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ムラブリ関係名称再考*
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Reconsideration of Relationship Terminology of the Mlabri

NIMONJIYA, Shu  ITO, Yuma

This paper aims to provide a unified account on Mlabri relationship terms, 
reviewing previous studies on this subject. In Northern Thailand, there are 
numerous ethnic groups, also generically called chao khao (“hill tribes”) in 
Thai. Most of them were known as farmers, traditionally practicing slash-and-
burn cultivation. An exception to this is the ethnic group called phi tong lueang 
(“spirits of the yellow leaves”), who were known as the only hunter-gatherers 
in the area with a very small population, approximately 400 individuals today. 
They speak an Austro-Asiatic language belonging to the Khmuic branch 
of the northern Mon-Khmer language group and call themselves “mlabri”  
(pronounced /mla bri/ in their language). Due to their distinctiveness 
within the area, they have received great attention from both domestic and 
foreign scholars. Yet the data on the relationship terminology in the previous 
studies, however, does not have high coincidences on several aspects such as 
word forms, meanings and its system. This paper, therefore, shows new data 
on this subject according to our long-term fieldwork and attempts to provide 
a unified account on relationship terminology of the Mlabri by means of criti-
cal examination of the previous studies from anthropological and linguistic 
perspectives. As a result, we identified some characteristics in the relationship 
terminology; for example, the basic set of terms consists of eleven in total; the 
terms to ascending generation from Ego are distinguished by sex but on the 
other hand the terms to descending generation from Ego, as well as in Ego’s 
own generation, are not so; the reference terms for F, M, H, W and C are 
descriptive and cannot be used as address terms but other terms are classifica-
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1. はじめに

タイ北部には「チャオ・カオ（chao khao＝“hill tribes”）」と総称される少数民族が数多く
暮らしているが，そのほとんどがカレン（Karen）やモン（Hmong），ミエン（Mien），ラ
フ（Lahu），リス（Lisu），アカ（Akha）など，焼畑移動耕作を主な生業としてきた人びとで
あるなかで，唯一，狩猟採集を伝統的な生業としてきた人びとがいる1）。タイでは「黄色い葉
の精霊／お化け」（phi tong lueang＝“spirits of the yellow leaves”）2）として知られ，オースト
ロアジア語族・北方モン＝クメール諸語に属するムラブリ語を母語とするムラブリ（Mlabri）
である。対内的自称を「ムラ」（mla＝「人間」の意）とし，対外的自称を「ムラブリ」（mla 
bri＝「森の人」の意，mla＝人，bri＝森）とする彼らは，現在では主に賃金労働や換金作
物栽培に依りながら定住生活を送っているが，それ以前はタイ北部一帯に広がる森で主に狩猟
採集に依った遊動生活を送ってきた。ラオスには20名ほどがいると報告されているが［Chazée 
2001; Schliesinger 2003］，最も人口が多いとされるタイでも全人口僅か 400人程であること
から，世界の中でも極めて小規模な民族集団のひとつであると言える3）。なお，タイ政府の公

tory and can be used as address terms; F, M and Ego are the important criteria 
to determine which terms are applied appropriately; and so forth.

1. はじめに
2. ムラブリ関係名称に関する留意事項
3. 上世代
　3.1. オヤのオヤ（PP）
　3.2. チチ・ハハ（F/M）

　3.3. オジ・オバ（PG）

　　3.3.1. 父方オジ・オバ（FB/FZ）
　　3.3.2. 母方オジ・オバ（MB/MZ）
4. 同世代
　4.1. 配偶者（H/W）

　4.2. キョウダイ（G）

　4.3. キョウダイの配偶者（GE）

　4.4. イトコ（PGC）

5. 下世代
　5.1. コ（C）

　5.2. コの配偶者（CE）

　5.3. オイ・メイ（GC）

　5.4. マゴ（CC）

6. 考察

1） タイ国には，タイ国のマジョリティを形成するタイ族とは民族的・文化的・言語的に異なる民族集
団が多数いる。その中で，タイ政府が「チャオ・カオ（「山地民」）」と公式に認めてきたのが，カ
レン，モン，ミエン，ラフ，リス，アカ，カム，ティン，ルア，ムラブリの 10民族である。なお，
タイ国におけるタイ山地民の歴史的概略については綾部［1993］を，近年の法的地位に関する動
向については片岡［2013］を参照されたいが，ムラブリは他の山地民とは全く異なる歴史を歩ん
できたため，それについてはNimonjiya［2015］を参照されたい。

2） 「ピー・トン・ルアン」というムラブリの他称は，タイ国外では“spirits of the yellow leaves”（phi 
tong lueang＝黄色い葉の精霊／お化け）として定着しているが，タイ語のニュアンスを踏まえると，
タイ語の「ピー（phi）」は「精霊」よりも「お化け」と訳した方が適切であり，概してこれは蔑称
である。このような訳語の誤りは，ベルナツィークがタイ語の phiをドイツ語で“geister”と訳し
て民族誌を著し，英語では“spirits”と，日本語では「精霊」と訳されたことによる。

3） 資料が著しく不足しているため事の真偽は不明だが，中国とラオスに挟まれたビルマ・シャン州
の最東部にもムラブリがいると報告されている［The Lahu National Development Organization 
2005］。なお，近年行われた遺伝子学的調査は，ムラブリが 500から 800年前に小規模な農耕 ↗
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式見解では，ムラブリは 20世紀初頭にラオスからタイに移住してきたとされており，先行研
究でもこの見解は支持されている［e.g. Boeles 1963: 153; Trier 2008: 28］。しかし当時のタイ
中央政府はビルマやラオスと国境を接するタイ北部の国境地域を管理する行政システムも持っ
ておらず，加えて 1886年にタイ人エリートであるプラチャーカディキットによって書かれた
短い論文には，ムラブリが「ピー・パー（phi pa＝森の精霊／お化け）」として登場すること
から［Thongchai 2000: 45］，ムラブリは少なくとも 19世紀後半からタイとラオスの国境を中
心とした地域で生活してきたものと思われる。
しかしムラブリと同じオーストロアジア語族に属し，古くからこの地域で暮らしてきたカム

（Khamu）やティン（H’tin），ルア（Lua）が平地社会に混入・同化してきたのに対し，ムラ
ブリは比較的高い社会文化的自律性を保持してきた。その理由として，他民族による殺戮やレ
イプといった恐れの記憶から［Trier 2008: 50; 53; Chazée 2001: 9］，部外者との接触を極力避
けようとする性向が挙げられる4）。このような性向は，現在でもしばしば耳にする“mla hak 
mla, kwr hak kwr”という言葉にも端的に表れている。直訳すれば「ムラブリはムラブリで，
部外者は部外者だ」だが，意訳すれば「ムラブリは部外者と共に在ることはない／あってはな
らない」となる。そのためムラブリは族内婚を基本とし，他民族との通婚は基本的にない5）。
「モンゴロイド（黄色人種）の採集狩猟民として現存している僅かな例」［大林 1968: 4］や
「東南アジアで最も興味深く，またほとんど知られていない人びと」［Schliesinger 2003: 187］
として高い関心を集めてきたムラブリだが，先の理由から研究者との接触をも拒んできたため
に，ムラブリに関する学術的研究の蓄積は決して厚いものとは言えない。そのような状況の
中で特に学術的価値が高いものとして，1930年代中頃に調査を行ったオーストリア人民族学
者であるベルナツィークによる民族誌的研究［ベルナツィーク 1968（1938）］や，1960年代
前半にタイ王室の後援により設置されたタイ国内の学術研究機関であるThe Siam Societyに
よって派遣された，タイ人研究者であるニンマンヘミン率いる調査チームが行った調査研究
［e.g. Nimmanahaeminda & Harland-Swann 1962; Boeles 1963］，1970年代中頃から 1990年
代前半にかけて調査を行ったデンマーク人人類学者であるトゥリアによる研究［Trier 1981; 
1992; 2008］，そして 1980年代前半から中頃にかけて調査を行ったタイの民族考古学者である
プーカチョンと彼が率いた調査チームによる調査研究［Pookajorn 1985; Pookajorn and Stuff 
1992］などがある。

↗ 集団から分化し狩猟採集に再適応（reversion）した人びとであることを示唆しており［Oota et 
al. 2005］，これに対しては疑問も付されているものの［Waters 2005］，ムラブリが「連続的採食民
（continuous foragers）」ではなく「再分化的採食民（respecialized foragers）」であるという見解
を支持するものであった［Endicott 1999］。また近年行われた他の遺伝子学的調査では，言語学的
にも近隣にあるとされるティンと遺伝子的に近隣であるとされ，共通の祖先をもつことが指摘され
ており［Xu et al. 2010］，カムとティンとムラブリの遺伝子学的関係に注目した研究でも，ムラブ
リがカムとティンのいずれかと，あるいはいずれとも共通する起源にある可能性を指摘している
［Kampuansai et al. 2012］。

4） そのため部外者の存在を察知するとムラブリはすぐさま家財道具一式を持って森の奥深くへ身を隠
していたが，森に入った部外者が目にするのは，人間が暮らしていたであろう，バナナの葉が掛け
られた簡素な風除けと焚き火の跡といった僅かな証拠だけで，実際にムラブリの姿を見る機会がほ
とんどなかった。これはムラブリが「黄色い葉の精霊／お化け」と呼ばれる由縁でもある。

5） トゥリアもまたこのことに同意しているものの，極めて稀な事例としてムラブリ男性とモン女性と
の通婚について報告しており［Trier 2008: 43］，またリシェルもティンとの通婚について報告して
いる［Rischel 2007: 27］。しかし族内婚は最も望ましい理念として強調され，族外婚は極めて少ない。
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しかしながら，これら複数の研究者が提示する基礎的なデータ，とくに関係名称に関して
は随所に大小さまざまな相違点が認められ，それらは筆者らのデータとも一致しない点が多
い。そこで本稿は，先行研究の批判的検討を通じてその不備を補うとともに，ムラブリの関
係名称の統一的見解の提示を第一義的な目的とする。そのため，関係名称の体系については本
稿の最後で若干の考察を行うものの，それらがどのような社会規範を含意し，社会生活におけ
る行為を規定ないしは方向付けているのか，また離婚や再婚，死別などによって関係名称がど
のように変化するのかといった問題群については，別稿で改めて検討するつもりである。ま
た，先行研究と筆者らが提示するデータには音素表記に多少なりとも違いがあるが，本稿では
それら音声レヴェルの相違を逐一検討することはせず，あくまで語彙レヴェルの相違に分析の
重点を置くこととする。なお，各先行研究によって関係名称体系の提示方法が異なるため，個
別の名称の記述においては混乱を避けるためイニシャル法を用いることとする（P=parents，
F=father，M=mother，B=brother，Z=sister，G=sibling，E=spouse，S=son，D=daughter，
H=husband，W=wife，C=child，e=elder，y=younger）。
では，本稿の添付資料についてここで簡単な説明を付しておきたい。まず，表 1は筆者らの分

析によるムラブリ語の音素目録である。本稿で扱う 3つの先行研究（スップセーン［Suebsaeng  
1992］，パイヤプロム［Paiyaphrohm 1990］，トゥリア［Trier 2008］）の内，パイヤプロムと
トゥリアはスラッシュ（/ /）で語形を囲っており，音素表記であると判断できるが，スップセー
ンはブラケット（[ ]）で語形を囲っているため，音声表記と判断せざるをえない。言語学一
般では音素表記が求められること，そして煩雑さを避けるため，本稿ではスップセーンの論考
と同書に所収されているタイ人言語学者のトーンカム［Tongkum 1992］の音素表記に基づき
スップセーンのデータを修正した。加えて音素表記で記述している他の先行研究も記述が統一
されていないため，筆者らの音素表記に基づきデータを修正した。これら先行研究と筆者らの
表記の違いについては表 2を参照されたい。なお，必要に応じて音声表記も用いるが，その際
はブラケット（[ ]）に囲って示す。
全ての表記を音素表記に修正した上で，先行研究と筆者らの調査で得られたムラブリの関係
名称を一覧としてまとめたのが表 3である。調査が行われた年とデータが発表された年との間

表 1．ムラブリ語音素目録

子音
p, pʰ, b, b, t, tʰ, d, d, c[], j[], k, kʰ, g, ; m, ʰm[ ], n, ʰn[], , ʰ[ ], , ʰ[]; r, ʰr, l, ʰl;s, , 
h; w, w, y[j], y[j]

母音 i, e, , a, , o, u, , , 

表 2．ムラブリ語表記対照表

Trier（2008） Suebsaeng
（1992）

Tongkum
（1992）

Paiyaphrohm
（1990）

Nimonjiya & 
Ito

声門閉鎖音  ?   
硬口蓋わたり音 y j j j y

歯茎有声破擦音 j —   j

歯茎無声摩擦音 ch s ch  s

軟口蓋鼻音 ng    
歯茎無声鼻音 hn hn  hn ʰn

非円唇半狭後舌母音     
有気閉鎖音 kh kh kh kh kʰ

音節境界 . — — — .
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表 3．ムラブリ関係名称一覧

Trier（2008） Suebsaeng（1992） Paiyaphrohm（1990） Nimonjiya & Ito
Generation+3
PPP ― — — ta/ya
Generation+2
FF ta/sak.km.ruc tak ta ta
FM ya/droy ak ya ya
MF ta/sak.km.ruc tak sak ta sak ta
MM ya/droy ak sak ya sak ya
Generation+1
F mm/jyo mm mm ak jio
M m/uy/mlʰ m m ak uy
FeB ta madi yo madi yo ta
FeZ ya madi lu.uh madi lu.uh ya
MeB ta ban.ʰn ban.ʰn ta
MeZ ya ban.ʰn ya ya
FyB di tʰoy kr roy kr di
FyZ di tʰoy tun roy tun di
MyB di ban.ʰn ban.ʰn di
MyZ di ban.ʰn ya di
FeBW ya — — ya
FeZH ta roy — — ta
MeBW ya roy — — ya
MeZH ta roy — — ta
FyBW di n/di kʰy[sic] — — di
FyZH di n — — di
MyBW di n — — di
MyZH — — — di
F in-law mm tʰaw — — ak jio my
M in-law m tʰaw — — ak uy my
Generation+0
H la kra la ak la
W myu mi my ak my
eB di/di br di yo di yo di
eZ di/di br di lu.uh di lu.uh di
yB roy/roy br tʰoy yo roy yo roy
yZ roy/roy br tʰoy lu.uh roy lu.uh roy
eBW di br/yo tab — — di/yo/kʰy
eZH br/di br — — di/kʰy
yBW roy br/yo — — roy/yo/kʰy
yZH roy br/roy baw — — roy/kʰy
FeBC no madi yo l di yo w di
FeZC — madi lu.uh l di lu.uh w di
MeBC — — — di
MeZC — — — di
FyBC — tʰoy kr l roy yo w roy
FyZC — tʰoy tun l roy lu.uh w roy
MyBC — — — roy
MyZC — — — roy
Generation-1
C w l w/t ak w
S w yo l yo w yo ak w yo
D w uy l lu.uh w lu.uh ak w lu.uh/ak w uy
SW w man kʰy kʰy kʰy/yo
DH khy/roy khoy kʰy kʰy kʰy
eGC — — — roy
yGC — — — n
Generation-2
CC, CCG n n — n
CS — — n n yo
CD — — m.ro n lu.uh/n uy
Generation-3
CCC — — — n

* P=parents, F=father, M=mother, B=brother, Z=sister, S=son, D=daughter, G=sibling, C=child, H=husband, W=wife, 
e=elder, y=younger
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には時間差があるため，ここでは左から右へ，データが古いものから新しいものへと配置して
ある。予め興味深い点を記しておけば，最も古いデータであるトゥリアと最も新しい筆者らの
データとの間に高い類似性を認めることができ，1980年代に調査を行ったスップセーンとパ
イヤプロムのデータの間に高い類似性を認めることができる。そして表 4は筆者らの調査デー
タを基に関係名称とその指示対象をまとめて一覧にしたものである。図 2はムラブリ関係名称
を簡単に図式化したものであり，ここでは親族に限らず社会成員に対して名称がどのように適
用されるのかについても示している。また，文法的・用法的に異なる名称（reference term）

と呼称（address term）を区別することは関係名称の性質を明確にする上で必要不可欠である
が，これについては各項目にて適宜言及するものの，ムラブリの関係名称体系を考える上で両
者の違いは極めて重要であるので，表 5にまとめた。最後に，本稿で用いる資料はナーン県ウィ
アンサー郡メーカニン区に所在する，約 200人のムラブリが定住生活を送るフアイ・ユアッ
ク村（Ban Huai Yuak）での長期の実地調査に基づいており（図 1），主にムラブリ語を調査
言語とし，補足的にタイ語を使用した6）。

2. ムラブリ関係名称に関する留意事項

議論を進めるに当たって，各先行研究の間に，また先行研究と筆者らの調査研究との間に認
められるデータの不一致について，さらにはムラブリを対象とした調査上の困難について，予
め言及すべき留意事項について述べておく。
既述したように，先行研究が提示する基礎的なデータ，とくに関係名称に関しては随所に大
小さまざまな相違点が認められ，それらは筆者らが集めた調査データとも一致しない点が多い。

6） 二文字屋は 2012年 4月から 2014年 3月にかけて計 24ヶ月に渡る長期の実地調査を行い，伊藤は
2013年 9月から 2014年 1月まで断続的な実地調査を行った。なお，本論文の執筆にあたっては，
著者の間で以下のような分担を行った。二文字屋は，主たる調査，人類学的分析（本稿の考察部分，
先行研究の人類学的評価），本稿の全編に渡る執筆作業を担当した。伊藤は，調査の補助，言語学
的分析（音素分析，意味分析，先行研究の言語学的評価），執筆の補助を担当した。

表 4．関係名称と指示対象

ta PPF, PF, PeB
ya PPM, PM, PeZ

ak jio F
ak uy M
ak la H
ak my W

di eG, PyG, PeGC
roy yG, PyGC

ak w C
khy GE, CE
n CC, CCC

表 5．名称と呼称

FF/MF 
FeB/MeB

FM/MM 
FeZ/MeZ F M H W FyG/MyG/

FeGC/MeGC/eG
yG/FyGC/

MyGC C CE CC

名称（reference term）
ta ya

ak jio ak uy ak la ak my
di roy

ak w
kʰy n

呼称（address term） mm m s.kʰt s.kʰt im.ro
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その主な理由として，まず，ムラブリ語以外の言語が主な調査言語として使用された可能性や，
聞き間違いや表記違いの可能性など，調査者側の問題を挙げることができる。例えば，ムラブ
リの関係名称について比較的体系的にまとめているスップセーン［Suebsaeng 1992］，パイヤ
プロム［Paiyaphrohm 1990］，トゥリア［Trier 2008］のうち，タイ国出身のスップセーンと
パイヤプロムは調査言語として主にタイ語ないしは北タイ語を使用していたことが推定され，
トゥリアは実際に英語とタイ語の通訳を介して調査を行っていた7）。また，トゥリア自身が明

7） パイヤプロムとスップセーンは調査言語について明記していないが，パイヤプロムは 1986年から
1989年にかけて 1週間から 1ヵ月に渡る短期調査を計 5回行い，一方，スップセーンは 1982年
10月から 1983年 3月，そして 1985年 10月から 1986年 10月にかけてプレー県とナーン県の 3
つの地域にて断続的な調査を行った。なお，トゥリアによれば，1980年まで数人のムラブリのみ
が北タイ語を話すことができたというが，その後，労働者として他の山地民に雇われる過程で多く
のムラブリがタイ語を習得したという［Trier 2008: 12］。

図 1．タイ北部・ナーン県とプレー県におけるムラブリの居住地（Nimonjiya 2015）

図 2．名称の簡略的モデル
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かしているように，名称と呼称を混同してしまうといった調査者側の問題に加え，ムラブリの
関係名称にはいくつかの基本的な語彙しかないために，様々な状況を説明する際に大きな個人
差が出てしまうこと，さらに複雑な関係に対してムラブリは名称ではなく文で説明することな
ど，ムラブリの関係名称の調査には一定の困難が付きまとう［Trier 2008: 45］。もちろん，こ
れはムラブリの調査に限ったことではないと思われるが，筆者らも調査中に同様の経験をした
ことがあったため，調査言語の問題と合わせて十分に考慮する必要がある8）。
他方，調査対象が異なる方言集団であった可能性や，他言語の影響を受けて関係名称が変化
した可能性なども，先行研究とのデータが一致しない理由として挙げられる。例えば，1980
年代前半から 2000年代前半にかけてタイとラオスでムラブリ語の調査を行ったデンマーク人
言語学者のリッシェルによれば，ムラブリ語には語彙やイントネーションの違いから少なくと
も三つの方言（A方言，B方言，C方言）があり［Rischel 2007: cf. 1995］，ユンブリ（Yumbri）
と自称する集団を調査したベルナツィークの調査対象が C方言に分類されるように，全ての
先行研究が同一の方言集団を対象としていたと安易に判断することはできない。また，ムラブ
リがモンやミエンといった他の民族集団や高地タイ人と沈黙交易や物々交換を通じた関係を結
んできた歴史的事実を踏まえた場合，ムラブリの関係名称が他民族の言語から影響を受けて変
化した可能性も大いに考えうる。そこで本稿では，先に挙げた三つの先行研究を扱う。それは
筆者らが調査対象とした方言集団（A方言）の移住歴等を考えた場合，スップセーンとパイヤ
プロムの調査対象が本稿の調査対象と同一の方言集団に属する集団であると考えられること，
またトゥリアはタイ北部での調査期間中に，身体的・言語的に異なる婚姻関係を持たない 2つ
の集団（A集団，B集団）に出会っているが，彼の収集した語彙集と筆者らのデータを照合す
ると，トゥリアのいう A集団が本稿の調査対象と同一であると確認できることに依っている。
しかしながら，仮にこれらの点を差し引いたとしてもなお，ムラブリの関係名称を調査する
に当たって十分に留意しなければならない点がある。それは個人差，より正確に言えば各イン
フォーマントの間に認められる知識の差である。例えば，ある関係名称に対して異なる 2つ
の語彙があった場合，あるインフォーマントはそれを古語と新語の差であると説明し，別のイ
ンフォーマントはどちらも同じであると説明し，また別のインフォーマントは人によって使用
される語彙が違うと説明するように，個人によって説明の仕方は大きく変わってくる。そして
こうした調査研究上の困難を更に難しくしているのは，知識の差が世代の差によるものである
と単純には判断できないという点である9）。知識をめぐるこの問題はより多くの議論が必要で 

8） パイヤプロムとスップセーンの論文を扱う上で，極めて重大な研究倫理上の問題の可能性があるこ
とを予め指摘しておきたい。本稿で扱う彼らの論考はいずれも英語で書かれたものだが，1990年
にマヒドン大学文学部に提出された修士論文であるパイヤプロムの論文と，1992年に書かれたスッ
プセーンの論考には，あまりにも酷似した箇所が散見される。スップセーンは 1980年代にタイ語
でムラブリに関する論文を既に発表しており［Suebsaeng 1984; 1985; 1988］，本稿で扱う 1992年
の論考は，その中でも 1988年に書かれたものを直接英語に翻訳したものであると思われるが，不
可解なことに，英語翻訳が出る 2年も前に提出されたパイヤプロムの論文と酷似ないしは完全に一
致する文章が散見される。したがって提示されたデータもまたそのような疑いがあり，関係名称に
関する両者のデータがトゥリアや筆者らのものに比べて極めて類似した内容となっていることもそ
の疑念を更に深くしている。しかし一方で，それぞれのデータには差異も認められるため，関係名
称に限り，本稿では両者の論文を独立したものとして扱うこととする。

9） 例は異なるが，1960年代にムラブリを調査したニンマンヘミンらは，ムラブリは罠猟の方法を知
らないと記していたが［Nimmanahaeminda 1962: 172; Boeles 1963: 145］，プーカチョンの指揮
のもと，1980年代に調査を行ったチャナンは，調査対象であったムラブリは藤を使った罠猟を行っ
ていたと記している［Vongvipak 1992: 94］。もちろん，20年間の間にムラブリが他民族から ↗
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あるためここで詳しくは触れないが，少なくともその主な要因として，ムラブリの伝統的な社
会組織がいわゆるバンド（band）であったことが挙げられるだろう。ムラブリの場合，一つ
のバンドは 2～5の核家族（合計 10～25人）で構成され，少なくとも 1980年代前半，1つの
バンドは 30キロ平方メートルの範囲内を 5～10日ごとに移動し，他のバンドから 2キロほど
離れたところにキャンプ地を設置していた［Pookajorn 1992］。また一般的にムラブリのバン
ドは父系バンドであると紹介されているが［田辺 1994; cf. ベルナツィーク 1968（1938）］，確
かにバンドの構成が父系的な傾向をもっていたものの，それはあくまで傾向であり，実際には
あらゆる個人も家族も他のバンドに自由に加わることが可能であった［Trier 2008: 31］。加え
て，ムラブリの離婚・再婚率は相対的に高く，少なくとも女性は 3回以上，男性は 4回以上
もの再婚を経験していた［Trier 2008: 49］。離婚の際，子供がまだ幼ければ母親が引き取るが，
子供が一定の年齢に達していれば，父親と母親どちらと暮らすかは自分で選択し，両親から離
れて暮らすことも可能である。こうした極めて柔軟性ないしは可変性に富む集団構成によって
生み出される複雑な人間関係の中で，各成員は様々な知識を獲得してきたと思われるが，小規
模に散在しているために，経験や知識の継承には大きな個人差が生まれたと考えられる。その
ため，先行研究にはない語彙が調査中に新出したり，回答が複数あったりと，どれが最も蓋然
性の高いものなのか，極めて判断がつきにくいことがある。そこで本稿では，先行研究では言
及されていないものや現在ではほとんど使用されない語彙について触れつつも，現在最も一般
的に使用される語彙を関係名称として提示し，最も一般的な説明を筆者らの見解を加えつつム
ラブリの関係名称として提示し考察することとする。

3. 上世代

3.1. オヤのオヤ（PP）
PFに対する名称は taであり，PMに対する名称はyaである。他の世代の関係名称に比べて，
エゴにとって祖父母に当たる二世代上に対する名称は，筆者らが収集したデータと先行研究と
の間に大きな差はない。PFに関しては，スップセーンのみに細かな表記違いが認められるも
のの，他は共通して ta/yaが記録されている。
トゥリアは PFに対して sak.km.rucを，PMに対して droyを重ねて記録しているが，筆者
らはこれらが名称であることを確認する事は出来なかった。sak.km.rucについて複数人のイン
フォーマントに聞いてみたが，例外なく「老人」を意味する sak+im.ro（体＋子）と混同さ
れてしまうことからも，トゥリアの聞き間違いである可能性が高い。また，droyに関しては，
残念ながら複数のインフォーマントから「知らない」という回答しか得ることができず，調査
中，筆者らも耳にすることはなかった。しかしあえてこの語彙を誤りと仮定しその理由を説明
をするならば，di roy（～の年下のキョウダイ）を聞き間違えた可能性を考えることができる。
diとは，「～の」という所有形式であり，“oh（私）di（の）bra（犬）”のように日本語でいう「の」
の用法に極めて近い。したがって複雑な関係に対してムラブリは文で説明してしまうとトゥリ
ア自身が述べているように［Trier 2008: 48］，“oh（私）di（の）roy（年下のキョウダイ）”を
聞き間違えた可能性は十分に考えられる。また，もう 1つの可能性として，丁寧な発音を聞き
間違えた可能性を音声学的な見地から指摘できる。語頭の歯茎震え音 [r]は，その発音構造上，

↗ 罠猟に関する知識を得たことも十分に考えられるが，しかしこのことはまた，各集団が異なる経験
を持ち，それによって知識に差が出てきたと考えることの必要性も示している。
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丁寧に発音しようとした場合 [dr]と発音される場合がある。そのため語彙の聞き取り調査に
おけるインフォーマントの丁寧な発音を [dr]を誤解した可能性がある。
他方，スップセーンとパイヤプロムはいずれも FF/FMには ta/yaに相当する語を提示し
ているが，MF/MMに対してはトゥリアと筆者らとは異なるデータを提示している。つまり
スップセーンは tak sakと ak sakを，パイヤプロムは ta sakと ya sakを提示している。sakは 
「体」を意味する語であると同時に英語のmyselfに当たる再帰代名詞としても使用される語で
あり，加えてムラブリの個人名にも用いられることから，単純な聞き間違いであると考えられ
る10）。
以上から，PFに当たる名称は taであり，PMに当たる名称は yaであると考える。なお，

これらの語は名称としてだけでなく呼称としても用いられるが，その場合，それぞれの語彙
の後に相手の名前をつけて用いるのが一般的である。また，二上世代以上の PPPなども全て
ta/yaが用いられる。

3.2. チチ・ハハ（F/M）
F/Mの名称において，先行研究の間で大きな違いはない。トゥリアとパイヤプロムは mm/

mを，スップセーンはmm/mをそれぞれ提示している。筆者らの音素表記に基づけば，トゥ
リアとパイヤプロムが表記の上では正しいが，しかし一般的にこれは名称ではなく，呼称であ
る。「一般的に」としたのは，キョウダイ間で F/Mに言及する場合，mm/mが名称として
使用されるからである。
さて，これら mm/mに加えて，トゥリアは jyoを Fの名称として，uyをMの名称と
しているが，筆者らの観察では，これらは F/Mを指示する名称ではない。jyoは正しくは
jioだが，これは「男性」11）を表す普通名詞であり，uyもまた「女性」を表す普通名詞である。
これらの語は定冠詞や所有形式を伴う場合にのみ，それぞれ F/Mを表す名称として機能する
ことが分かった。ここでいう所有形式とは，「私の～」を意味する okや「あなたの～」を意
味するmkといった所有代名詞，そして「～の」を意味する diや，「持つ」を意味する pといっ
た所有表現，そして名詞に前置して定性を表す定冠詞の akである12）。つまり，jioと uyは
単体では F/Mを表す名称として成立しないため，トゥリアの記述はその点で間違いであると

10） スップセーンは FMを akと表記しているが，これはラオ語で FMに当たる aaの聞き間違いと
思われる。

11）  jioは「男性」の普通名詞である yoの派生語であると考えられる。筆者らの観察では，ムラブリ
語において，yoの頭子音である硬口蓋わたり音が，前に別の要素が現れるとき，より舌と硬口蓋
の接近を強めた発音である有声硬口蓋摩擦音ないし有声硬口蓋破擦音としてしばしば発音されうる
ことが分かっている。例えば，ya（PM）は前に定冠詞がある時，[ak a]もしくは [ak ia]
と発音されることがある。ただし，ya単独では [a]と発音されることはない。したがって jio
と yoの関係も yaに見られる [ja]と [a]，[ia]の関係と並行的であると考えられる。なお，
筆者らはこの推定の利点を少なくとも 2点挙げることができる。1つ目の利点は，ak jio（F）と
ak uy（M）が，共に「定冠詞＋男／女」から構成される整合的な体系をなすという解釈を提示
できる点である。そして 2つ目の利点は，jioが単独で現れないことを説明できる点である。つま
り，jioは yoが前部に別の要素を持つ時のみ現れる形式に由来すると想定し，その由来から単独
で現れることがないという特徴も予想しうるからである。ただし，jioと yoの関係を共時的にど
のように分析するのが妥当であるかは，本稿の論旨から外れるため別稿に譲ることとしたい。

12） ok（「私の～」，cf. oh「私」）や mk（「あなたの～」，cf. mh「あなた」）などの所有形式と同様に，
定冠詞の akは一人称双数形の人称代名詞 ah（「私たち二人」）から派生した形式である。一人称
双数形の所有を表す意味，すなわち「私たち二人の」という意味でも用いられうるが，定冠詞とし
ての用法がより多く観察される。
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いえる。本稿では，F/Mの名称を定冠詞 akを伴った ak jio/ak uyの形を代表させて提示
する。ak jio/ak uyは，誰のF/Mであるかは文脈によってのみ理解される性質のものであり，
その点最も一般的な F/Mの名称と考えられるからである。
なお，トゥリアのみがMにあたる別の名称として mlʰを重ねて記録している。筆者らの

調査では，mlʰは eGの diや yGの royなどの後ろについて「女性」を表す語である。「女性」
を表す点で uyと同じであるが，定冠詞などをmlʰに付けてもMを意味することはない。よっ
て，mlʰをMの名称とするのは誤りである13）。
先行研究ではトゥリアのみが parents-in-law，すなわち配偶者のチチ・ハハ（EF・EM）の

名称として，それぞれ mm tʰawと m tʰawを挙げている［Trier 2008: 45］。tʰawとは「灰」
や「灰色」を意味する語であるが，mm tʰaw，m tʰawという表現は観察できなかった。筆
者らの調査では，ak jioと ak uyそれぞれの後部に「妻」を意味する myを付けて，ak 
jio my（EF）/ak uy my（EM）という表現が確認された。myは「妻」を表す語と同形で
あるが，エゴが女性である場合も，EF/EMには ak jio my/ak uy myがそれぞれ名称と
して用いられる。なお，ここで興味深いことは，離婚率・再婚率が相対的に高いムラブリにお
いて，継父（step father）と継母（step mother）にも同じ語が当てられているということで
ある。すなわち，継父と継母には，EFと EMと同じ ak jio myと ak uy myが同様に適
用されるということであり，ムラブリの関係名称は parents-in-lawと step parentsを区別しな
いということになる14）。しかし，これはあくまで名称上での区別であり，呼称という観点から
言えば，ムラブリは ak jio my（EF/step father）と ak uy my（EM/step mother）に対し
ても F/Mに対する呼称と同じ mm/mを用いる15）。

3.3. オジ・オバ（PG）
一世代上の関係名称で先行研究と筆者らのデータに最も大きな差異が出るのは PGである。
まず FB/FZについて議論し，次節でMB/MZについて議論する。

3.3.1. 父方オジ・オバ（FB/FZ）
PPと同様，トゥリアと筆者らのデータが近く，一方でスップセーンとパイヤプロムのデー
タが近い。トゥリアと筆者らは，PGが Pよりも年上であるか年下であるかという相対年齢に
よって異なる名称を用いる体系を記録している。一方で，スップセーンとパイヤプロムは父方
／母方によって異なる名称を用いる体系を提示している。具体的には，トゥリアと筆者らは
父方／母方に関わらず PeBを ta，PeZを yaとしているが，スップセーンとパイヤプロムは
FeBを madi yo，FeZを madi lu.uhとしている。トゥリアと筆者らのあげる FeBの ta，
FeZの yaは，それぞれ PFと PMと同じ形式であり，（3.1. 参照）この語形の一致はムラブ

13） 別の箇所でトゥリアは mlʰを（elder）females-in-lawであるとも記しており［Trier 2008: 48］，
記述の一貫性に欠ける。いずれにせよ，この語は単体では使うことができないものである。

14） 継父・継母の後部にある myは「妻」を表す語と同形であり，配偶者のチチ・ハハと継父・継母
が同じ語で表されるという点は極めて興味深い事例であると同時に，なぜ継父と継母は妻の親では
ないにも拘らず myという語が使用されるのかという重要な問題を提供している。これは myと
いう語の意味そのものに関連する重要な論点であるが，筆者らはこれに関する説明をまだ用意でき
ておらず，今後の課題としたい。

15） 筆者らは ak jio myと ak uy myの古語として，ak jio ʰr.layと ak uy ʰr.layを収集したが，
ʰr.lay単独での意味は回答を得ることができなかった。
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リ語の関係名称の体系を論じるにあたって重要である（6. 参照）。スップセーンとパイヤプ 
ロムのあげる名称は，madiという共通部分と，yo/lu.uhに分けることができる。前部の
madiは，筆者らの調査では，後述する diと同じく eGを表す語である。ただし diとは異
なり，madiは単独では使用できず，okや mk，あるいは diといった所有形式を伴うこと
が求められる。しかし，現在 madiは日常的に用いられることはなく，聞けば答えてくれる
程度のものであり，eGを表す名称としては diの方が使用頻度は遥かに高い。また，後部の
yoと lu.uhはそれぞれ「男性」と「女性」を表す語である。性別の特定されていない名称に，
これらの「男性」，「女性」を表す語を付け加えて性別を明示することが可能である。
さて，スップセーンとパイヤプロムは FyBに対してそれぞれ tʰoy kr/roy krを，FyZに

対しては tʰoy tun/roy tunをそれぞれ当てている。まず，スップセーンによる tʰoyの表記だが，
これは単なる royの表記ミスであると考えられる。ここで引用している彼の論考はタイ語で書
かれたもの［Suebsaeng 1988］を後に英語［Suebsaeng 1992］に翻訳したものであり，いず
れもタイ語表記では tʰoy（โธย）となっているが，これよりも以前にタイ語で書かれたスップセー
ンの論文［Suebsaeng 1985］には，tʰoy（โธย）ではなく roy（โรย）と表記されていることを確
認した。つまり，ธ /tʰ/と ร /r/はその字形が似ていることから，どこかの段階で誤って転写さ
れ，royが tʰoyと表記されてしまったと考えられる。したがってスップセーンのデータを正確
に表記した場合，tʰoyは royとなり，パイヤプロムのものと同一となる。また，両者はいずれ
も FyBに対して roy krを当てているが，krという語を筆者らは観察できなかった。ここ
では，krは rの間違いであると考える。事実，スップセーンはHを表す laを kraと
記録しており，[]を [k]と聞き間違えている。また，Wを表す myを miと記録しており，
これも []を []と聞き間違えている。つまり krは rの聞き間違いである可能性が高い。
さらに，rは「真ん中」という意味の語であり，roy rは「（真ん中の）キョウダイ」を
意味する形として観察されていることも，聞き間違いの可能性を支持している。いずれにせよ，
tʰoy kr/roy krは，FyBを指す名称ではない。
また，スップセーンとパイヤプロムは FyZに対して roy tunを当てているが，両者のデータ

には末子音の聞き取り間違いが散見されるため，恐らく正しくは roy tul「（末っ子の）キョウ
ダイ」であると考える16）。しかし roy tulであったとしても，これは FyZの名称ではない。ム
ラブリ語において tulは「先端」という意味を表す語であり，この語は専ら wの後につい
て「末っ子」を表す ak w tulであることが，先行研究と筆者の調査から分かっている［cf. 
Rischel 1995: 137］。したがって，スップセーンとパイヤプロムのデータは，「末っ子のキョウ
ダイ」という回答を誤解したことによると筆者らは考える。トゥリアがムラブリの関係名称
の調査においてしばしば意図した回答が得られないことを指摘しているように［Trier 2008: 
45］，「『父の妹』をなんと呼ぶか」という質問に対して，質問を受けたインフォーマントがエ
ゴを自身から父に移して「（父から見て）末っ子のキョウダイ」と回答することは多分に予想
できる。他方，スップセーンは「父方親族に言及する共通の語は diと tʰoy（＝roy）である」

16） ここで問題となる音声は歯茎側面接近音 [l]と歯茎鼻音 [n]である。ここでは，音節末位置に側面
接近音が現れうるという点で，英語からの借用語が好例となる。英語がタイ語に借用される際，音
節末位置の歯茎側面接近音は，歯茎鼻音に一律に変換して借用される。例えば，英語の ballはタ
イ語では bnとなり，末子音の [l]が [n]で借用されている。これはタイ語の母語話者が末子音位
置の側面接近音を歯茎鼻音として受容していることの反映であると考えられる。つまり，音声学の
訓練を受けていたとしても，タイ語母語話者にとっては音節末の [l]は [n]に聞き間違えてしまう
ことが十分ありうる。
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［Suebsaeng 1992: 84，括弧内筆者］と述べているが，上で指摘したように，スップセーンと
パイヤプロムのいう roy rは「真ん中のキョウダイ」を，そして roy tulは「末っ子のキョ
ウダイ」を表す語であり，父方・母方とは関係のない形と考える。

3.3.2. 母方オジ・オバ（MB/MZ）
MB/MZの名称に関して，トゥリアと筆者らはMeB/MeZに対しては ta/yaを，MyGに
対しては diを記述しており，共通した見解を示している。スップセーンは相対年齢に関わら
ず，MG全てに ban.ʰnを当てており，「母と母方の祖父母以外，他の母方親族にはそれ以上
の区別はない」［Suebsaeng 1992: 84］と述べている17）。パイヤプロムも基本的には ban.ʰn
が母方親族を指す語であるとしているが，MBに ban.ʰnを，MZには yaを当てており，
性による区別があることを記述している。しかし既述したように yaは PMと FeZ/MeZを意
味する語であり，パイヤプロムの「yaが母方のMyZを指す」とする用法は筆者らの調査で
は観察されなかった。

ban.ʰnについては，やや複雑な議論が必要である。筆者らの調査では ban.ʰnに相当す
る bn.ʰnが観察されたが，その意味は「年上の人」を意味する語であり，名称ではない。確
かに bn.ʰnの意味を聞くとタイ語の phîiであるとの返答が得られ，そしてこのタイ語の phîi
は，一般的に eGを表す語である。しかし，bn.ʰnの訳語にタイ語の phîiが挙げられたこと
のみによって，eGを示す語であると即座に断定することはできない。なぜならば，タイ語の
phîiは親族以外の社会成員にも拡張して用いることが可能だからである。事実，スップセーン
も ban.ʰnが親族以外の人びとに対しても使用できることを指摘している［Suebsaeng 1992: 
84］。加えて，bn.ʰnの反意語とされる km.brも手掛かりとなる。bn.ʰnの調査をするとき，
その対になる語として，必ず km.brが提示される。もし bn.ʰnがMGを意味する語であれ
ば，その対となる km.brは，FGであることが予想される。しかし，予想に反して km.brは
「年下の人」を表す語であり，名称ではなく，また父方／母方は関与しないことが分かってい
る。以上の観察から，bn.ʰnも km.brと同様に名称ではなく，また父方／母方とも関係のな
い「年上の人」を表す語であると考える。なお，スップセーンは bn.ʰnの「言外の意味」と
して，「ムラブリにおいて非形式的な架空の親族関係を構築するために使用される。換言すれ
ば，それは全てのムラブリを同質の文化的集団として統合する機能を持った文化的メカニズム
である」［Suebsaeng 1992: 86］と記しているが，現在 bn.ʰnはほとんど使用されておらず，
bn.ʰnがそのような機能を実際に持っていたかどうかは不明である。
また，ムラブリの関係名称を体系的に考えた場合，MGの名称は FGと同様の規則性を持っ
ている。これについては本稿の最後にまとめて考察するためここでは言及するに留めておくが，
概して FG/MGに対する名称は，Mよりも年上（MeG）か年下（MyG）かによって異なる。
つまりMeB/MeZに対しては ta/yaを，MyB/MyZに対してはいずれも diが名称として
適用される。

17） ただし，パイヤプロムは別の箇所で ban.ʰnをWB［Paiyaphrohm 1990: 111］と記しており，記
述の一貫性に欠ける。
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4. 同世代

4.1. 配偶者（H/W）
HとWの名称において，先行研究のデータには僅かな表記の違いしかない。例えば，スッ

プセーンのみが laを kraと記述しているが，FyBの箇所でも説明したように，これは単な
る聞き間違いである（3.3. 参照）。
先行研究と筆者らの間で最も異なるのは，H/Wの名称は単独では使用できないとする点で
ある。F/Mと同様（3.2. 参照），Hの laとMの myは単独では名称としては成立せず，必
ず定冠詞，もしくは所有形式が必要となる18）。よって，付録の表 3では定冠詞を伴った形式で
ある，ak laと ak myを F/Mを指す名称として挙げてある。また，筆者らの調査では先
行研究にはない Eを意味する s.kʰtという語を収集した。s.kʰtは Eの呼称であり，名称
としては用いることができない。また，s.kʰtは所有形式や定冠詞と共に使うことができな
いため，誰の配偶者であるかは文脈によってのみ規定される。

4.2. キョウダイ（G）
Gに対する名称において，先行研究と筆者らのデータは基本的に同じである。エゴよりも
年上である場合には diを，年下である場合には royを用いる。トゥリアのみ eB/eZの di，
yB/yZの royに「2」を表す数詞 brを後置させた形式を提示している。筆者らの調査では，
Gの名称に数詞「2」を後置した場合，「配偶者のキョウダイ」GEを表すことが分かっている。
よって，筆者らは diと royを eGと yGそれぞれに対する名称であると考えている。
スップセーンとパイヤプロムは diと royそれぞれの後部に yoと lu.uhを加えた語形を

提示している。既に FB/FZの項で説明したように，前者は「男性」を，後者は「女性」を表
す言葉であり，名称に性別を付け加えることは可能であることから，Gに対する名称として
間違いではない。しかしこの場合，yoと lu.uhによって性別を区別することは日常ではほ
とんど行われず，また語彙的な区別ではないことから，Gに対する基本的な名称は diと roy
であると考える。
また，diと royは名称であると同時に呼称であり，血縁関係にあるGのみならず，自分と
同世代に属する成員すべてに対して，相対的な年齢に基づき使用される。トゥリアはこれを
di-royシステムと呼んでいるが［Trier 2008: 47］，この 2つの名称が呼称として使用される
際，その適用可能範囲は広く，血縁関係にある／ないに拘らず，全ての成員が「親密さ」に
基づく緩やかなまとまりをもっていることを喚起する機能的側面をもつ。その意味ではスッ
プセーンが説明する bn.ʰnと近いが，しかしスップセーンよりも 10年ほど前にムラブリの
調査を開始したトゥリアが di-royのみを記録していることから，現在確認される di-royが
bn.ʰn-km.brの機能的側面を代替するものとして変化してきたと考えることは現実的ではな
い。

18） ムラブリ語で「妻」を意味する myは，タイ語で「妻」や「雌」を意味する miaと語形が近似し
ており，タイ語からの借用された語であるように思われるが，やや複雑な議論が必要であるため，
ここでは議論を控えることとする。
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4.3. キョウダイの配偶者（GE）
GE（BW/ZH）を指す名称は，筆者らの調査では少なくとも 4つの表現が観察でき，それ
らは 1つの語からなるものと 2つの語からなるものの，2種類に分けることが可能である。

1つの語からなるものは yoと kʰyである。筆者らの調査では，yoは BWにのみ適用さ
れる語であり，kʰyは BW/ZHいずれにも適用される語であることが分かっている。いずれ
も名称としても呼称としても用いられる。また，yoは先行研究の中ではトゥリアにのみ報告
が見られるが［Trier 2008: 47］，トゥリアの記述では eBWが yo ta bとされている［Trier 
2008: 46］。筆者らの調査では，tabは PPを表す ta/yaと結びついて，それぞれ「新婚の
婿」（ta tab），「新婚の嫁」（ya tab）を表すことが分かっている。また，tabは yo（BW）

にも後置できることが聞き取り調査で分かっているが，その場合，yo tabは「新婚の兄弟
の妻」に当たる語であり，トゥリアのいう eBWという意味に限定されてはいなかった。また，
BW/ZHいずれにも適用される kʰyは，GEを相対年齢，男女関係なく指すことができる語
である19）。

2つの語からなる di/roy br，di/roy brは，Gを表す di/royに brか brを後続させた
形をとる。筆者らの観察では，既述したように brは単独で数字の「2」を表す数詞であるが，
brは単独では使用されない語である。この内，トゥリアは brを後置した di br/roy brの
みを提示している。

GEを表す kʰy/di br/roy brの差異について調査したが，インフォーマントによって答
えは一致せず，未だ不明な点が多い。それぞれの語が持つ正確な意味の違いについては今後の
課題とする。ただし，頻度についていえば，kʰyが最も一般的であり，その他の形式は日常生
活においてほとんど耳にすることができない。また，GEを表す kʰy/di br/roy br，そし
て BWを表す yoは名称のみならず呼称としても用いられる。

4.4. イトコ（PGC）
先行研究において，PGC（FBC/FZC/MBC/MZC）に関する名称は極めて不足している。

トゥリアは FeBCを noとしているが，他の先行研究では言及がなく，筆者らの調査でも観
察できなかった。これはタイ語の yGを指す nの用法を誤解したものと推測できる。スッ
プセーンとパイヤプロムの両者はいずれも父方に当たる FeBC，FeZC，FyBC，FyZCについ
てのみデータを提示しており，MBCとMZCを指す名称は残念ながらデータが提示されてい
ない。
提示のある FGCに関してみると，既に指摘した細かな表記の違いはあるものの，基本的に

は両者共に FGの各名称に Cを意味する l/wを後置した語を提示している。Cの形式はパ
イヤプロムの wが正しい表記であるが，両者の表記違いについては Cの項にて説明するた
めここでは省略する。その他の問題として，語順の問題が指摘できる。例えば，パイヤプロム
は FeBCを di yo wとしているが，ムラブリ語は主要部前置型（head-initial）の言語であ
るため，「FeB（父の兄）の C（子供）」と表現しようとした場合，w di yoと wを先頭に
する必要がある。

19） なお，一見すると，この語はその語形からタイ語の「義理の息子」を表す kʰjを借用したものと
考えられるが，mia（脚注 18を参照）と同様，これにはやや複雑な議論が必要であるため，ここで
は議論を控えることとする。
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だが語順を正してとしてもなお，筆者らはそれを名称ではないと考えている。それは，PG
の名称に wを前置して，w ta（FeBC），w ya（FeZC），w di（FyGC）という表現を
筆者らは観察できなかったということだけでなく，ムラブリの関係名称を体系的に捉えた場合，
PGCはエゴにとっての PGの名称がなんであるかによって自動的に決定されるという規則性
を見出すことができるということに拠っている。つまり，PGが ta（PeB）ないしは ya（PeZ）
である場合，PGCには diが，PGが di（PyG）である場合，PGCには royが名称として適
用される。この体系性については 6節で改めて触れる。

5. 下世代

5.1. コ（C）
F/M，そしてH/Wと同様，筆者らの観察では Cを指す名称には定冠詞，所有形式が必須
である。よって表 3では ak wの形を提示している。細かな違いを言えば，スップセーンは
lとしているのに対し，トゥリアとパイヤプロムは wを Cの名称として提示している。つ
まりスップセーンは末子音である wを lとしているが，末子音の [w]と [l]が音響音声学的に
似通った特徴を持つ音同士であることから，単なる聞き間違えであると考えられる。
また，先行研究では wに性別を表す語を後置して Sと Dに当たる名称が提示されている。
他の名称にもみられるように（3.3.，4.2. 参照），性別を表す語を後置させて性別を明示する
方法は，筆者らの観察でも観察される。つまり，Sは ak w yo，Dは ak w lu.guh/ak 
w uyと表現可能である。しかし，いずれも分析的な表現であることから，基本的な名称で
はないと考える。
パイヤプロムは wに加えて tが Cを指す語としているが，筆者らはこれを誤りである
と考えている。パイヤプロムは ut tを「末子（the last born children）」を表す表現である
とした上で，前部の utを「最後（last）」，後部の tを「子供達（offsprings）」と分析して
いる［Paiyaphrohm 1990: 119］。確かに筆者らの調査でも，ut tという同形式の表現は観
察されたが，意味は「年下の女性」であるという点で，まず異なる20）。また，筆者らの調査で
はいずれの語も上の意味で用いられることはなく，それどころか単独で用いることがそもそ
もできない。utは ut t以外の表現には現れない形式であり，tは ut t以外では「後
方」を表す l tの後部に観察される。「後方」を表す l tの前部である lは向格標識
（allative case marker）であることから，後部 tが「後ろ」という意味を担っていると考える。
従ってパイヤプロムの tを Cとする記述は，分析できない語を過剰に分析した異分析の結
果であり，誤りであると考える21）。
なお，筆者らは Cを表す語として im.roを収集したが，これは名称ではなく呼称である。

20） パイヤプロムのデータで不可解な点として，ut tを“the last born children”と訳しているに
も拘らず，別の箇所では ut tを“young woman”と訳している［Paiyaphrohm 1990: 252］。

21）  ut tは tの重複形であると筆者らは考える。重複形とは，ある形式を繰り返して別の表現を
作り出す操作，いわゆる重複（reduplication）によって作成された言語形式のことを指す。日本
語の「山」に対する「山々」，「人」に対する「人々」がそれである。形式的かつ意味的に重複を認
めるに値する対応関係を tと ut tの間に筆者らは認めるが，本稿の趣旨とは直接関係しない
ため，本稿ではこれ以上議論しない。
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5.2. コの配偶者（CE）
筆者らの調査では，SW/DHを示す語彙は BW/ZHと同じ kʰyであり，またどの先行研
究においても kʰy，もしくはそれに近い語形が提示されている。スップセーンのみが kʰyを
kʰyとしているが，既述したようにスップセーンは後舌半狭母音 []を後舌半広母音 []とし
て記述していることがあるため，単なる聞き間違いであると考えられる（3.2.参照）。なお，トゥ
リアのみが男女差を挙げており，SWには w manを，DHには roy kʰoyを当てているが，残
念ながらいずれの語も筆者らの調査では確認できなかった。
また，kʰyの代替語として，筆者らは yoという別の語を収集した。既にGEの項で説明し
た通り，yoは女性の SWにのみ用いることができる（4.3. 参照）。なお，kʰy，yoはCEの名称，
呼称のどちらとしても用いることができる。

5.3. オイ・メイ（GC）
先行研究はどれもGC（BC/ZC）にあたる名称を記録していない。そのためここでは筆者
らのデータが最も古くかつ新しいものとなる。筆者らの調査によれば，これら GCの名称に
もまた，PGと PGCに認められた規則が働いている（3.4.，4.4. 参照）。つまりGCの名称は，
di（eG）の Cである eGCには royが，roy（yG）の Cである yGCには nが適用される。
nは次項で説明するように，CCも意味するが，同時に yGCに対しても適用される名称で
ある。なお，BSW/ZSWと BDH/ZDHの名称は，SW/DHと同じ kʰyであるが，BSW/
ZSWには yoも用いられうる。また，GCの名称 nは呼称としても用いられる。

5.4. マゴ（CC）
CC（SS/SD/DS/DD）については各研究間で違いが最も少ない。筆者らの調査を含め，ど
の研究においても，SS/SD/DS/DDを表す語の形式は全て nである。ただし，パイヤプロ
ムのみが CCを表す名称に性差を認めており，SS/DSを n，SD/DDを m.rとしている。
筆者らの調査では，他の名称と同様にこれらの語に「男性」を意味する yo，もしくは「女性」
を意味する lu.guhや uyを後置して性差を表すことが可能であるものの，パイヤプロムのよ
うな語彙的に性差を表す語は確認できなかった。パイヤプロムのいう m.rは，既述した C
の呼称である im.roとほぼ一致していることから，パイヤプロムは調査上の誤りにより間違っ
たデータを提示したと筆者らは考えている。
二下世代以下も同様に性別を区別せずに全て nである。因みに CCEは性別の区別なく全
て n brであるが，GEや CE，GCEとは異なり，kʰyや yoを用いることはできない。

6. 考察

本稿は，ムラブリの関係名称に関して，トゥリア，スップセーン，そしてパイヤプロムらの
資料を批判的に検討してきたが，最後にムラブリ関係名称体系の社会学的な構造＝原理につい
て若干の考察を試みたい。
本稿を通じて明らかとなったムラブリの関係名称体系を構成する基本語彙は，ta/ya/ak 

jio/ak uy/ak la/ak my/di/roy/ak w/kʰy/nの 11つである（表 3）。ここで興味深
い特徴は，基本的な語形上，エゴよりも上世代を含む前者 6つが性別を区別しているのに対し，
エゴの同世代ないしは下世代に当たる後者 5つに対しては性別が区別されていないというこ
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と，そしてこれら語彙の内，F/M，H/W，そして Cにのみ定冠詞などが必要であるというこ
とである22）。加えて，ムラブリでは，交叉／平行イトコとの婚姻は基本的にタブーとされてい
るが，両者はいずれも名称上区別されてはおらず，キョウダイと同じ diないしは royが用い
られるため，インセスト・タブーの範囲は示されていない23）。したがって交叉／平行イトコの
名称に注目したマードックの分類様式に基づけば，ムラブリの関係名称はハワイ型であるとい
うことになる［マードック 2001: 266］。また，とくに興味深い点として，F/M，H/W，そし
て Cに当たる名称は，第一義的な関係に限定した記述的（descriptive）なものであると同時
に呼称として用いることはできないのに対して，他の名称は類別的（classificatory）であると
同時に呼称としても使用されるということが挙げられる（表 5）。この事実は，バンドの構成
単位であった核家族内の繋がりが最も重視されていたことを反映したものと考えられる。
さて，これだけでは平面的にムラブリの関係名称が持つ特徴を並べただけであるが，それを
体系として立体的に描くためには，先送りした PG（FB/FZ，MB/MZ），そして PGCに当た
る名称の考察が重要になってくる。スップセーンとパイヤプロムは，F/Mと同じ世代にある
PGを，父方／母方，年上／年下で区別している。彼らの提示するデータの語彙レヴェルでの
誤りは既に指摘した通りであるが，語彙レヴェルの誤りを差し引いてもなお，彼らが提示する
データは完全な誤謬であると筆者らは考えている。両者に対してトゥリアと筆者らのデータで
は，PGの名称は父方／母方に関係なく F/Mよりも年上か年下かで名称が変化する。つまり
F/Mよりも年上の場合には PPと同じ ta/yaが，年下の場合にはエゴの eGと同じ diが用
いられる。つまり PGの名称の決定には，F/Mが不可欠な参照軸となっているということにな
る。一方，PGCに対してはエゴのキョウダイと同じ di/royが用いられるものの，その用法は
エゴとの相対年齢によって決定されてはおらず，PeGCに当たる FeBC/FeZC/MeBC/MeZC
に対しては diを，PyGCに当たる FyBC/FyZC/MyBC/MyZCに対しては royを用いること
になる。換言すれば，PGCに対する名称は PGがエゴにとって ta/yaであるのか，あるい
は diであるのかによって自動的に決定されるということになり，ここでは PGが PGCの名
称を決定するための重要な参照軸となっているということになる。そしてエゴの下世代に当
たるGCも，eG（di）の Cに当たる eBC/eZCであれば royとし，yG（roy）の Cに当たる
yBC/yZCであれば nとなり，先と同等の規則性を持つことが分かる。したがってどの名称
を適用するのかについてまとめると，「F/Mよりも年上の上世代」に対しては性別の違いによっ
て taないしは yaが，「F/Mよりも年下の上世代およびエゴよりも年上の同世代」には di
が，「エゴよりも年上のキョウダイの子供および年下の同世代」には royが，そして「年下の
同世代の子供以下」には nが適用されるということになる。以上のことから自動的に導き出
されるムラブリ関係名称体系の構造＝原理は，ムラブリ関係名称体系には ta/ya-di-roy-n
の垂直的な階層的構造を見いだすことができるということであり（図 2）24），エゴよりも上世

22） 文法上，後者 4つにはそれぞれ yo/uyを付けることで性別を明確にすることができるが，日常的
に性別が明示されることはまずない。

23） 少なくとも 1980年代まで，婚姻を通じて一組のカップルが生まれると，妻は夫と同名を名乗り，
子供もまた生後しばらくは父と同名を名乗るという名付けシステムがあり，スップセーンはこれを
限られた人口のなかで，また離婚・再婚が相対的に高いなかで，インセストタブーの範囲を認知す
るための機能を果たすものとしているが［Suebsaeng1992: 90］，同じ名を名乗るのは核家族の範
囲を超えることはなく，また婚姻・再婚後は新しい名前を持つため，以上の名付けシステムがイン
セストタブーの発生を防ぐものだったとは考えにくい。

24） エゴからみて一世代上ではあるものの，PeBと PeZに対しては，二世代上の PFと PMと同じ ta
と yaが用いられるわけだが，トゥリアは PeBと PeZがそれぞれ taと yaで呼ばれる理由と ↗
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代に対しては F/Mが，エゴと同世代ないしは下世代に対してはエゴ自身が，関係名称を決定
する極めて重要な基準となっているということになる。
さて，ムラブリの関係名称親族は双系的に辿ることができるが，しかしその範囲は二世代を
超えると極めて曖昧なものになり，場合によっては二世代上をも覚えていないことさえある25）。 
これはムラブリの親族関係が個人的キンドレッドに基づいており，また抽象的かつ観念的なつ
ながりよりも具体的かつ現実的なつながりを重視するムラブリにとって，記憶にない上世代と
の系譜を重視しないことに依っている。換言すれば，ムラブリの関係名称は，遡行的であるよ
りも，前進的・共時的な関係に重点が置かれているということになる。なお，トゥリアも述べ
ているように，ムラブリの関係名称は基本的には一世代上，同世代，一世代下の三世代を網羅
するものであるが［Trier 2008: 45］，しかし筆者らは，先行研究では取り上げられていない三
世代以上，三世代以下に対する関係名称が，それぞれ三世代上と三世代下と同様であることを
調査で明らかにした26）。なお，狩猟採集民は関係名称を親族を超えた極めて広い範囲に使用す
る傾向があるが［Barnard 1981］，トゥリアは diと royを自分と同世代に属する社会成員す
べてに対して相対的な年齢に基づきながら使用されるとして，これを di-royシステムと呼ん
だ［Trier 2008: 47］。他方，二世代以上離れている成員同士では ta/yaと nが使用される
ため，トゥリアに習い，これを ta/ya-nシステムと呼ぶことができるだろう。
以上，先行研究の批判的検討を通じて，ムラブリの関係名称についてその社会学的な構造＝
原理を考察してきた。最後に今後の課題について言及し，論を締めくくりたい。本稿で取り上
げたトゥリア，スップセーン，パイヤプロムのデータは，ムラブリの関係名称を親族名称とし
て提示したものであり，共通してムラブリに「親族」ないしは「家族」に当たる概念が前提と
されている。しかしそれらに当たる概念がムラブリ語にはないという言語学的事実は，それら
が現実を反映していないことを示唆する。もちろん，これはムラブリが親族なるつながりを認
識していないということではもちろんない。トゥリアは父方の親族と母方の親族に当たる語
彙をそれぞれ at madi/bn.ʰnであるとし［Trier 2008: 46］，スップセーンは di tʰoy (=roy)/
ban.ʰn［Suebsaeng 1992: 83］を，他方のパイヤプロムは madi/sak［Paiyaphrohm 1990: 

↗ して，両親が何かしらの理由で死亡した際，子供は PeGに養子として引き取られるからだと述べ
ている［Trier 2008: 45］。この説明に基づけば，PGを Pより年上か年下かで区別するのは，子供
の帰属先の優先を予め明確にするためのものということになる。しかし筆者らの聞き取り調査では，
そのような規則はないという回答を一貫して得た。また，筆者らは調査中に PPや PeGが CC，
もしくはGCの世話を引き受ける傾向があることを確認したが，誰が子供の面倒を見るかは基本
的に親族関係にある成員がその時の都合や状況を鑑みて判断されており，事実，PyGに引き取ら
れた事例も複数あることから，トゥリアの説明は決定的なものとは言えない。PGを Pより年上か
年下かで区別するのは，もしそうしなければ PeGと eGが同じになってしまうためだと筆者らは
考える。つまり，もし仮に PeGと eGの両方が diであった場合，ある Aという人物にとっての
eGは di，同時に Aの Cにとっても PeGも diとなり，Aにとっても Aの Cにとっても同じ名
称で呼ばれることとなる。つまり，Pを基準にして PeGと PyGを分けるのは，この名称上の混乱
を防いでいるためだと思われる。

25） トゥリアによれば，1970年以前は系譜を記録するため前腕に入れ墨をしていたというが，それも
二世代前までであり，出自集団に縛られることなく配偶者を選ぶことができる利点をもつと指摘し
ている［Trier 2008: 451］。

26） 特筆すべき事として，エゴから三世代上，四世代上，五世代上に対する関係名称は ta/di/royと
なり，他方で三世代下，四世代下，五世代下は roy/di/taであるとの回答を 2人から得た。これ
について筆者らは民俗生殖理論との関連も視野に含め調査を行ったが，結果，ほとんどのインフォー
マントは二世代以上を全て ta/yaであると回答し，二世代以上下は全て nであると答えた。こ
れについては今後とも調査が必要である。
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116; 120］を提示しているが27），筆者らの調査では一貫して「ない」という回答とともに，あ
えて言うならムラブリ語で「紐」や「線」を意味する ak tarが F/Mの呼称である mm/m
を後置して，ak tar mm（父方の親族）/ak tar m（母方の親族）に相当する語彙を作るこ
とが可能であるとの回答を得た。しかしこれらの語は日常的にほとんど使われず，また ak 
tar単体では「親族」ではなく「紐」を意味する語となるため，父方／母方に関係なく「親族」
一般を指す概念はないと考えられる。したがってムラブリの関係名称を「親族名称」とするの
は不当かつ混乱を招く恐れがあり，本稿の題目に「関係名称」と付した理由もまたここにある。
今後はムラブリ語に「親族」に当たる語がないという点に留意しつつ，各名称がどのような社
会規範を含意し，社会生活における行為を規定ないしは方向付けているかといった問題群につ
いて，民族誌的事例に基づき議論をしていく必要があるだろう。
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