´s@

傷つける ¯Hma: ´zo
相談する ´úu ka ´Cu /

´úu ka ´zo
上がる ´ïão
射る　 ¯m

˚phẽ
射止める ¯m

˚pho:

伸ばす ¯htCõ:

伸びる ´úõ po ´zo
成長する ¯htCe
さびる ¯htsa: ´po
腫れ物が大きくなる ¯Hma ´zo
産む　 ¯htCe
腹を立てる ¯htsi pa ´za
残される l̄

˚
A:

昇る　 C̄a:

なくす l̄
˚
A:

させる ¯FtCu:

釈放する ´tõ

試す　 t̄sho Hda ´Ce:

である ´re:

収穫する ¯FtCe:

受け取る ¯ï̊úhõ:

防御する ¯HdW so: ¯HdýA:

守る　 ¯hsõN

髪をとく C̄E:

負ける p̄hã
顔見知りである ´dýW: ´joP

調理される ¯n
˚tshu:

熟れる ¯n
˚tshu:

やせる ¯hkãm
数える ¯hts@

ゆすぐ ¯FúW

衰える ´őa:m
転落する l̄

˚
u:

投げる ¯m
˚phẽ:

かんぬきをする
結びつける ¯FtA:

眠る　 ő̄Ẽ:

寝つく ¯HőeP kho:

吸う　 n̄W

話す　 ¯hCE:

裂く　 ¯hùE:

死ぬ　 C̄@

計算する t̄s@̃

粉砕する ´ýi:
傷つける ¯htCA:

錠をする ¯húAP ´HdýA:

崩壊する ´Hdi:
踏みつける ¯Hdz@

持ち上げる ¯htCA:

涙を流す ´mip tChW ´Cu:

横になる ő̄E:

やけどする s̄A:

逃げる ´úo
物乞いする l̄

˚
õ:

着る　 ´tCũ:

頭痛がする ¯Ngo ´na
蹴る　 ´HdýA:

剃る　 ´ýa
曇りである n̄am ¯n

˚thi:
晴れる n̄Ã ´tõN

夜が明ける n̄@ ¯hse:

暗くなる ¯mW̃n ´lÃ:

なめる ´dA:

担ぐ　 ¯N̊khW:

選ぶ　 ¯nda:
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踊る　 ´úo HdýA:

跳ねる ¯ő̊tChõ:

脈打つ ¯m
˚phAN

貼る　 ¯wdýa:

聞く　 ő̄E:

聞こえる ´ko
止める ¯n

˚tshã ődýo:

知らせる ¯Hda ´HdýA:

盗む　 ¯hkW

投げる ¯m
˚phẽ:

吐く　 ¯hta
押す　 ¯n

˚the:

退く　 s̄h@ htCA: ´HdýA:

飲みこむ ¯mı̃:
引きずる ¯ï̊úW:

脱臼する ¯m
˚phi:

掘る　 ¯hko
曲がる ´Hgu:

曲げる k̄u:

終わる ´tsha:

遊ぶ　 ¯htse
忘れる ¯wdýe
違反する ´Nga
餌をやる ¯wlu:

におう ¯hn
˚

W:

尋ねる ú̄ri:
握る　 ¯ődý@

ふさぐ k̄ha tsũ
吸い込む t̄hẽ:

慣れる ´lu: so
洗う　 ú̄W

好む　 ´Hga:

目が見えない ¯mı̃P ´lo:

下りる ´ma: pA

卵を産む ¯htõN

雨が降る ´mbA:

怖がらせる ú̄A: sa ´m
˚phe:

陥没する ¯Hdi:
捧げる ¯mbo:

慕う　 h̄AP wlÃN

信じる ´ji: tChe:

思う　 ¯FsÃ:

思い出す ´ú@̃
似る　 ´ïãa

消化する ´ýW̃

消える j̄A:

下る　 ¯ődýA:

削る　 ¯HýO:

気をつける ´HzA HzA

笑う　 ¯Hgo: Co:

書く　 ú̄@

下痢する C̄Ã:

目覚める ¯Hői: sE:

恥ずかしがる ´No tsha
休む　 ´NA: so ´Ce:

刺繍する ¯htsA:

学ぶ　 ¯Hdýõ:

燻製にする ¯HdW:

探す　 ¯htsE:

押さえる ¯HnA:

去勢する ¯htCE:

粉にする n̄
˚

W:

かゆい ´za
育てる ¯hso
揺れる ¯Hjo
揺する ¯̊Nõ
噛む　 s̄o ¯n

˚tA
必要である ´go:

引き入れる ¯ï̊úhi:
頼る　 ¯htẽ:

秘密にする ¯mbA:

勝つ　 k̄hE: / ¯pkhE:

迎える ¯FsW

抱擁する ¯wW lW ´tA:

泳ぐ　 t̄ChW htCE: ´HdýA:

持っている ´jo:

出会う t̄hu:

約束する ´úu ka: ´zo
越える ´NgE:

めまいがする ¯Ngu ju ¯N̊khõ:

許可する k̄hE: le:

栽培する ´mo
増える ¯htsa:

刺す　 ¯m
˚pu:

刺しこむ ¯m
˚pu:

瞬きする ¯Hde:

抽出する ¯htsA:

摘む　 ´pE:

立つ　 ´lõ:N

引っ張って開く ¯Hdõ:N

大きくなる t̄Chi bo ´re
かさが増す t̄Chi bo ´re
腹が張る ´Hbõ:

火をつける C̄wo:

風邪を引く ¯ő̊tChÃ:N

召集する ¯n
˚tshuN

探し出す ¯Hőe:

刺す　 ¯HbA:

震える ḡo:

奪い合う ¯ï̊úhoN

蒸す　 ¯Ftso:

知っている ´ko
織る　 ¯n

˚thAN

指す　 ¯n
˚tẽ:

種をまく ´mo
腫れる ¯húõN

煮る　 ¯Ftso
杖をつく ¯n

˚tẽ
願う　 ¯m

˚
o la: ´n

˚tha:

ひっつかむ ´ődý@

振り返る ¯hko:

角を曲がる ¯hko:

移動する ¯N̊kho:

移動させる ¯hko:

詰める ¯Ftsu:

追いかける ¯n
˚te:

準備する ´úa Hãi: ´zo
捉える ¯Hdý@:

ついばむ ¯n
˚thu

行く　 ¯ïão
呪う　 ´m@ Hme: ´thA

中に入る ¯ndzW:

酔う　 ´HdýA:

座る　 ´Hdo:

する　 ´lE:

夢を見る ¯Hői
商売する t̄sho: ´HdýA:

連れる ´ro: pa ´Ce:

仕方　 ´lE: htõN

証明する ¯hpÃ mã ´ndo
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その他の品詞類

のみならず ´m@ tshE:

～を除いて ´te ma t̄o:

ほとんど ´pha: tChe:

もちろん ´lo:

たった今 ´ta tCi
本来的に ¯htsa wa nE:

そして ´dA:N

とても ´úA: mo

まだ　 ´ta: toN

今すぐ ´ta ta ta
～か　 P̄e
一緒に k̄ha tChe
必ず　 ´ja pa to /

´ji htCi ´me nA

～もまた ´jõ:

それから ´te nE:

再び　 ´jÃ l
˚
o:

少なくとも ´na n
˚tha:

～まで ´pa: tu
もっとも ´úA: mo
最後に ¯n

˚tha: ma
突然　 ´m@ shW la ka
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