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1. はじめに

本稿では，契丹語1）の数詞について扱う。契丹語は，中国東北部に遼（916-1125）を建国し
た「契丹」と呼ばれた民族の使用した言語である。契丹語の使用者はすでに絶え死語となって
いるが，契丹文字によって 10-12世紀に記録された資料と，漢文資料に断片的に記録された
語彙をもとにその研究が進められている。契丹語の全容は依然として明らかではないが，近年
の契丹文字研究の進展により，その言語特徴も次第に明らかになりつつある。契丹語の数詞に
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1）	 筆者の想定する契丹語の子音・単母音の音素目録は以下のとおりである：p	[p	~	pʰ],	t	[t	~	tʰ],	tʃ	

[tʃ	~	tʃʰ],	k	[kʰ	~	x],	q	[qχ~	χ],	b	[b	~	b̥],	d	[d	~	d̥],	dʒ	[dʒ	~	d̥ʒ̊],	g	[ɡ	~	ɡ̊],	’	[h	~	ɦ],	s	[s],	(ts)	[ts],	ʃ	[ʃ],	
(ʒ)	[ʒ	~	ɽ],	m	[m],	n	[n],	ɲ	[ɲ],	ŋ	[ŋ],	l	[l],	r	[ɹ	~	ɾ],	(v)	[v	~	w],	j	[j],	i	[i],	y	[y],	(ï)	[ɿ	~	ʅ],	u	[u],	ʊ	[ʊ],	
e	[e	~	ə],	o	[o	~	ɔ],	ɛ	[ɛ	~	æ],	œ	[œ],	a	[a]。(　)で示したものは借用語にのみみられる音韻である。
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This	paper	deals	with	the	numerals	of	the	Khitan	language.	The	pronunciation	of		
a	portion	of	the	Khitan	numerals	has	been	transmitted	by	means	of	transcription		
through	Chinese	characters,	and	numeral	expression	in	the	Khitan	script	has	
also	been	extensively	deciphered.	However,	although	comparative	analysis	
of	the	characters	representing	numerals	has	been	successful,	one	cannot	say	
that	researchers	see	eye	to	eye	on	the	pronunciation	those	characters	express.	
Further,	progress	on	research	into	Khitan	characters	has	brought	us	to	the	
ascertainment	that	we	must	revise	conventional	 interpretations	of	numerals.	
This	paper	first	explains	the	general	characteristics	of	Khitan	numerals,	and	
attempts	to	reconstruct	the	wordforms	through	the	expression	of	numerals	and	
ordinal	numbers	in	Khitan	script.	It	has	accordingly	been	possible	to	present		
reconstructions	of	ordinal	and	cardinal	numbers	 that	differ	 from	previous	
research,	and	clarify	some	of	the	word	formation	of	Khitan	numerals.
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関しては，漢字による音写によって一部の語彙の発音が伝わっているほか，契丹文字による数
詞の表記の多くが比定されその発音についても議論されてきた。しかし，数詞の発音の復元形
については研究者の意見が一致しているとは言えない。さらに，近年の契丹文字研究の進展に
より，従来の数詞に関する解釈を改めなければならない点も判明してきた。本稿では，はじめ
に契丹語と契丹文字について略述し，次に契丹語における数詞のふるまいについて述べ，契丹
小字による数詞・序数詞の表記からその音形式の再構を試みる。

2. 契丹語と契丹文字

2.1　契丹語
契丹語の系統については歴史上で「鮮卑」と呼ばれた民族が使用していた言語と同じ系統
であり，モンゴル系の言語と関係が深いと考えられている。一般的にモンゴル系言語の共通
の祖先を表す語として「モンゴル祖語（Proto-Mongolic）」という語が用いられている。これ
はモンゴル諸語への分岐が起こる前の言語を比較言語学の方法で再構した理論上の言語であ
る。一般的にモンゴル祖語の言語状態は，13世紀より前に遡ることはないと考えられている

（Janhunen	2003a:	1）。言語の使用された年代を考えると契丹語はモンゴル祖語より古い言語
といえるが，契丹語はモンゴル諸語の直接の祖先と見なすことはできない。近年の研究により
モンゴル諸語と近似した形式を持つ契丹語の語彙が見出されている一方で，他のモンゴル系の
言語に同源語を見出せない語彙も多く存在しているからである。

2.2　契丹文字
2.2.1　契丹文字の使用
契丹語を表記するための文字として，遼（916-1125）の時代に契丹大字と契丹小字の 2種
の文字体系が作製された。神冊五年（920年）に遼の太祖・耶律阿保機によって契丹大字が公
布され，その後に太祖の弟である耶律迭剌によって契丹小字が考案されたとされる。契丹文字
は遼を滅ぼした金（1115-1234）でも使用されつづけ，少なくとも明昌二年（1191年）に契丹
文字の使用を禁止する法令が出されるまで使用された2）。その後使用者は絶え，20世紀に契丹
文字資料が確認されて以降，解読研究が進められてきた。出土資料の多くは，墓誌などの石刻
資料である。現在，契丹大字の石刻資料は十数点，契丹小字の石刻資料は四十点ほど出土して
いる。
契丹大字と契丹小字の使われ方にどのような違いがあったのかははっきりとはわかっていな
い。大字の作製後に小字が作られたことになるが，小字の作製後もこれら二種類の文字体系は
どちらも並行して使用された。しかし，日本の漢字かな混じり文のように，同じ資料の中で混
用されることは基本的にはなかった。文字の総数は，研究者の統計によると，契丹大字は千以
上の文字，契丹小字は四百以上の構成要素からなる3）。契丹語と親縁関係にあるとされるモン

2）	 史書からは断片的な情報しか得ることができないが，遼の後に契丹人が東トルキスタンに建てた西
遼（1132-1211）においても，契丹文字は使用され続けていた可能性もある。Зайцев（2011）により，
契丹大字が記された冊子本がサンクト・ペテルブルクの東洋文献研究所に所蔵されていることが明
らかとなった。Зайцев（2011）は，この冊子本がかつて西遼の領域であったキルギスで出土したも
のである可能性があると指摘している。

3）	 愛新覚羅（2006:	271	n.	1）は，現存の契丹大字墓誌には異体字を含まず 1002の文字が出現すると
言う。Wu	&	Janhunen（2010）は，契丹小字の構成要素（原字）として 459個を認めている。
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ゴル語の音韻体系を考慮すると表音文字としては非常に多いことになるが，大字・小字ともに，
契丹語の表記に用いられる表音文字に加え，表意的文字や中国語音を表記するための文字など，
多種の文字から構成されることがその原因であるようである。契丹大字は契丹小字と比べ資料
が少なく，研究も遅れていることから，本稿では契丹語の言語資料として契丹小字資料を用い
る。次節では，契丹小字の特徴について述べる。

2.2.2　契丹小字
契丹小字は漢文と同様に縦書きで右から左に行を進める。契丹小字は構成法に特徴があり，
ハングルのようにいくつかの要素を組み合わせて文字ブロックを構成する。これらの構成要素
は研究者から「原字」と呼ばれている。文字ブロックは原字を左から右に 2つずつ並べ，それ
を縦書きして漢字一字のような型にまとめて書かれる。3個，5個，あるいは 7個の原字が組
み合わされた時は，最後の原字は下段の中間に書かれる。文字ブロックを単位として分かち書
きされるが，分かち書きの単位は契丹語の固有語であれば語幹と拘束形態素から成る 1語に相
当し，中国語からの借用語では漢字 1字（とそれに接続する拘束形態素）に相当すると考えら
れている（Wu	&	Janhunen	2010:	36）4）。契丹小字資料には句読点は見られず，句や文の境界
は明瞭ではない。
契丹小字の表語方法に関しては，清格爾泰ほか（1985:	147-153），清格爾泰（1997），愛新

覚羅（2004:	23-25），Kane（2009:	28-33），大竹（2015）らによって考察が加えられている。
原字の音価に関して，一部の研究者は 1つの原字に複数の音価を与えている場合がある。例
えば，即実（1996）は，「太陽」や「（暦の）日」を意味する件は，その意味に従って ner（「太
陽」を意味する場合）あるいは ətur（「日」を意味する場合）のどちらでも読まれ得たと言う。
愛新覚羅（2004）は，表意文字として使用された場合の音価と表音文字として使用された場
合の音価が異なるとして一部の原字に 2種の音価を与えている。しかし，Kane（2009:	33）の
指摘するように現段階ではこれらの説に十分な根拠があるとは言えず，今後のさらなる研究が
必要である。

3. 契丹語における数詞

契丹語の数詞は十進法の体系を持つ。契丹小字には，1～9を表す文字がそれぞれ存在して
おり，1の位の数を表す場合にはそれらの文字が使用される。また，佰「10」，丁「20」のよ
うに 10の位のそれぞれの数を表す文字が存在しており，10以上 100未満の数は，丁	万 <[?]	
ɲɛ:m>5）（20.f	8.m）「28」のように 10の位を表す文字に 1の位の数を表す文字をつづけること
によってあらわされる。100より大きな桁の数に関しては，並	丐 <tau	dʒau	>（5.f	100.f）「500」
のように，その桁の数を表す文字と 100,	1000,	10000の位を表す文字を組み合わせることで表
現される。
契丹語の数詞は名詞を修飾することが可能なほか，単独で文中で項となることもできる。数
詞に関わる文法範疇として性の区別があり，基数・序数ともに文法性によって異なった形式を
持つ。数詞が修飾語となる場合には被修飾語の性に合わせた形式が用いられる。また，述語と

4）	 本稿での契丹小字の転写においては，便宜上文字ブロックを直線的に配列する。原字を 1文字とし
て配列し，1つの文字ブロックを単位として分かち書きする。

5）	 本稿では <	>によって筆者による文字の推定音価に基づく転写を示す。
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して用いられる場合には下記の例のように主語の性と一致する。

（1）	 俎仭侶     佰     仂侁   事    丗佹   倝										（耶律韓敵烈墓誌 l.9）
	 *baq-a-ɲ			por				ai-d				[?]				me-d			dur
	 子-e-pl					10.f			男-pl			6.m			女-pl			4.f
	 「子供は十人。男が六人。女が四人。」

（1）では，「男」の述語として数詞が使用されるときには男性形事*[?]「6.m」が使用されて
いるのに対し，「女」の述語として使用される場合には女性形倝 *dur「4.f」が用いられている6）。
契丹語では女性形が無標であると考えられ，息子と娘の合計人数を表すときには女性形佰が用
いられる（呉 2007:	150）。

4. 数詞の形式

契丹文字においては，契丹大字・小字ともに基数はひとつの文字によって表記される。それ
らの文字は，表語文字として作成されたと考えられるが，表音的に用いられることもある。先
行研究によって基数「1」～「9」，「10」～「80」，「100」，「1000」，「10000」を意味する文字が比
定されている。また，序数「1番目」～「10番目」の表記も明らかとなっている。
しかし，これらの文字の表示する発音に関しては不明な部分も多い。契丹語の数詞に関する
先行研究としては，即実（1986），清格爾泰（1997），Janhunen（2003b:	399-400），愛新覚羅
（2004:	70-71,	179-187），呉（2007:	126-175）などの研究がある。契丹語の数詞の形式に関し
ては，主に 1）関連諸語との比較，2）漢字音写語の利用，3）序数と基数の表記の比較，によっ
て解読が進められてきた。即実（1986）は，モンゴル諸語やツングース諸語を参考に契丹語
の形式を推定している。Janhunen（2003b:	399-400）は，モンゴル系の言語から女真語や満
洲語に借用されたと考えられる 10の位の数（11-19）の形式をもとに契丹語の数詞の形式に
ついて論じている。しかし，契丹語はモンゴル諸語と関係はあるとされていながらも，一般的
に知られている言語との間にかなりの差異が存在していた可能性があるため，関連諸語の形式
のみを根拠として契丹語の形式を推定することはできない。清格爾泰（1997），愛新覚羅（2004:	
70-71,	179-187），呉（2007:	126-175）は表音文字の組み合わせによって表記される序数の表
記をもとに基数の形式の推定を試みている。しかし，近年の契丹文字解読の進展は著しく，こ
れらの先行研究も再検討する必要がある。以下では，それぞれの数詞について先行研究におけ
る音形式の推定プロセスについてまとめ，筆者の見解について述べる7）。

6）	 なお，「6」の女性形は *[?]であり，男性形 *[?]を表す文字と点の有無によって表記上区別さ
れている。契丹小字には，（に対する）のように特定の原字に点が附加されることにより形成
されている一連の文字が存在しており，影子字と呼ばれている。

7）	 本稿では，筆者による原字の推定音価に基づき議論する。紙幅の都合上，関連するすべての原字に
ついて筆者の音価推定のプロセスを示すことはできないため，本稿では議論上特に重要となる原字
の音価についてのみ音価推定の根拠を述べることとする。なお，原字の推定音価に関する近年の研
究としては，Kane（2009），清格爾泰（2010），吉本（2012），大竹（2015）などがある。
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4.1　「1」
基数			女性形			 <[?]>	[?]
	 			男性形			 <[?]um>	*[?]um
序数			女性形			 <im-[?]-uq>*m[?]ʊq
	 			男性形			 <im-as-uq>*masʊq， <im-as-oq>	*masoq，
	 															 <im-os-oq>	*mosoq

即実（1986）は，契丹語の形式は満洲語やエヴェンキ語と近似していると考え ɔmʊとする。
清格爾泰（1997）は，序数の表記の部分が数詞の語幹に相当すると考えmasある
いはmasaと推定している。愛新覚羅（2004:	71）は，基数詞として *amu，序数詞の語幹
として *mas(a)-と推定している。
基数の形式に関して，契丹小字墓誌中の韻文においては <um>や伝 <tum>と押韻する
ことが指摘されている（沈 2009）。したがって，は *[?]umを表示していたと考えられる。
の音価については明らかではない。
「1番目」を意味するとされる語の表記に用いられる文字の音価はほぼ明らかとなっており，
それぞれの音形を上記のように推定することが出来る。しかし，これらの推定音素形の語末子
音はいずれも -qであり，序数が -rあるいは -ɲによって特徴づけられる「2番目」-「10番目」
とは異なっている。中期モンゴル語では 1番目は，基数 1から派生した語ではなく「頭，はじめ」
を意味する teri’ünが用いられる（Poppe	1955:	249;	Rybatzki	2003:	70）。したがって，契丹
語においても「1番目」を意味すると考えられているこれらの語も「頭，はじめ」などの意味
をもつ形容詞とみなすべきであろう。

4.2　「2」
基数			女性形			 <dʒir>	*dʒir
	 			男性形			 <[?]>	[?]
序数			女性形			 <edʒ-ud-e:ɲ>	*dʒude:ɲ， <idʒ-ud-e:ɲ>	*dʒude:ɲ
	 			男性形			 <edʒ-ud-e:r>*dʒude:r， <idʒ-ud-e:r>	*dʒude:r

即実（1986）はモンゴル諸語・ツングース諸語の形式を参考にしを kʰʊirと推定している。
清格爾泰（1997）では，序数の表記をもとに基数の発音の推定を行っている。序数の表記に
用いられる文字のうち，が語幹に相当すると考え，基数の発音を dʒuruと推定している。
さらに，この発音と現代モンゴル語に見られる ǰirmusun「懐妊の」，ǰuirei「双，対」などの古
代モンゴル語の 2を表示する形式 ǰir，ǰurや満洲語の ǰuwe「2」ǰuru「一対」などの語と対照
させている。愛新覚羅（2004:	71）は，序数と基数との比較をもとに序数の語幹を dʒur(u)-，
基数を dʒuruとする。
基数の表記に用いられるは，人名 <	dʒir	-ug>「只里姑」（EM8）tʂi	 li	ku）の表記に用
いられていることが指摘されている（吉如何 2015）。以上の漢字との対音関係やモンゴル諸語
の形式を考慮し，「2.F」の形式を *dʒirと推定する。なお，「2.M」の音形式は明らかで
はない。

8）	 中国語の近世音の推定音価は李・周	編撰（1999）に基づく。
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先行研究では序数「2番目」の表記に関して，の音価を ruあるいは urと想定し，を
dʒuruと読むことでモンゴル諸語との関連を見出そうと試みている。しかし，佹伺佪	*daŋ
 [?]「唐古（党項）部」（MM	Tangγut）の表記9）や， *q[?]e:r	~ *qode:r「3番
目.M」のような同語異写に注目するならば，佪は urではなく udを表示していたと考えるの
が合理的である10）。は「2番目」以外の序数の表記にも用いられている。男性形の例を見て
みると， <aq-ud-e:r>	*qʊde:r「3番目.M」， <ed-ud-e:r>	*dude:r「4番目.M」な
どの例があり，*dʒude:r「2番目.M」と同様に -de:rを持つ。モンゴル祖語では，これらの数
詞の語根はそれぞれ，*ǰi-「2」，*gu-「3」，*dö-「4」と再建され，序数はそれぞれの語根に接
辞 -tüxer，-taxarが付加された *ǰi-tüxer「2番目」，*gu-taxar「3番目」，*dö-taxar「4番目」
であったと考えられている（Poppe	1955:	242-249;	Janhunen	2003a:	16-17）。モンゴル文語
や中期モンゴル語においては，それぞれWM	 ǰidüger「2番目」，WM	gutugar,	MM	SH	qu-
ta’ar~qu-tu’ar「3番目」，WM	dötüger,	MM	SH	dö-tü’er	A	dö-teer「4番目」となる（Poppe	
1955:	242-245;	Rybatzki	2003:	70-71）。アラビア文字による中期モンゴル語資料においては
序数を表す接辞として tU～tAも用いられており，モンゴル文語や中期モンゴル語で一般的に
序数に用いられる接辞 *-tUxArは，本来の序数接辞 -tUあるいは -tAが具格を表す -xArによっ
て拡張されたものであると考えられている（Poppe	1955:	249;	Janhunen	2003a:	17）11）。は
udを表示していたとみなすことによって，契丹語の序数にモンゴル文語や中期モンゴル語と
近似した形式や語構成を見出すことができる。
基数 *dʒir「2.F」と序数 *dʒude:ɲ「2番目.F」及び *dʒude:r「2番目.M」は語根と考えられ
る *dʒuを共有し，基数には -r，序数には -de:ɲあるいは -de:rが接続したものと分析すること
が出来る。同源と考えられるモンゴル祖語 *ǰirin「2」や *ǰitüxer「2番目」は，語根 *ǰi-に派
生接辞が付加されたものであると考えられており，それぞれ *ǰi-r-in，*ǰi-tüxerと分析されう
る（Janhunen	2003a:	17）。語根に接辞が接続することで形成される契丹語の基数・序数は，
モンゴル祖語の数詞の語構成と近似しているということが出来るであろう。契丹語のこのよう
な序数の形成法は，「6」などの基数に直接 -e:r（男性）あるいは -e:ɲ（女性）が接続するもの
を除き，「2」～「10」にも同様に見ることが出来る。

4.3　「3」
基数			女性形			 <qor	~qʊr>	*qor	~qʊr
	 			男性形			 <[?]>[?]
序数			女性形			 <aq-ud-e:ɲ>	*qʊde:ɲ， <aq-od-eɲ>*qode:ɲ，
	 															 <qud-e:ɲ>	*qʊde:ɲ
	 			男性形			 <aq-ud-e:r>	*qʊde:r， <aq-od-er>	*qode:r，
	 															 <qud-e:r>	*qʊde:r

即実（1986）は，モンゴル語やダグール語の形式を参考にし，伀は kʊrpʊを表示している

9）	 即実（2012:	92）を参照。
10）	 Takeuchi（2015）や大竹（2015）など近年の研究では，の推定音価を udとしている。また，

と似た字形である佩が <ir>を表示することもの音価推定に影響を与えた可能性がある。しかし，
原字の表示する音価と原字の字形との間には関連性を見出すことができないことも多い。

11）	 ちなみに，契丹語の具格は *-e:rによって標示される。
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と言う。清格爾泰（1997）では，序数の表記をもとに基数の発音の推定を行っている。序数
の表記のうち，が語幹に相当するとし，基数の発音をɣuruと推定している。愛新覚羅（2004:	
71）は序数と基数との比較によって，序数の語幹を gur(u)-，基数を *guruとする。
序数の形式はそれぞれ，*qʊde:r	~	qode:r「3番目 .M」，*qʊde:ɲ	~	qode:ɲ「3番目 .F」となる。

4.2節で述べた契丹語の基数・序数の語構成を想定すると，これらの形式は語根 *qʊ	~	*qoに
接辞 -de:rあるいは -de:ɲが接続したものと分析することが出来る。基数の表記に用いられる
やに関しては漢字との対音関係を見出せていないが，基数「2.F」は語根に接尾辞 -rが接
続することで形成されていることを考慮し，「3.F」の音形式を語根 *qʊ	~	*qoに接尾辞 -r
が接続した *qor	~qʊrと推定しておきたい。「3.M」も語根 *qʊ	~	*qoに何等かの接尾辞が
付加されたものと推測されるが，その形式は明らかではない。
また，，，が同語異写であると考えるならば，はあるいはと同

じ発音を表示しているはずである。したがって，の音価を <qod	~qʊd>と推定する。

4.4　「4」
基数	 女性形	  <dur>	*dur
	 男性形	  <durb>	*durb
序数	 女性形	  <ed-ud-e:ɲ>	*dude:ɲ， <ed-ud-e:ɲ>	*dude:ɲ
	 男性形	  <ed-ud-e:r>	*dude:r， <ed-ud-e:r>	*dude:r

即実（1986）は，モンゴル語やダグール語の形式を参考にして，倝は turpuを表示して
いると言う。清格爾泰（1997）では，序数詞の表記をもとに基数詞の発音の推定を行ってい
る。序数詞の表記のうち，あるいはが語幹に相当するとし，基数詞の発音を duruと
推定している。愛新覚羅（2004:	71）は，序数詞と基数詞との比較によって，序数詞の語幹を
dur(u)-，基数詞を *duruとする。
序数の形式はそれぞれ，*dude:r「4番目.M」，*dude:ɲ「4番目.F」となる。これらも「2番
目」の場合と同様に，語根に接尾辞 -de:rあるいは -de:ɲが接続したものと考えたい。したがっ
て，「3」の場合と同様に，語根を *du，基数（女性形）を *durと推定する。
男性形の表記に用いられるは，人名倞仠	<durb-e:r>「突呂不」（EM	tu	liu	pu）の表記に
用いられている（即実 2012:	297）12）。大竹（2016:	10	fn.	61）はこの対応に基づき倞を dur(e)b	
と推定している。筆者も同様に倞 *durbと推定しておきたい。この推定に基づくならば，基
数の男性形は女性形に接尾辞 -bが接続したものと考えることが出来よう。しかし，これが他
の数詞にも同様に当てはまるかどうかは明らかではない。

4.5　「5」
基数			女性形			 <tau>*tau
	 			男性形			 <tɛb>	*tɛb
序数			女性形			 <ed-ad-o:-oɲ>	*dado:ɲ， <ed-od-o:-oɲ>	*dodo:ɲ
	 			男性形			 <ed-ad-o:-or>	*dado:r， <ed-od-o:-or>	*dodo:r

12）	 ただし，即実（2012）は倞仠を倞仏の誤刻とする。
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数詞「5」に関しては『遼史』卷五十三	禮志六に「討，五」とあり，「5」が「討」（EM	
thɑu）と漢字による音写によって記録されている。即実（1986）は，漢字による音写やモン
ゴル諸語の形式をもとに tʰɑwʊとする。清格爾泰（1997）は序数の発音を tʰapuiあるいは
tʰawoiとし，基数の形式を tʰawとする。愛新覚羅（2004:	71,	187）は，序数と基数との比較
によって，序数詞の語幹を tat(o)-，基数を *tauあるいは *taoto	~	tautoとする。
漢字による音写に基づき「5.F」は *tauと推定することができる。は表音文字として中

国語音「討」（EM	thɑu）の表記にも用いられていることもその推定を裏付けている。「5.M」
に関して，大竹（2016:	3	fn.	16）は人名 <tɛb-ed>「貼不」（EM	tʰiɛ	bu）の表記に基づき
を täbと推定している。筆者も同様に *tɛbと推定しておきたい。この例からも，基数男
性形の形式は -bによって特徴づけられることが暗示される。
序数の形式はそれぞれ，*dado:ɲ	~	dodo:ɲ「5番目.F」，*dado:r	~	dodo:r「5番目.M」となる。

語根*da	~	doに -do:ɲあるいは -do:rが接続することで形成されているとみなすことが出来よう。

4.6　「6」
基数			女性形			 <ɲur>	*ɲur
	 			男性形			 <[?]>	[?]
序数			女性形			 <ɲur-e:ɲ>	*	ɲure:ɲ
	 			男性形			 <ɲur-e:r>	*ɲure:r

即実（1986）は，モンゴル諸語やツングース諸語の形式をもとに，基数の形式を tʃirkɔとす
る。清格爾泰（1997）は，女真語の「16」をもとにの音価を nirと推定している。愛新覚羅

（2004:	187）は， njurとする。モンゴル祖語においては，基数「6」は *ǰirguxanであるが，
この語の語幹は「2」を意味する ǰirと「3」の語根 guから構成されていると考えられている
（Poppe	1955:	245-246;	Janhunen	2003a:	17）。したがって，モンゴル祖語 *ǰirguxanは Pre-
Proto-Mongolicの段階における本来の形式とは異なっていると考えられている（Janhunen	
1993:	175-176）。
契丹語の「6」は，他の数詞と異なり，序数においても基数の表記に用いられる原字が用い
られる。漢字との対応も明らかではない。基数「6」の表記に用いられるは，契丹小字墓誌
中の韻文において <ur>， <dʒur>， <[?]>， <mur>と韻を踏むことが明らかとなって
いる（沈 2009）。したがって，は -urを含む音価を表示していたと考えてもよいであろう。
金代女真語で「16」は「女魯歡」（EM	niu	lu	huɔn）と音写される（孫 2004:	239-240）。これ
らを考慮し， *ɲur「6.M」と推定しておきたい。「6.M」の形式は不明である。序数の形
成は「2番目」-「4番目」とは異なり基数女性形に接尾辞 -e:rあるいは -e:ɲが接続することに
よって形成されている。

4.7　「7」
基数			女性形			 <dɛl>	*dɛl
	 			男性形			 <dil>	*dil
序数			女性形			俏 <da-ald-e:ɲ>	*dalde:ɲ
	 			男性形			俏 <da-ald-e:r>*dalde:r
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即実（1986）は，関連諸語との比較を通して tɔlɔと推定する。清格爾泰（1997）は，モン
ゴル諸語を参考に序数の表記に用いられる俏を toloあるいは toluと読んでいる。愛新覚羅
（2004:	71）は，序数と基数との比較によって，序数の語幹を dol(o)-，基数を *doloとする。
その一方で，表音文字の音価としては dir， dilとする（愛新覚羅 2004:	1-25）。
は人名「迪烈」（EM	ti	liε）の表記に用いられていることから， <dil>と推定すること
ができる。は人名仭 *[?]aq「迭剌」（EM	tiɛ	 la）の表記に用いられている（愛新覚羅・吉
本 2012:	129-130）。この漢字との対応に基づき，を dɛlと推定したい。これらの形式に基づ
くと，基数「7」の男性形と女性形の音形式の違いは，母音の交替によって特徴づけられるこ
ととなる13）。
序数の表記に関して，大竹（2015）は俏の音価を <ald>とし，*dāldēr「7番目.M」，*	dāldēń「7
番目.F」とする。大竹（2015）に基づき，序数の形式はそれぞれ，*dalde:	ɲ「7番目.F」，
*dalde:r「7番目.M」と推定しておきたい。語根 *dalに -do:ɲあるいは -do:rが接続すること
で形成されているとみなすことが出来よう。

4.8　「8」
基数			女性形			 <ɲε:m>*ɲε:m， <ɪɲ-ɛ:-ɛm>*ɲε:m
	 			男性形			 <[?]>[?]
序数			女性形			不明
	 			男性形			 <ɲεm-ir-e:r	>*ɲεmre:r， <ɲε-ɛm-ed-e:r>*ɲεmde:r

即実（1986）は，関連諸語の形式を参考にして nɑimʊと推定している。
基数「8」は同語異写をもとに形式を特定することが可能である。基数「8」は通常は表意
的な文字であるによって表記されるが，何俣侒と表音文字を組み合わされることによって
記された例があることが指摘されている（呉 :	2014）。この同語異写に基づくならば基数「8」
の形式は *ɲε:mと推定することができるだろう。また，序数は男性形のみ発見されており，
*ɲεmire:r，*ɲεmde:rとなる14）。「2番目」～「4番目」と同様に -de:rによって序数（男性形）

を形成する形が見られる一方で，-re:rによって形成される例も見られる15）。

4.9　「9」
基数			女性形			 <iʃ	~	ʃi>*iʃ
	 			男性形			 <[?]>[?]
序数			女性形			不明
	 			男性形			侁俾 <iʃ-ed-eer>	*iʃde:r，中仠俾 <iʃ-er-eer>	*iʃre:r

清格爾泰ほか（1985）は，契丹語の「孝」は「赤寔得本」（EM	tʂhi	ʂi	tei	puən）と音写さ
れるが，その語は契丹小字では仼俼中侁俎何 <edʒ-i-中-ed-eb-eɲ>と表記されることに注目し，
さらにモンゴル諸語の形式を考慮して，中を isと推定している。即実（1986）は isuとする。

13）	 契丹語の形容詞には，佹倗佻 *dɛurd「中央.F」，人佻 *daurd「中央.M」の例のように男性形と女
性形の音形式の違いが母音の交替によって特徴づけられるものも見られる。

14）	 の音価 <ɲε>は，，，がすべて同じ発音を表記していると仮定して推定している。
15）	 大竹（2015:	88	fn.	16）では，この異形態を契丹語における長母音が後続する母音間の -d-のロー

タシズムによると想定する。
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愛新覚羅（2004:	71）は基数「9」を isuとする。
契丹語の「9」に関しては，『燕北雑記』に「一十是九。」とあり，数詞「9」の発音が「一十」

（EM	i	ʂi）によって音写されている。この音写に従うなら，は <iʃ>を表示していたと考える
ことができる。は表音文字としても用いられている。中国語音の表記ではによって「使」
（EM	ʂï）を音写している。また，部族名「乙室已」（EM	i	ʂi	 i）は，契丹小字では <iʃ-
eg-i>*iʃɪgiと表記される（愛新覚羅 2006:	23-24）。これらの対音関係から見るとは iʃあるい
は ʃiのどちらも表記することができたようである。序数「9番目.M」は侁俾 *iʃde:r~iʃre:r
と表記されている。これらは他の序数と同様に派生接辞 -de:r,	-re:rを加えることによって形成
されていると考えられる。

4.10　「10」
基数			女性形			 <por>	*por
	 			男性形			 <[?]>	[?]
序数			女性形			依丑倖 <po-od-e:ɲ>	*po:de:ɲ
	 			男性形			侁俾 <por	-ed-e:r>	*porde:r

即実（1986）は，関連諸語との比較により hɑrpɑと推定している。
序数「10番目」は基数の表記に用いられるを用いて表記されるため，序数の表記をも
とにやの音価を特定することはできない。しかし，契丹小字墓誌中の韻文においては
 <or>や <dor>と韻を踏むことがの音価の手がかりとなる（沈 2009）。この押韻を参考
にすると，は -orを含む音価を表示していたと考えられよう。また，女性形序数は依丑倖 
<po-od-eɲ>	*po:de:ɲであり，語根は po-であったと考えるのが合理的と考えられる。
モンゴル祖語では基数「10」は *xa-r-banである（Janhunen	2003a:	16-17）。語頭の x-は

Pre-Proto-Mongolicの段階では *p-に遡ると考えられており，より古い段階では *pa-r-pan
であったと考えられる（Janhunen	2003b:	399）。モンゴル祖語の *x-は契丹語では p-として
現れている例が見られる。現段階では十分な根拠があるとは言えないが，押韻や序数詞の形式，
モンゴル諸語の形式を考慮し，は <por>を表示していたと考えたい。男性形の表記に用い
られるの音価は不明である。序数は他の数詞と同様に -de:rが接続することで形成されている。

4.11　「20」～「80」
契丹小字による，基数「20」～「80」を表す字形はそれぞれ以下のように比定されている。「20」
以降の表記に関しては，女性形の表記のみ現在のところ確認できている。現段階ではこれらの
語の音形式の推定に十分なデータが得られているとは言えない。

丁	「20.F」
佋	「30.F」
仡	「40.F」
仱	「50.F」
侎	「60.F」
係	「70.F」
兏	「80.F」
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4.12　「100」
基数			女性形　 <dʒau>*dʒau
序数			不明

契丹語の「100」に関しては『遼史』卷百十六	國語解に「爪，百数也。」とあり，漢字「爪」（EM	
tʂiau）によって音写されている。さらに，は表音文字として中国語音「招」（EM	tʂiau）の
表記にも用いられる。先行研究においても，若干の違いはあるが基本的にこの音写に基づき推
定を行っている。

4.13　「1000」
基数			女性形　但	<mɛŋ>	*mɛŋ
序数			不明

契丹語の「1000」の表記に用いられる但は，但下 <mɛŋ	-an>「猛安」（EM	məŋ	an）の表
記に用いられている（劉ほか 1995）。漢語音との対応，及びモンゴル諸語との形式を参考に
*mɛŋと推定する。

4.14　「10000」
基数			女性形　伝	<tum>	*tum
序数			不明

契丹語の「10000」の表記に用いられる伝は，人名伝亙 佹們伯 <tum-ur	ed-ʊŋ-a:>「図没
里同瓦」の表記に用いられている（即実 1996:	249）。漢語音との対応より，基数の音形式は
*tumと考えるのが合理的である。

5. まとめ

本稿では，契丹語の数詞に関する言語特徴を述べ，モンゴル祖語における数詞と比較検討し
つつ契丹語の数詞の音形式の復元を試みた。本稿で扱った，契丹語の数詞は以下のようにまと
めることが出来る。
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意味 基数（F） 基数（M） 序数（F） 序数（M）

1 [?] *[?]um *m[?]ʊq *masʊq~*masoq~*mosoq
2 *dʒir [?] *dʒude:ɲ *dʒude:r
3 *qor	~qʊr [?] *qʊde:ɲ	~	qode:ɲ *qʊde:r	~	*qode:r
4 *dur *durb *dude:ɲ *dude:r
5 *tau *tɛb *dado:ɲ	~	*dodo:ɲ *dado:r	~	*dodo:r
6 *ɲur [?] *ɲure:ɲ *ɲure:r
7 *dɛl *dil *dalde:ɲ *dalde:r
8 *ɲε:m [?] *ɲε:mre:r	~	ɲε:mde:r
9 *iʃ [?] *iʃder	~	iʃrer
10 *por [?] *po:de:ɲ *porde:r
100 *dʒau
1000 *mɛŋ
10000 *tum

（空欄は当該語彙の契丹文字による表記が明らかとなっていないことを示す）

略号一覧

言語名
EM					近世音
MM				中期モンゴル語
WM				モンゴル文語
SH	 				『元朝秘史』モンゴル語
PM					モンゴル祖語
Ph	 				パスパ字モンゴル語
A	 				アラビア文字モンゴル語

記号
E	 				挿入音
F	 				女性
LOC			位格
M	 				男性
PL	 				複数
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