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This	 study	analyses	 the	distribution	and	development	of	Khams	Tibetan	
dialects	spoken	in	the	northern	Shangri-La	Municipality,	Yunnan	Province,	
China.	Two	dialectal	groups	of	Khams	Tibetan	are	contacted	 in	 this	area:	
Chaphreng	and	Sems-kyi-nyila,	the	second	of	which	also	contains	several	small	
subgroups.	This	study	highlights	the	phonetic	development	of	ten	varieties	
of	Khams	Tibetan	(Phula,	 sNgonshod,	Nagskerags,	Adma’,	dNgo,	Phuri,	
mTshongu,	rTsegnyi,	rGyalbde,	and	Byagkar)	and	characterises	the	way	 in	
which	phonetic	features	developed	within	each	variety.	It	 is	noteworthy	that		
Written	Tibetan	(WrT)	characters	such	as	WrT,	Py,	Ky,	Pr,	Kr,	C,	L	and	y	generally		
correspond	to	various	sounds,	which	can	be	used	as	criteria	to	divide	the	dialects		
into	subgroups.	This	study	concludes	that	the	varieties	spoken	in	the	northern	part		
of	Shangri-La	Municipality	can	be	divided	into	three	subgroups	and	organised		
by	region.	The	northernmost	subgroup	includes	Phula	and	sNgonshod	and	belongs		
within	the	Chaphreng	group,	and	the	southernmost	section	includes	mTshongu,		
rTsegnyi,	 rGyalbde,	and	Byagkar	and	belongs	within	 the	Sems-kyi-nyila	
group.	The	middle	subgroup	includes	Nagskerags,	Adma’,	dNgo,	and	Phuri	
and	possesses	partial	features	shared	with	both	Sems-kyi-nyila	and	Chaphreng;	
however,	it	can	historically	be	derived	from	the	Sems-kyi-nyila	group.
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1. はじめに

中国雲南省北西部に位置する迪慶［bDe-chen］1）藏族自治州は，チベット文化圏の南東端に
位置し，納西，傈僳，彝，白など他の民族文化圏と接する多民族地域である2）。この地域のチベッ
ト語諸方言3）は，このような環境にあって，互いに意思疎通の困難な複数の方言群に分かれて
いる4）。本稿では迪慶州香格里拉［Sems-kyi	Nyi-zla］市5）の北半分の地域に分布するカムチベッ
ト語諸方言のうち，南北を貫く主要交通路沿いおよびそこに近い地域で話される 10地点の方
言について，各方言の音特徴の相違を明らかにし，また，それに基づき各方言の形成過程を考
察する。特に異なる方言区域が衝突する地域で起きている言語現象をいかに解釈するかという
ことが議論の核心となる。

1.1 議論の背景
迪慶州に分布するカムチベット語は，瞿靄堂・金效静（1981），張濟川（1993），Zhang（1996）
などにあるように，長らくカムチベット語の中で独立した方言群を形成すると理解されてきた。
そこに鈴木（2008）が迪慶州のカムチベット語が複数の異なる方言群からなることを明らか
にし，従来「独立した方言群」と考えられていた方言群は香格里拉方言群と呼ぶものにのみ相
当することを示した。また，先行研究において雲南のカムチベット語といえば，香格里拉方言
群に属する建塘［rGyal-thang］方言を指す場合がほとんどで，記述もほぼこれに集中してい
る。たとえば，陸紹尊（1990,	1992），Hongladarom（1996,	2000,	2007ab），Wang（1996），《中
甸県誌》（1997:	147-153），《雲南省誌》（1998:	421-441），《迪慶藏族自治州誌》（2001:	1281-
1293），蘇郎甲楚（2007），王曉松（2008），趙金燦（2010），趙金燦・李玉朋（2014）などがあ
げられる。
しかしながら，雲南北西部一帯において，カムチベット語が話されている地点は数多く存在
し，その方言特徴は多岐にわたる。筆者の調査地点の主要な部分を地図にして示すと，図 1の

3. 蔵文対応形式から見た考察
　3.1 蔵文共鳴音字の対応関係
　3.2 蔵文阻害音字の対応関係
　3.3 蔵文開音節（母音）の対応関係

　3.4 蔵文末子音字 rの対応関係
　3.5 対応関係のまとめと考察
　3.6 周辺諸方言との類型的異同
4. まとめ

1）	 チベット語の漢字音写部分には，判明している限り，初出の箇所でチベット文語形式（以下「蔵文」）
を添える。本稿では，簡便のため，方言名を含むすべてのチベット語系の固有名詞を漢字で表記する。

2）	 迪慶州のチベット文化圏内の位置と地理環境については Ryavec（2015）を参照。同州の地名は呉
光范（2009）を参照。ただし，本稿で用いる漢字表記の地名の中には，呉光范（2009）の記載と
現地で通用しているものとの間に異なりが存在するものもある。この場合，本稿では後者を用いる。

3）	 Tournadre（2014b）における用語と分類に従えば，「チベット語」ではなく Tibetic「チベット系
諸言語」のほうが正確である。本稿では，以降「チベット系諸言語」を用いる。

4）	 言語分類や方言区分は単に意思疎通の可否（相互通用度）に基づいて行われるわけではない。こ
れはチベット系諸言語に限らずすべての言語変種について言えることである。鈴木（2009b）や
Roche	&	Suzuki（forthcoming）を参照。

5）	 香格里拉市は 2015年 5月に成立した。それ以前は香格里拉県と呼ばれていた。また，2002年以前
は中甸県という名称であり，関連文献の出版年によって名称もまた異なる。本稿では，一律「香格
里拉市」を用いる。
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ような地点を挙げることができる6）。調査地点の密度に濃淡があるものの，Zhang（1996）な
どの方言研究が雲南省内について 6地点しか言及していない点7）と比べれば，雲南省内のカム
チベット語についての全体像を見渡すことができる地点数があると判断する。
これらの地点で話される方言は，鈴木（2015a）の見解に従うと，次の 3つの「言語」レベ
ルに相当する「方言群」に分類できる。

・香格里拉方言群
・得榮徳欽［sDe-rong	’Jol］方言群
・郷城［Cha-phreng］方言群

6）	 本稿で掲げる地図はすべてArcGIS	online（https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html）	
を用いて筆者が作成した。

7）	 中甸（現香格里拉市建塘鎮），東旺［gTor-ma-rong］，徳欽，奔子欄［sPom-rtse-rag］，塔城［mTha’-chu］，	
大坡崗［rTa-pho-sgang］（現徳欽県奔子欄郷打撲貢村）の 6地点をさす。

図 1：雲南省北西部のカムチベット語分布地点
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これらについて，香格里拉方言群および得榮徳欽方言群には比較的方言差異が概観できる紹
介（閔江海主編 2001:	27）や記述研究（鈴木 2015a,	2016b,	印刷中 c,	Suzuki	2014など）があ
る一方，郷城方言群については鈴木（2007b）の紹介があるが，雲南省内に分布する方言の差
異が概観できるような研究は未見である。それゆえ，郷城方言群に属する諸方言についての詳
細な記述と，同方言群に接触する地域の方言についての研究は，雲南のチベット系諸言語を理
解するうえで重要な役割を果たすといえる。加えて，各種方言群の接触する地域で起こってい
る言語現象を明らかにすることも，興味深いテーマの 1つである。
さて，以上の中で，迪慶州香格里拉市建塘鎮を中心とする地域で話される香格里拉方言群は，
鈴木（2016a）の記述によると，さらに以下の 5つの下位方言群に分かれる。

・建塘下位方言群
・雲嶺山脈東部下位方言群
・維西塔城下位方言群
・翁上［dNgo］下位方言群
・浪都［La-mdo］下位方言群

このうち，香格里拉市北部には建塘下位方言群，翁上下位方言群，浪都下位方言群が分布し，
また市内において郷城方言群の東旺下位方言群に属する諸方言と接している。ただし，これら
の下位方言群の詳細な接触地域や言語差異についての包括的な報告はまだ存在しない。そもそ
も，香格里拉市北部のカムチベット語については，Bartee（2007）の東旺（彭丁［sPang-steng］）
方言の記述文法が提出されているほかはまとまった記述が行われておらず，Bartee（2011）や
次林央珍（2016,	2017）による個別的文法現象，社会言語学の記述があるほか，鈴木（2009a:	
258-282）が東旺下位方言群に属する普呂［Phu-la］方言の語彙を記述し8），また鈴木（2010b,	
2013a）がそれぞれ浪都方言と普上［Phu-ri］方言の音声記述と方言分類を議論しているにと
どまる。
このため，地域を単位として方言分布とそれぞれの言語特徴が把握できる状況にはなく，ま
た方言群をまたぐため，1方言群内での議論とは異なった角度からの分析も必要になるといえ
る。鈴木（2015b）はチベット方言学の議論は地域を単位に考察する必要性があると述べてい
るが，少なくとも先行研究において，本稿が提示するような問題が議論されたことはないため，
先行研究の中に依拠すべき方法論がなく，さまざまな方法論を部分的に利用し組み合わせるこ
とで新たに構築することが必要になる9）。特に方言間の系統関係を示すだけでは現象を十分に
とらえられず，方言（言語）接触の側面をどのように扱うことができるかは，チベット系諸言
語内部での接触関係を論じる際の重要な課題である。
香格里拉市中央部を中心として話される建塘下位方言群については，音韻特徴について地理
言語学でいう周圏分布があてはまるという分析がある（鈴木 2015a）。また，この分析を雲嶺
山脈東部下位方言群の一部まで拡張したものに鈴木（2016a,	2017bc）がある10）。これらの研

8）	 鈴木（2009a）では gTorwa方言と呼び，分布地域は「東旺郷躍進村」と記載があるだけであるが，
躍進行政村普呂自然村の形式を記録している。

9）	 地域は異なるが，楊士宏（1995,	2009）は甘肅省甘南州南部を対象に，地域を単位に各種方言の記
述を試みている。ただし，明確な方言学の方法論が存在するわけではなく，提示されている結論も
説得力に欠ける。



9鈴木博之：香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の方言差異とその形成

究方法を参考にしつつ，対象となる諸方言の個別の記述をもとに，地理言語学的観点から香格
里拉市北部の言語状況を見るというのが，本稿の基本的な考えである。

1.2 言語資料
本稿で取り上げる方言は，迪慶州香格里拉市で話される以下の 10種の地域変種である：

・普呂方言：東旺郷躍進行政村普呂自然村
・翁水［sNgon-shod］方言：格咱郷翁水行政村上村
・納格拉［Nags-ske-rags］方言：格咱郷納格拉行政村左魯自然村
・阿木［A-dma’］方言：格咱郷木魯行政村阿木自然村
・翁上方言：格咱郷翁上行政村全心自然村
・普上方言：格咱郷翁上行政村普上自然村
・初古［mTsho-mgo］方言：格咱郷格咱行政村初古自然村
・孜尼［rTse-gnyis］方言：格咱郷格咱行政村孜尼自然村
・吉迪［rGyal-bde］方言：建塘鎮吉迪行政村奶都自然村
・霞給［Brag-dkar］方言：建塘鎮紅坡行政村霞給自然村

以上の配列はおおよそ分布地域が北から南の順となっている11）。鈴木（2015a）の記述では，
これらの中で普呂，翁水，納格拉，阿木の各方言は郷城方言群に属し，それ以外は香格里拉方
言群に属していると考えたが，特に方言群の境界にあたる地域で話される，納格拉，阿木，翁
上の各方言は詳細な記述がなされていないため，方言群の帰属について検証が必要である。各
種方言の分布図は図 2のようである。
この地域において，主要交通路は香格里拉市建塘鎮から郷城県香巴拉鎮をつなぐ，南北を縦
断する 1本のみであり，その道沿いには，北から翁水，翁上，普上，初古，霞給の各村が位置
している。これら以外は，それぞれ主要交通路から奥に入り込んだ地点にある。主要交通路を
除く地域については，近年まで徒歩が唯一の交通手段であり，交通路があるといっても互いの
往来は決して多いとは言えない状況であった。主要交通路についても，初古と霞給の間には峠
があり，交流の頻度という面から考えると両者は相対的に密接な関係があったとはいえず，霞
給は特に建塘中心部との結びつきが強い。初古，孜尼，吉迪の 3村は地図においては地理的に
接近しているように見えるが，互いに直線で移動できる道はなく，往来には不便であり，実際
の交流にはほとんど使われていない12）。特に吉迪は交通路が直接建塘鎮中心部に接続している。
本稿では 1村落内に認められる社会言語学的差異（sociolect）については取り上げず，地域

差異（regiolect）にのみ注目することとする。社会言語学的差異が何に由来するものであるか
は興味のある点である一方，包括的な調査が必要となり，本稿の段階では調査内容の関係上考

10）	 語彙や形態統語の面については，当然のことながら，必ずしも周圏分布を見せるとはいえない。
Suzuki（2017）や Suzuki	&	Lozong	Lhamo（2017）を参照。

11）	 図 2に示すように，緯度のみで考えれば初古村と孜尼村の順序が逆になる。ただし交通路をたどっ
ていくと，普上村から孜尼村へ行くには通常初古村を通過しなければならないため，以上のような
配列とした。普上村から直接孜尼村に行く方法は存在するが，調査協力者によると，高地にある夏
の放牧場を通過する道で，一般の往来には使われておらず，交通路沿いに歩くほうが時間もかから
ないという。

12）	 2011年 7月に格咱郷で行ったインタビューによる。
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慮に入れることが困難であるからである。チベット系諸言語について，都市化に伴う移民の増
加に関連して起こりうる社会言語学的差異については Suzuki	&	Sonam	Wangmo（2017）の
扱う塔公［lHa-sgang］方言13）やKonchok	Gelek（2017）の扱う結古［sKye-dgu］方言14）の
ような事例があるが，香格里拉市については建塘鎮の古城地区（獨克宗［rDo-mkhar-rdzong］）
を除いて特記すべきことはなく，ひとまずすべて地域差異を維持しているものと理解してお
く15）。建塘鎮中心部の語彙資料は先行研究（《雲南省誌》1998:	651-1318），筆者の調査による
ものともに存在するが，本稿では都市化，周辺部からの移民などに起因する社会言語学的な変
化の影響にできるだけ触れないようにするため，鎮中心部からやや離れた，かつ未記述の方言
（霞給方言）を用いる16）。また，普上方言については鈴木（2013a）にも言及があるように，以
前からの定住民と移民の話す言語の間には差異が認められる17）が，ここでは前者を記述する。

13）	 四川省甘孜州康定市で話されるカムチベット語木雅熱崗［Mi-nyag	Rab-sgang］方言群に属する方
言である。

14）	 青海省玉樹州結古県で話されるカムチベット語玉樹［Yul-shul］方言群に属する方言である。
15）	 建塘鎮周縁部においても，観光開発に伴う居住形態の変化が起きてはいるが（cf.	Vandenabeele	

2014），方言学的研究を行う上で言語に対する影響を考慮する必要は未だないと見積もる。
16）	 本稿末尾に付録として香格里拉市内のカムチベット語諸方言の音素目録の対照表を掲げた。この付

録は，本稿で取り上げない周辺部の諸方言が音体系について類似した特徴をもつ点を明らかにして
いる。

図 2：本稿で扱う方言の位置
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各方言の相互通用性18）についても若干記述しておく。たとえば，以上に挙げた諸方言の中で，
もっとも離れた地点となる普呂と霞給の間には，相互通用性はほぼ存在しない19）。当該諸方言
の分布地域のほぼ中央に位置する普上出身の話者によると，翁上方言は発音が異なるが理解可
能である一方，初古以南の方言は初対面では理解しづらく，阿木，納格拉方言は最初は理解し
にくいが比較的早く慣れ，理解しやすくなるというが方言差異が大きいと言い，普呂，翁水方
言は理解が困難であるとのことである20）。ただし，蔵文の知識があれば互いの方言の理解が容
易であり，普呂と霞給の間でも理解しやすくなるという21）。
本稿で用いる以上の 10種の方言資料は，すべて筆者の調査によって得られたものである。
これにより，データの記述方法（1.3参照）の一貫性が保証できる。調査は 2005年から現在
まで断続的に行い，華侃　主編（2002）を主たる語彙調査表として使用し，記述した。これ
は語彙項目として 2121語が収録されている。しかし調査した方言の中には 5割程度の回答し
か得られなかったものもある22）。また，補助的な語彙調査として趙燕珍（2012）を使用し，計
3000語程度を収集した方言もある。調査協力者の年代層は多くが 20代～ 30代である。本稿
で用いる語彙形式は，できる限り口語音形式を示すものを選び，文語読書音が混じらないよう
に配慮した。当然ながら，議論に必要な個所についてはこの限りではない。このため，収集し
た語彙の中でも使用できる部分が限られる。その中で議論を組み立てる必要があり，語形式の
提示が分かりにくくなる部分がある。具体的な問題点については，3節冒頭で述べる。
また，個々の方言の音韻分析は一律省略するが，記述に用いる個々の音は上記の語彙調査に
用いた資料が採録する語彙項目に従って収集した形式に基づいて帰納した音素として認められ
る性格のものであり，その記述方針は 1.3に示す。

1.3 記述の方法
本各種方言の分節音の音表記については，国際音声字母（IPA）で規定してあるもののほ
か，朱曉農（2010）が規定する IPA以外の音標文字も含めて用いる。また，特に文字の定
まっていない音については，必要に応じて新たな音標文字を定義する23）。この表記の枠組みは	
Tournadre	&	Suzuki（forthcoming）が述べる pandialectal phonetic descriptionに基づいた，
チベット系諸言語に共通するものである24）。正書法的表記は用いない。ただし /r/に関しては，

17）	「普上村にはもともとから同村に居住していた一族（2戸）と村北部から移住していた人々（20戸
程度）がおり，話す言語に異なりが認められるという。」（鈴木 2013a:	60-61）

18）	 ここでいう相互通用性は，初対面で互いの方言が通用するかどうかを話者が主観的に判断したもの
である。Kluge（2007）のような方法論を用いたものではない。

19）	 2015年 5月に建塘鎮で行ったインタビューによる。
20）	 2011年 7月に格咱郷で行ったインタビューによる。
21）	 これは香格里拉市に限ることなく，周辺部のすべての地域のチベット系諸言語にもあてはまること

であり，これをもって相互通用性があるとはみなせない。
22）	 回答率の低い方言では，固有の語彙が漢語に置き換えられるなどの事情によって，忘れられてしまっ

た部分が大きいことを示している。
23）	 このような定義を与えることは方言差異のような細かい差異を扱う上で重要な措置である。詳細は

Suzuki（2016b）を参照。他言語の例については Canepari（1999）（イタリア語），Hickey（2011:	
29-31;	2014）（アイルランド語）などを参照。

24）	 具体的な記述例としては，鈴木（2014a），Suzuki（2016b）などを参照。特に方言研究においては，
方言間の比較を行うことを念頭に置く必要があるため，1方言の内的事情による表記の簡素化は比
較時に大きい問題をもたらすことがあるという危惧がある。張濟川（2009:	358）に類似の指摘が
あり，それによると，中国におけるチベット系諸言語の記述には‘ɬ’が散見されるが，本来的に
は無声側面流音［l̥］であるが印刷上の都合で無声側面摩擦音の音標文字が使われ，それが定	 ↗
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［r,	ɾ,	ɹ］などのさまざまな音声実現が自由変異で現れ，1つの音標文字による表記ではまとま
らないため，/r/で代表させる25）。一方［ɿ,	ʅ］は 1つの音素の条件変異であるが，音声実現を
鑑み，両者を使い分ける。
超分節音については，音声表記ではなく音韻分析済みの形で掲げる。詳細は次節の各方言の
記述を参照。各種方言で超分節音の現れがほぼ共通することは注目に値する。
本稿で言及する各種方言はほとんど共通の音節構造をもつ。これを鈴木（2005）を参照し
て以下のように記述する。

CCiGVCC

このうち，いかなる方言においても Ci（主子音）と V（音節核の母音）が必須である。
最初頭子音Cは前鼻音，前気音の 2種が現れる。わたり音Gには /w,	j/が認められる。最大
の初頭子音の構造は 3子音連続となる。
末子音は最大で 2つ現れるが，2つあるときの第 2要素は /ʔ/である。
ただし，一部の方言には，鼻音を第 1要素とする子音連続に上記のものとは異なる構造をも
つものが存在し26），それを次のように記述する。

CCiGVCC

この構造は初頭の子音がはっきりと発音されるもので，いくつかの方言では両者の構造上の
違いが対立を形成するため，記述の際には書き分けが必要である27）。

2. 各種方言の音体系

ここでは，先に述べた 10の方言について，普呂方言，翁水方言，納格拉方言，阿木方言，
翁上方言，普上方言，初古方言，孜尼方言，吉迪方言，霞給方言の順に，それぞれの音体系を
掲げる。最後に，これらの方言の子音体系と母音体系を構成する音素について対照する表を掲
げる。
本稿に先立って，普呂方言，翁上方言及び普上方言には記述が存在するが，これら以外は本
稿が初出である。

↗	 着しているという。本稿 2.11.1および末尾の付録を見れば分かるように，本稿が扱う方言の中に
は /ɬ/と /l̥/が対立するという事例が存在するのであるから，中国の先行研究にあるような対応の
仕方は明らかに問題を引き起こすといえる。

25）	 つまり，/r/は有声歯茎ふるえ音［r］を常に指示しているわけではない。
26）	 鼻音を第 1要素とする子音連続については，鈴木（2010a,	2016c）を参照。現象の理論的側面につ

いては，朱曉農（2010）を参照。
27）	 この差異を音素配列の問題とするか音節構造の違いと考えるかは立場による。本稿は区別が必要な

ものを書き分ける以外，特別な主張はしない。
28）	 普呂方言の記述には，鈴木（2009a:	258-282）がある。
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2.1 普呂方言
普呂方言の子音には次のようなものが認められる28）。

表 1：普呂方言の子音組織

　

普呂方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 2：普呂方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
普呂方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.2 翁水方言
翁水方言の子音には次のようなものが認められる。

表 3：翁水方言の子音組織

　

翁水方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 4：翁水方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
翁水方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.3 納格拉方言
納格拉方言の子音には次のようなものが認められる。

表 5：納格拉方言の子音組織

　

納格拉方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 6：納格拉方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
納格拉方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.4 阿木方言
阿木方言の子音には次のようなものが認められる。

表 7：阿木方言の子音組織

　

阿木方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 8：阿木方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
阿木方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.5 翁上方言
翁上方言の子音には次のようなものが認められる29）。

表 9：翁上方言の子音組織

　

翁上方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 10：翁上方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
翁上方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降

29）	 翁上方言の記述には，鈴木（2017a）がある。
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2.6 普上方言
普上方言の子音には次のようなものが認められる30）。

表 11：普上方言の子音組織

　

普上方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 12：普上方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
普上方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降

30）	 普上方言の記述には，鈴木（2013a）がある。
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2.7 初古方言
初古方言の子音には次のようなものが認められる。

表 13：初古方言の子音組織

　

初古方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 14：初古方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
初古方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.8 孜尼方言
孜尼方言の子音には次のようなものが認められる。

表 15：孜尼方言の子音組織

　

孜尼方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 16：孜尼方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
孜尼方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.9 吉迪方言
吉迪方言の子音には次のようなものが認められる。

表 17：吉迪方言の子音組織

　

吉迪方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 18：吉迪方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
吉迪方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降
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2.10 霞給方言
霞給方言の子音には次のようなものが認められる。

表 19：霞給方言の子音組織

　

霞給方言の母音のうち，舌位置の対立には次のようなものが認められる。

表 20：霞給方言の母音組織（舌位置）

　　　　　　　　　　

母音には長短および非鼻母音 /鼻母音の異なりがそれぞれ認められる。
霞給方言の超分節音素には，語声調として以下の 4種が認められる。
ˉ：高平　　　´：上昇　　　`：下降　　　ˆ：上昇下降

2.11 分節音のまとめと対照
ここでは，先に示した 10方言の音体系を構成する分節音について，対照する表を掲げる。
対照表に記載される音は，以上に示した各種方言に 1つでも現れるものである。
2.11.1 子音
子音は閉鎖音，破擦音，摩擦音，共鳴音の 4種に分けて表を作成する。
閉鎖音は /ph,	p,	b,	th,	t,	d,	ʈh,	ʈ,	ɖ,	ȶh,	ȶ,	ȡ,	ch,	c,	ɟ,	kh,	k,	g,	ʔ/を挙げる。
破擦音は /tsh,	ts,	dz,	ʈʂh,	ʈʂ,	ɖʐ,	tɕh,	tɕ,	dʑ/を挙げる。
摩擦音は /ɬh,	ɬ,	ɮ,	sh,	s,	z,	ʂh,	ʂ,	ʐ,	ɕh,	ɕ,	ʑ,	çh,	ç,	ʝ,	xh,	x,	ɣ,	h,	ɦ/を挙げる。
共鳴音は /m,	m̥,	n,	n̥,	ɳ,	ȵ,	ȵ̊,	ɲ,	ŋ,	ŋ̊,	l,	l̥,	r,	r̥,	w,	j,	j/を挙げる。
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表 21：閉鎖音の一覧

　

表 22：破擦音の一覧
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表 23：摩擦音の一覧

　

表 24：共鳴音の一覧

　



25鈴木博之：香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の方言差異とその形成

以上を見渡すと，子音体系の中で，前部硬口蓋閉鎖音，硬口蓋閉鎖音，そり舌破擦音，歯茎
側面摩擦音の構造に基づいて，いくつかのグループに分けられる。

1．普呂，翁水
2．納格拉，阿木，翁上
3．初古，孜尼，吉迪，霞給

以上 3つのグループがあげられ，内部で非常によく共通した特徴をもっている。普上につい
ては 2と 3の中間のような性質をもっているように見える。また，翁上方言が子音体系におい
てもっとも複雑な構造をもっているということが分かる31）。
2.11.2 母音
母音については，舌位置のみについて対照表を掲げる。

表 25：母音舌位置の一覧

　

以上を見渡すと，諸方言間の差異は小さいといえるが，吉迪方言および霞給方言については
他の方言には見られない音があることが分かる。この点に基づいて，以下の 2種類にグループ
分けできるだろう。

1．普呂，翁水，納格拉，阿木，翁上，普上，初古，孜尼
2．吉迪，霞給

	 ＊	 	 ＊	 	 ＊	

31）	 本稿の範囲のみならず，香格里拉市に分布する方言群の中でも，翁上方言は最も複雑な子音体系を
もっている。鈴木（2011b,	2014a,	2016a,	2017a）など参照。
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以上，2.11で示した 2つの分類は共時的特徴に基づく類型的な類似性によるものであり，
この結果によって方言の分類を直接的に行うことはできない。方言の発展を視野に入れた分類
を提示するためには，体系的な歴史的変遷に基づく根拠が必要である。この点について，次節
で詳細な議論を行う。

3. 蔵文対応形式から見た考察

本節では，2節にまとめた諸方言の音体系を参考にしながら，蔵文対応形式の観点から各種方
言形式の対照と考察を行う。考察の視点と方法は，一般的には西（1986）や西田（1987），張濟
川（2009:	259-357）などが提示するチベット言語学の方法論が参考になるが，西（1986:	850）	
の言うようなラサ方言との他律的関係は考慮に入れず，あくまでも方言の自律的発展と地理分
布を重んじ，鈴木（2010b,	2011ab,	2012,	2014a,	2016abc,	2017bc,	印刷中 ab）の視点を活用
して，雲南のカムチベット語に特化した分析を行う。具体的には，次の 4点について考察する。

・初頭子音について
　　		-		蔵文共鳴音の対応関係（3.1）
　　		-		蔵文阻害音の対応関係（3.2）
・母音＋末子音について
　　		-		蔵文開音節の対応関係（3.3）
　　		-		蔵文末子音 rの対応関係（3.4）

本稿では分節音に関する諸現象について扱い，超分節音素については除外する32）。なお，蔵
文はWylie式の転写で示す。チベット文字の表す音価は格桑居冕・格桑央京（2004:	379-390）
を参照。本節では，簡便のため，蔵文形式について以下のような名称を用いる。

・蔵文 C系列：蔵文 c,	ch,	jを基字に含むすべての組み合わせ
・蔵文 TS系列：蔵文 ts,	tsh,	dzを基字に含むすべての組み合わせ
・蔵文 SH系列：蔵文 zh,	shを基字に含むすべての組み合わせ
・蔵文 S系列：蔵文 z,	sを基字に含むすべての組み合わせ
・蔵文 L系列：蔵文 lを基字または足字に含むすべての組み合わせ
・蔵文Ky：蔵文 k,	kh,	gを基字とし yを足字とする形式を含むすべての組み合わせ
・蔵文 Py：蔵文 p,	ph,	bを基字とし yを足字とする形式を含むすべての組み合わせ
・蔵文Kr：蔵文 k,	kh,	gを基字とし rを足字とする形式を含むすべての組み合わせ
・蔵文 Pr：蔵文 p,	ph,	bを基字とし rを足字とする形式を含むすべての組み合わせ
・蔵文 Tr：蔵文 t,	dを基字とし rを足字とする形式を含むすべての組み合わせ

なお，大文字を含まない蔵文転写は特定のつづり字を指す。また，#が子音に先行している
ものは，先行子音が存在しない例という意味を表す。一方，#が母音に後続しているものは，
後続子音が存在しない例，すなわち開音節という意味を表す。

32）	 チベット系諸言語の超分節音素をめぐる現象のさまざまな記述と解釈については，黄布凡（2007）
や Suzuki（2015）を参照。
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以上のように特定の蔵文形式をまとめて掲げるとはいえ，それらがある方言の中で規則的に
対応関係を見せるということを直接的に結びつけることはできない。音対応の一種の傾向を見
出すことは可能であるが，多くの異なった音対応を示しうるということに注意が必要である33）。
また，語形式の提示に当たっては，口語的か文語的かという語の性質34）を考慮し，できる限	
り口語形式に絞って資料を提示する。このため，音形式を扱うには（疑似）最小対を示せない
などの不備が生じるが，文語音が混在していては議論が構築できない35）。しかし一方，口語形
式は蔵文が示す形式を参照して方言の発展を議論することになる。蔵文の音体系と音素配列を
見る（孔江平等（2011）参照）と，音の組み合わせには明らかな偏向が認められ，口語に広
く分布する語でかつ最小対を形成する例というのはずっと少なくなることが予想できる。さら
に，可能な限り本稿で扱う 10方言の間で議論の対象とする語形式において同源形式を含んだ
ものを選ぶ必要がある。このような条件を踏まえれば，音韻論的な視点から見て理想的な議論
の方法に基づくことは困難であり，したがって，チベット系諸言語の音変化史の研究において
は，可能な範囲で共時的な音体系における最小対を示すという努力目標にするのが妥当である。
加えて，西田（1987）は蔵文対応形式の比較の際には語形式そのものではなく音節の比較

を行うべきであると述べている。これには当然一理ある。しかしながら，本稿では音節を主要
な比較対象とするけれども，語形式を掲げたのち，必要に応じて比較対象となる音節を指摘す
るという方法をとる。地理言語学的な方法論を視野に入れた場合，語形式そのものもまた，場
合によっては方言間の関連性を指示する可能性があるためである。

3.1 蔵文共鳴音字の対応関係
蔵文共鳴音の対応関係は，通常チベット系諸言語の中ではあまり注目されていない。共鳴音
に有声無声の対立が存在するかどうか，という問題は議論になる場合がある（江荻 2002:	222-
225）が，地域変種を考察するにあたっては取り上げられないのが通例である。しかしながら，
雲南で話される変種の場合は注目すべき差異が認められる（鈴木 2016c,	印刷中 c）ため，具
体例を挙げつつ考察する。
ここで注目するのは共鳴音に対応しうる蔵文形式の中で，蔵文 L系列と蔵文基字 yの対応
関係の 2点である。これら 2点は通常一括して扱うことができる（Suzuki	2008，鈴木 2010b,	
2016b）。注目点を整理しておくと，蔵文 L系列はチベット系諸言語で広く認められる音対応
は /l/を含むものであるが，一部の方言では /j/に対応する事例がある。一方蔵文基字 yは通
常 /j/と対応するが，蔵文 L系列が /j/と対応する方言においては，合流を避ける形で36）蔵文
基字 yが /j/以外に対応する事例がある。

33）	 つまり，この点が地理言語学の根幹をなす「語には語の歴史がある」という立場そのものである。
しかしながら，本稿ではこれを議論の中心に据えていない。

34）	 口語の発展の研究における文語読書音の判別の必要性については，Denwood（1999:	38-39）に指
摘がある。

35）	 これは文語読書音を地理言語学的視点から見た方言研究に利用する可能性を否定していない。口語
音と文語読書音の対応関係を調査し，かつ文語読書音の拡散経路を特定することができるのであれ
ば，方言研究に大いに利用することができる。しかしこの作業は本稿の議論の方向とも目的とも異
なる。

36）	 蔵文基字 yが /j/と対応しない諸方言について，これが蔵文 L対応形式が /j/となるのを避けるた
めに音変化を起こしたと考えるのは 1つの仮説にすぎない。ただし，鈴木（2016b）などの東チベッ
ト地域全般の地理言語学的研究を踏まえれば，蔵文基字 y対応形式と蔵文 L対応形式の間には関
連があると考えるのが妥当である。
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まずは蔵文 L系列の音対応について見る。

表 26：蔵文 L系列の基本的音対応

　

表 26のように整理してみると，蔵文 L系列の音対応には複数の形式が認められるが，語に
よって対応関係にずれがある。「月［天体］」は特別な対応関係が認められるため，これを除い
て考えると，初古，孜尼，吉迪，霞給の各方言は一律 /l/で対応するということが見て取れる。
「道」，「牛［干支］」，「教える」については普上方言と初古方言の間に /j/で対応するか /l/で
対応するという異なりが認められる。「風」は普上方言を除いて /l/で対応している37）。「簡単な」
や「教える」の場合は，普上方言で硬口蓋摩擦音 /ç/が現れているが，これは普上方言の音体
系（2.6参照）の中で，/j/と有声性について対をなすものと理解する。
「月［天体］」は，音対応として /nl,	 ɦj,	nd,	nd/といった形式が認められる。これを方言別に
見た場合，阿木と翁上の間に線を引くことができるであろう。翁上以南の方言は閉鎖音を含み，
阿木以北の方言はその他の例が示すように，音対応として相互に関連づけられる /l/と /j/が
対応する38）。
以上の点から，次のような分類ができることが示唆される。

・普呂，翁水，納格拉，阿木
・翁上，普上
・初古，孜尼，吉迪，霞給

続いて，蔵文基字 yの音対応について見る。

37）	 普上方言の対応関係はチベット系諸言語の中で一般的ではないが，香格里拉市内のいくつかの方言
では「風」の初頭子音に無声流音が現れる（Iwasa	et	al.	2017）。もちろんこれはもう 1つの蔵文
lhags pa「風」との対応があるのではない。

38）	 これは音対応の問題だけではなく，語形式の問題であるかもしれない。少なくとも，蔵文 zlで始
まる基本語彙は非常に少なく，音対応を一般化して理解できる状況にはない。
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表 27：蔵文基字 yの基本的音対応

　

表 27の例を見ると，初古，孜尼，吉迪，霞給の各方言は一貫して /j/との対応関係が認められ，
阿木方言は一貫して /z/と対応する。一方，普呂方言は蔵文基字の先行子音の有無によって音
対応が異なると見える。それ以外の方言では，翁水，納格拉，翁上方言は有声摩擦音に対応す
るが，/z/か /ʑ/かのどちらに対応するかは，3つの例からでは規則が明確にならない。普上
方言については，/j/か /ʑ/かどちらかに対応するが，これもまた規則が明確でない。
以上のような規則が見えない事例の説明としては，以上の例のいずれかが蔵文読書音もし
くは借用であるという可能性がある。たとえば，「字」という語は文化語彙であるから，借用
を考えるよい例となる。納格拉，翁上方言について見ると，「字」が /z/と対応しているため，
これを借用と見ると，阿木方言の音対応の形式を借用したと考えることができる。しかし，な
ぜこの方言から借用したかを説明することができない。地理的に近接しているという点を除い
て，両者を結びつける背景が見当たらないのである。また，翁水方言の「字」についても，こ
れだけが /ʑ/で現れているのは，納格拉，翁上などの方言から借用したといえるかもしれない。
いずれにせよ，文化語彙の借用経路については，当地の詳細な歴史的背景を踏まえて説明され
なければならず，言語事実だけ見ても結論は出せない。
「うさぎ」の例39）では，孜尼，吉迪，霞給の各方言が異なる語形式を用いていることが分か
る。音対応の面から考えると，これらの方言は初古方言と同じ対応関係を示すため，初古方言
が北に分布する方言から語形式を借用したものと考える。霞給方言以南に分布する建塘下位方
言群に属する諸方言においては，「うさぎ」は基本的に /r-/はじまりの語形式を示す。このため，
同下位方言群に属する初古方言の語形式が借用によるものであると考えるのが妥当である40）。
以上の点から，次のような分類ができることが示唆される。

・普呂，翁水
・納格拉，阿木，翁上，普上
・初古，孜尼，吉迪，霞給

39）	 表 27に掲げた蔵文形式 spang g.yagは，母語話者の「草むらのヤク」という解説から，対応する蔵
文の形態素を当てたものである。

40）	 ここの問題は別途「うさぎ」という語彙の広範囲の言語地図を作成して考察する必要があるが，本
稿の扱いうる範囲を超えている。
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以上，2点の蔵文共鳴音字について見た。これら 2点の音対応は一括して扱うことができ，
互いに関連しあっていると考えるが，以上で得られた対応関係を整理すると，表 28のように，
両者で異なる分類になることが分かる。

表 28：蔵文共鳴音字の音対応による方言分類

　

表 28に示したように，蔵文共鳴音字については，4タイプに分かれるといえる。この中でも，
初古，孜尼，吉迪，霞給のグループは音対応が安定しているといえる。また，質的な差異を見
ても，これら 4つの方言は残りの諸方言とも異なりが大きいと判断できる。

3.2 蔵文阻害音字の対応関係
西田（1987）は各種現代口語における破擦音が蔵文のどのようなつづりと対応関係をもつ

のかを体系的に理解することが重要であると指摘する41）。そのためには特に蔵文Ky,	Py,	Kr,	
Prのそれぞれの音対応の関係のみならず，これら相互間の弁別，合流関係を明らかにするこ
とが必要不可欠であるが，各種チベット系諸言語それぞれに複雑な対応関係が認められる。特
に，これらの音対応の中には破擦音のみならず，閉鎖音や摩擦音に対応する例も認められると
いう点もまた，考察の過程を複雑化している42）。それゆえ，分析対象に特化した論点を前もっ
て準備しておくことが簡潔かつ効果的な議論を構築できる鍵となる。
雲南のカムチベット語については，鈴木（2014a,	2016a,	2017bc）などで比較的まとまって

検討されている。これらを参考にすれば，上述の蔵文形式の対応関係に加えて摩擦音を含む蔵
文 C,	TS,	SH,	S系列の対応関係をも理解することが目指すべき体系的な分析につながる。そ
こで本稿では蔵文 C,	TS,	SH,	S系列および蔵文Ky,	Py,	Kr,	Pr,	Trの対応関係をまとめて取り
上げ，それぞれ個別に検討したのち，総合的な考察を行うことにする。
簡便のため，蔵文基字を中心とするグループ（3.2.1）と蔵文基字＋足字を中心とするグルー
プ（3.2.2）に分け，最後にまとめ（3.2.3）を設ける。
3.2.1 蔵文基字を中心とするグループ
まずは蔵文 C系列について取り上げる。

41）	 この指摘には中国の先行研究（金鵬　主編 1983など）に見られるそり舌破擦音も含まれている。
ところが，この種のそり舌破擦音については，筆者は多くの場合そり舌閉鎖音と認定している点に
注意が必要である。中国の研究者によるそり舌阻害音が閉鎖であるか破擦であるかの見解につい
ては江荻（2002:	142-144）のゾンカ語の解説を参照。また，2節および付録に掲げているように，
香格里拉市で話される諸方言の多くはそり舌音系列について閉鎖音と破擦音が対立する音体系と
なっている。両者はそもそも蔵文対応について異なりがある点に注意が必要である。詳細は表 29，
表 39およびこれらの解説部分を参照。

42）	 チベット系諸言語における，これら蔵文形式との個別の音対応については，金鵬　主編（1983），
江荻（2002），張濟川（2009）などを参照。
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表 29：蔵文 C系列の基本的音対応

　

蔵文 C系列だけを見れば，表 29に示すように，基本的に前部硬口蓋破擦音，前部硬口蓋閉
鎖音，そり舌破擦音のそれぞれに対応する方言に分けられる。特に「水」，「茶」，「蚤」の 3例
が初頭子音の調音位置について各方言内で一致している。これらの例に見える音対応について，
普呂，翁水，普上の各方言の対応形式は類型的に見てチベット系諸言語の中で最も広く認めら
れるものである。一方，納格拉，阿木，翁上の各方言の対応形式は非常に限定的な地域で認め
られ，香格里拉市内では浪都方言のみ，そして浪都村に東接する稻城県の部分的な方言にのみ
認められるものである（鈴木 2009b,	2010b）。初古以南の諸方言に認められる対応形式は香格
里拉方言群の大部分の方言に認められる地域的に見れば多数派の対応である43）。
ただし注意が必要なのは，語によって以上に述べた音対応とは異なる形式をもつ例がある。
たとえば「1」はここに挙げたすべての方言で前部硬口蓋破擦音が現れる44）。また，「肝臓」も，
阿木方言では前部硬口蓋閉鎖音が予想できるところではあるが，実際には前部硬口蓋破擦音が
現れている。これらは，1つには音環境による音対応の条件分化であるといえるが，もう 1つ
には異なる音対応をもつことがはっきりとしている周辺の諸方言からの借用によって，当該方
言では例外に見える音対応になっているともいえる。
以上の点から，次のような分類ができることが示唆される。

・普呂，翁水，普上
・納格拉，阿木，翁上
・初古，孜尼，吉迪，霞給

次に，蔵文 TS系列を取り上げる。

43）	 本稿では複数の蔵文の体系的な音対応を扱うため，個別の音変化の過程を詳説しない。
44）	 数詞に認められる例外的音対応については，鈴木（2014c）を参照。
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表 30：蔵文 TS系列の基本的音対応

　

蔵文 TS系列は，表 30に示すように，ほとんどの方言および語例で歯茎破擦音と対応する。
ただし，若干の例外と考えられる現象が見られる。それは翁上，吉迪，霞給方言で「寿命」，「美
しい」の例に見られる前部硬口蓋破擦音との対応である。これは実際のところ霞給方言では規
則的な音対応と考える。このような事例は，蔵文の母音が eである場合に認められる45）。ただ
し吉迪方言の場合は前部硬口蓋破擦音に対応するものとそうでないものに分かれる。このよう
な対応関係は翁上方言の「寿命」にも認められるが，これはこの語だけの例外的対応関係であ
り，以上の規則的対応関係を示さない。建塘鎮付近の方言からの借用である可能性がある46）。
以上の点を踏まえると，蔵文 TS系列については，それ自体の音対応について，本稿で議論
の対象とする方言群を特にグループ分けする必要性は認められないといえるが，上述の前部硬
口蓋破擦音との対応を見せるか否かに注目するならば，以下のように分けることができる47）。

・普呂，翁水，普上，納格拉，阿木，翁上，初古，孜尼
・吉迪，霞給

次に，蔵文 SH系列の対応形式を取り上げる。

45）	 この音対応の背景は非常に複雑である。鈴木（印刷中 a）が解説を試みている。本稿 3.3もあわせ
て参照。

46）	 これは建塘鎮が当該地域全体における中心的位置を占め，文化・経済の中心地であることによる。
鈴木（2015a）を参照。また，翁上方言の第 2音節を含めた全体に対応する蔵文形式は tshe ringで，
「長寿」の意味である。このことからも，「寿命」に対応する表現の翁上方言の形式が意味の近い異
なる語で置き換えられている可能性も指摘できる。

47）	 吉迪方言では「寿命」のみが，霞給方言では「寿命」と「美しい」の 2例が前部硬口蓋破擦音になっ
て現れている。これは蔵文の「母音＋末子音」全体の構造の違いによるものである可能性がある。
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表 31：蔵文 SH系列の基本的音対応

　

蔵文 SH系列は，表 31に示すように，ほとんどの方言および語例でそり舌摩擦音と対応す
る48）。ただし，若干の例外と考えられる現象が見られる。それは「虱」，「畑」，「知っている」
の例に見られる前部硬口蓋摩擦音との対応である。これは実際のところ蔵文 TS系列の記述で
触れたように，蔵文の母音が eである場合に認められる規則的な音対応と並行する事例である
が，蔵文の後接字を伴う母音 iの場合も含まれるなど，異なりも認められる。また，霞給，阿
木方言を除いて，前部硬口蓋摩擦音との規則的な音対応というわけではないように見える。
以上の点を踏まえると，蔵文 SH系列については，それ自体の音対応について，本稿で議論
の対象とする方言群を特にグループ分けする必要性は認められないといえるが，そり舌摩擦音
以外に対応音をもつか否かに注目するならば，以下のように分けることができる。

・普呂，翁水，普上，初古，孜尼
・納格拉，阿木，翁上，吉迪，霞給

次に，蔵文 S系列の対応形式を取り上げる。

48）	 ここの対応関係は，方言群の差異を越えて，雲南省で話されるカムチベット語のほとんどの方言で
認められる。一方，隣接する四川省では，突然のようにこの対応関係は認められなくなる。普呂の
すぐ北に接続する郷城県の諸方言ではそり舌摩擦音が現れることはない（鈴木 2007b）。
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表 32：蔵文 S系列の基本的音対応

　

蔵文 S系列は，これまで見てきたものよりも複雑な音対応を見せる。表 32に示すように，
納格拉，阿木，翁上の各方言では基本的に側面摩擦音と対応する49）が，この対応は散発的に
普呂方言にも認められる50）。また，阿木，翁上方言に有声流音が現れている点も注目できる。
有声側面摩擦音と有声流音が合流に向かっている過程であると分析できる。この音対応以外で
は，基本的に歯茎摩擦音で対応するが，若干の例外と考えられる現象が見られる。それは霞給
方言で「豹」の例に見られる前部硬口蓋摩擦音との対応である。これは蔵文 TS系列の蔵文の
母音が eである場合と並行する現象であるが，吉迪方言では見られない。また，蔵文において
同様の条件にある「金」の例では，前部硬口蓋摩擦音が現れない。これは蔵文末尾子音字 rを
含む蔵文形式の音対応に関して母音の質が /i/でなくなるためと考える51）。この点に関する詳
細な議論は 3.4で行う。
以上の点から，次のような分類ができることが示唆される。

・普呂，翁水，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給
・納格拉，阿木，翁上

これに関して，蔵文足字 rを伴う sr対応形式について，関連があるため見ておく必要があ
る52）。蔵文 sr対応形式は蔵文 s対応形式と非常に似てはいるものの，以下のように歯茎摩擦
音で現れる例が多くなり，蔵文 S系列で規則的に歯茎側面摩擦音に対応する方言でも例によっ
ては歯茎摩擦音に対応する場合があることが分かる。

49）	 これはチベット系諸言語の中でも非常に珍しい現象であり，鈴木（2012）や Suzuki（2013）がカ
ムチベット語巴拉［’Ba’-lhag］方言（香格里拉市尼西［Nyi-shar］郷巴拉村）について詳細な記述
を行っている。

50）	 普呂方言の場合，歯茎摩擦音 /s/の音声実現としては歯裏摩擦音［s̪］になることが多く，これが
側面摩擦音の変異をもつ事例が多く認められる。この点については別途詳細な議論が必要とされる
が，本稿の扱う範囲を超えている。

51）	 この事実は，初頭子音の前部硬口蓋化は蔵文末尾子音字 rを伴うときの音変化より後に起きたこと
を示唆する。

52）	 ここでの記述は雲南のチベット系諸言語の蔵文 sr対応音に関する先行研究（鈴木 2010b,	2014a）
などに基づいており，蔵文 S系列と密接に関連があるかどうかは言語による。江荻（2002:	248-
259）を参照。
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表 33：蔵文 srの音対応

　

表 33を見ると，蔵文 sr対応形式は基本的に足字 rの脱落と分析できるが，単なる脱落ではな
く，蔵文 s単独であれば有気音になるところが無気音であり，かつ前気音を伴う点が特徴的で
ある。普呂方言の「命」が前気音を伴わずに現れているのは例外的な対応と言えるかもしれな
いが，このような対応関係はどの方言でもしばしば見られ，必ずしも例外とは言い切れない53）。	
納格拉，翁上方言では「命54）」や「豆」の語で歯茎摩擦音が現れるのは蔵文 s対応形式が原則
的に歯茎側面摩擦音に対応する点と比べて例外といえるかもしれない。借用の可能性もあるだ
ろう。しかしながら，「薄い」の例では納格拉，阿木，翁上のいずれの方言でも歯茎側面摩擦
音で現れていることから，先に提示した蔵文 S系列の分類は一部の蔵文 sr対応形式について
も有効であることが分かる。
普呂方言では「妹」に限って歯茎側面摩擦音が現れ，また霞給方言の「妹」についても，前
部硬口蓋摩擦音が現れるが，表 32の「豹」の例でもそれぞれ並行する音対応が認められる。
前舌狭母音に先行する場合に現れる音であると考えられる。
以上のことから，蔵文 S系列の音対応については，先の分類があてはまる。

3.2.2 蔵文基字＋足字を中心とするグループ
3.2.1で見てきたものは，そのほとんどが蔵文基字に基づく音対応であったが，本節では蔵
文足字 y,	rに基づく音対応を取り上げる。まず蔵文足字 yを伴う形式の音対応をまとめ，続い
て蔵文足字 rを伴う形式の音対応をまとめる。
まず最初に蔵文 Pyの対応形式について見る。

53）	 ほかにも，香格里拉方言群のいくつかの方言には有気音 /sh/に対応するものもあるが，単発的な
ものであって多数派ではない。

54）	 納格拉方言の「命」の第 1音節は蔵文 myi「人」と対応する。
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表 34：蔵文 Pyの基本的音対応

　

表 34に示した音対応を見ると，普呂方言は規則的に歯茎摩擦音と対応し，翁上以南の各方
言は阿木方言を除いてほぼ規則的に前部硬口蓋摩擦音と対応することが分かる。翁水，納格拉，
阿木の各方言は，これら両者が語によって違って現れる点に特徴づけられる。おそらくは 2つ
の異なる規則的対応関係をもつ方言群の間に位置する地域で話されているため，このような現
象が起こっているのではないかと考えられるが，どちらかが固有の音対応であると見る。なお，
納格拉方言の「砂」は他の諸方言とは異なる語形式を用い，対応する蔵文形式は見つかってい
ない。
阿木方言の場合，先に取り上げた蔵文 SH系列の対応音形式や 3.3で議論する蔵文母音字 e
に先行する子音の硬口蓋音化が適用できる方言であるため，同方言の蔵文 Pyの基本的音対応
は実質歯茎摩擦音であると理解できる。これ以外の 2方言では，蔵文 Pyの音対応だけを見て
解決できる問題ではなく，他の足字 y,	rをもつ蔵文形式との対応を見る必要があるといえる。
これが西田（1987）などのいう音対応の体系的理解である。
以上にまとめた点から，蔵文 Pyの音対応については，仮に次のような分類ができることが
示唆される。

・普呂，阿木
・翁水，納格拉
・翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

次に蔵文Ky対応形式について見る。
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表 35：蔵文Kyの基本的音対応

　

表 35を見ると，各種方言では基本的に破擦音が現れるが，普呂，翁水方言では破擦音とと
もに摩擦音も現れることが分かる。調音位置を見ると，普呂，阿木方言で前部硬口蓋音と歯
茎音が現れる以外は，基本的にすべて前部硬口蓋音になる。なお，普呂方言の「家」は蔵文
khang paに対応する形式で，他の諸方言とは異なっている。
ただし，「犬」は例外的な音対応を示す。これは語彙的特徴であって，阿木方言を除いて規
則的な音対応を示しているとは言えない。歯茎音をもつ「犬」の音形は方言分類の枠組みを超
えて雲南全体に認められる（鈴木 2007a:	244）。雲南省内で話されている普呂，翁水の各方言
で歯茎音が現れないことのほうが，むしろ注目に値する55）。また，これらさまざまな調音位置
の間に音変化の順序が認められるかは不明瞭である。詳細は 3.2.3で述べる。
阿木方言について見ると，以上に示した例に基づけば蔵文基字に先行する字がある場合に
限って歯茎音が現れているように見える56）。「犬」もまた他の方言と同様に本来的には例外で
ある可能性がある。
以上にまとめた点から，蔵文Kyの音対応については，仮に次のような分類ができることが
示唆される。

・普呂，翁水
・阿木
・納格拉，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

続いて，蔵文足字 rを伴う形式の音対応を取り上げる57）。
まず蔵文 Prの対応形式について見ると，以下のように方言によって調音位置が異なる。

55）	 さらに鈴木（2007b）の郷城県内の諸方言について見ると，「犬」の初頭子音は無声無気音で現れ，
雲南を含む周辺地域全体で何らかの例外を含む音形をもつことが指摘できる。

56）	 このような音対応はチベット系諸言語について類型的に見ても非常に珍しい。
57）	 香格里拉市内のカムチベット語諸方言について，蔵文足字 rをめぐる音対応の多様性については，

鈴木（2016a）を参照。
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表 36：蔵文 Prの音対応

　

表 36の例を見ると，普上以南の諸方言では規則的に前部硬口蓋摩擦音に対応することが分
かる。また，翁上方言では規則的に硬口蓋摩擦音に対応し，普呂，翁水方言では規則的にそり
舌閉鎖音に対応している。一方で納格拉，阿木方言では，複数の音対応が認められる。納格拉
方言ではそり舌摩擦音が主な対応関係で「蛇」が例外であると考えられ，阿木方言では前部硬
口蓋摩擦音が主な対応関係で「雲」が例外であると考えられるかもしれない。しかし，例外と
考えられる形式は，阿木方言では蔵文 sprと対応関係があるといえる。たとえば /´ʔa	ʂʉː/「猿」
（蔵文 spre’u）のような例もある。また，これらさまざまな調音位置の間に音変化の順序が認
められるかは不明瞭である。しかしながら，蔵文 SH系列の音対応を振り返ってみると，前部
硬口蓋摩擦音からそり舌摩擦音への変化は仮定しうる58）ため，納格拉方言の音対応は，この
順序に従って起きたといえる可能性がある。
「裂く」の例を見ると，他の例と異なり，大きく無声ふるえ音 /r̥/59）が現れる方言とそり舌
閉鎖音が現れる方言に分かれる。初古方言では /r̥/が存在せず，/x/に対応していると理解す
る60）。/r̥/はこの例にのみ現れる方言が多く，語形式としてはそれ自体蔵文 dbralと対応する
とみなせるが，他に蔵文 dbrに対応する形式が認められないため，例外的音対応である可能
性もある。しかし，口語形式を見る限り，翁水，阿木方言とそれ以外（納格拉方言の例は不明）

に分かれるといえる。
これらの多様な音対応について，翁上方言の硬口蓋摩擦音は普上以南の諸方言に認められる
前部硬口蓋摩擦音と直接的に関連があるとみなすことができる。というのも，鈴木（2016a）
が例証しているように，香格里拉方言群の諸方言の中には，蔵文 Prはまず硬口蓋摩擦音との
対応関係を認めることができ，これが徐々に変化して前部硬口蓋摩擦音になったと理解するこ
とができるからである。

58）	 また，香格里拉市に西接する徳欽県で話される得榮徳欽方言群雲嶺山脈西部下位方言群に属する諸
方言の一部に，通例前部硬口蓋摩擦音に対応する蔵文 Pyにそり舌摩擦音が対応するものがある（鈴
木 2015b,	2016b,	印刷中 c）。

59）	 /r̥/の実際の音価は無声ふるえ音のみであることにも注目できる。
60）	 酷似する現象は香格里拉方言群維西塔城下位方言群に属する勺洛［Zhol-lam］方言（鈴木 2011a）

にも認められる。初古方言の語形式の第 2音節は「する」という意味を言語とする形式動詞であり，
ここで扱っている音対応とは関連しない。
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以上にまとめた点から，蔵文 Prの音対応については，仮に次のような分類ができることが
示唆される。

・普呂，翁水
・納格拉
・阿木，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

さて，蔵文 Pr対応形式の中で，蔵文 ’brについては前鼻音を伴う閉鎖音もしくは破擦音に
対応し，調音位置は他の Pr対応形式と同じか若干異なって現れる。

表 37：蔵文 ’brの音対応

　

表 37を見ると，「龍」および「めすヤク」の例に現れる初頭子音が蔵文 ’brの基本的な音対
応と考えることができる。先に見た蔵文 Pr対応形式と比べてみると，普呂，翁水方言では調
音位置が変わらずそり舌閉鎖音に対応し，初古以南の諸方言でも調音位置が変わらず前部硬口
蓋破擦音に対応する。翁上方言でも調音位置は変わらず硬口蓋である。これら以外では，他の
蔵文 Pr対応形式とは異なる調音位置，具体的には硬口蓋閉鎖音が現れる61）。硬口蓋閉鎖音～
前部硬口蓋破擦音の音対応についても，直前に述べた点と同じく，鈴木（2016a）の議論から，
1つの音変化の過程が方言差異として共時的に現れていると分析できる。
「米」は例外的対応を見せるが，Suzuki（2012）の議論を参考にすると，蔵文 ’brの例外的
な対応とみなすことができる。Suzuki（2016a）の指摘を踏まえると，この例外的形式は建塘
方面から入ったカムチベット語内部での借用である可能性が高く62），翁上，普上方言でも軟口
蓋音が現れているのは，建塘との強いつながりを示唆するものといえる。また，軟口蓋音自体
の音対応も，鈴木（2014a）の議論を踏まえれば，香格里拉方言群の中で決して例外というわ
けではないという点にも注意できる。

61）	 これは蔵文 Pr対応形式がかつて硬口蓋音であったときの名残であると分析できる（鈴木 2016a）。
62）	「米」の形式に含まれる形式は，Suzuki	et	al.（2016）の記述では，周辺の非チベット系諸言語に

は認められない。しかし雲南省に分布するカムチベット語方言の中には，蔵文 ’br対応形式に /ŋg/
をもつ方言が存在する（鈴木 2009c,	2014b）。
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蔵文 ’brのみを考えれば，次のような分類ができることが示唆される。

・普呂，翁水
・納格拉，阿木，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

次に蔵文Kr対応形式について見ると，Pr対応形式と同じく，以下のように方言によって
調音位置が異なる。

表 38：蔵文Krの音対応

　

表 38の例においては，「血」，「ナイフ」，「髪」について，各方言内部で蔵文Kr対応形式が
一致している。普呂，翁水方言では，これら 3つの語を含めそり舌閉鎖音に対応し，納格拉，
阿木，翁上の各方言では硬口蓋閉鎖音に，普上以南の諸方言では前部硬口蓋破擦音に対応して
いる。硬口蓋閉鎖音～前部硬口蓋破擦音の音対応については，やはり直前に述べた点と同じく，
鈴木（2016a）の議論から，1つの音変化の過程が共時的に現れていると分析できる。このこと
は普上方言の個別の語には硬口蓋閉鎖音に対応するものがある点からも例証できる。たとえば
/`ɲ̊cheː	ja/「胆嚢」（蔵文 mkhris pa），/`ɲ̊chʉː/「ほどく」（蔵文 ’khrol）などがある。ただし大多	
数の例では上表のように前部硬口蓋破擦音で実現することから，これらは普上方言内で音変化
が現在進行中であり，硬口蓋閉鎖音から前部硬口蓋破擦音に変化する途上にあると考えられる。
「万」の例では，各方言ともそり舌阻害音が現れる。普呂，翁水方言は規則的な音対応であ
るが，これら以外の諸方言では例外とみなされる。文化語彙であるため，蔵文読書音または借
用語であると考える。
「連れる」の例では，阿木以北の方言では規則的な対応関係を見せているが，「行く」の例の
場合は普呂，翁水方言のみが他の蔵文Kr対応形式と並行しているといえる。南部に分布する
諸方言では，足字 rの音対応部分が反映されておらず，このような音対応は例外とみなすこと
ができる63）。

63）	 ただし「連れる」の場合，高母音という音質が関連している可能性がある。「連れる」と同様の音
対応を見せる例に「粟」（蔵文 khre）がある。この語については，表 43を参照。
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直前に扱った蔵文 ’br対応形式について見返すと，この対応形式に認められる初頭子音の調
音位置は各方言における蔵文Kr対応形式と調音位置と密接に関連していると言って差し支え
ない。これは音変化を考えるうえで，蔵文 Pr対応形式と蔵文Kr対応形式を切り離して理解す
るのではなく，総合的に理解する必要性を示唆している（鈴木 2016a）。むしろ香格里拉市の	
諸方言については，足字 r自体を共通にして取り扱うことが必要であるということができる64）。
以上にまとめた点から，蔵文Krの音対応については，蔵文 ’brと並行して次のような分類
ができることが示唆される。

・普呂，翁水
・納格拉，阿木，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

次に蔵文 Tr対応形式について見ると，いずれの方言でも基本的にそり舌閉鎖音に対応する
ものが多い。

表 39：蔵文 Trの音対応

　

表 39を見ると，いずれの方言でもほぼ一貫してそり舌閉鎖音に対応するといえる。ところ
が，初古方言のように一部破擦音に対応する例も認められる。各方言の音体系において，そり
舌閉鎖音系列とそり舌破擦音系列が対立する事例があるが（2節参照），そり舌閉鎖音系列は
蔵文 Tr対応形式として認められる点に注意できる。ただし，両系列の対立は方言により徐々
に失われつつあり，初古以南の方言では様々な例で両者の合流が認められる。先行研究におけ
る建塘方言の記述では，基本的にそり舌閉鎖音系列とそり舌破擦音系列の対立を認めていない
（本稿末尾の付録を参照）。しかしながら，これは存在しないのではなく，おそらくそり舌閉鎖
音系列をそり舌破擦音系列の変異として分析した可能性が高い。そもそも中国におけるチベッ
ト系諸言語の記述ではそり舌閉鎖音を認めず，一律そり舌破擦音として記述される傾向にある
ため，ここで述べた差異が見過ごされた可能性が高い65）。

64）	 鈴木（2013b）は香格里拉下位方言群の方言について，蔵文で初頭子音部分に現れる r自体を一括
して考察する必要性を指摘する。

65）	 この差異は香格里拉方言群維西塔城下位方言群に属する諸方言についてもっとも明確に現れる。鈴
木（2011a）を参照。
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以上の点から，蔵文 Tr対応形式は，方言区分という視点から見ると有益な指標とならない
ということが分かる。
3.2.3 まとめ
さて，以下に蔵文阻害音字をめぐる代表的な音対応関係を簡潔に一覧にしてまとめてみたい。
これにより，各種方言の類型を明らかにできる。

表 40：各方言の代表的な音対応のまとめ

　

［蔵文形式の注］
C*,	TS*,	SH*,	S*＝蔵文 C,	TS,	SH,	S系列に蔵文で i,	eが後続する場合66）

［音表記の略号］
ʈ（そり舌閉鎖音を代表）

ȶ（前部硬口蓋閉鎖音を代表）

c（硬口蓋閉鎖音を代表）

ts（歯茎破擦音を代表）

ʈʂ（そり舌破擦音を代表）

tɕ（前部硬口蓋破擦音を代表）

ɬ（歯茎側面摩擦音を代表）

s（歯茎摩擦音を代表）

ʂ（そり舌摩擦音を代表）

ɕ（前部硬口蓋摩擦音を代表）

ç（硬口蓋摩擦音を代表）

以上に言及されない音表記は直接当該音を表す。

以上の状況について，地理的観点から見たならば，類型の似た方言は互いに接触しているこ
とが分かる。また，細かな差異をさらに簡素化して理解すれば，以下の表 41のように 4組に
まとめることができる。

66）	 一部例外もある。
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表 41：蔵文阻害音字の音対応による方言分類

　

表 41を見ると，納格拉，阿木，翁上の諸方言は，蔵文 Py対応形式，Pr対応形式を除き互
いに酷似している。この点を除けば表 41の簡略的な分類は妥当な結果を示しているように見
える。しかしながら，音変化の観点から見ると，別の分析が可能である。蔵文 Pr,	’br,	Kr形
式について，先に硬口蓋音系列と前部硬口蓋音系列の対応の間には歴史的相対順序を設けて考
えることができると述べた。これを以上の音対応の全体の中に位置づけて理解するならば，表
42のように，2段階を設定することができる。この分析方法は鈴木（2014a）による67）。

表 42：蔵文足字 r, yにかかわる音対応と音変化の順序

　

表 42は本稿で扱う諸方言の現状に合わせて鈴木（2014a）の分析の提示の仕方を改め，適用	
したものである。この 2段階の音変化について，本稿で扱う諸方言では次のように現れている。

1．以上の類型が完全に当てはまるもの
　 （a）すべてにおいて第 1段階の状態を反映しているもの
　 　　翁上方言
　 （b）’brのみ第 1段階を維持している以外は第 2段階に移行しているもの
　 　　普上方言
　 （c）すべて第 2段階に移行しているもの
　 　　初古，孜尼，吉迪，霞給方言
2．以上の類型が完全には当てはまらないもの
　 （a）以上の類型が一部分のみ当てはまるもの
　 　　納格拉，阿木方言
　 （b）以上の類型がまったく当てはまらないもの
　 　　普呂，翁水方言

以上の分析方法は音変化の体系的一致に基づくものであるため，翁上方言および普上方言が
初古，孜尼，吉迪，霞給方言と歴史的に強いつながりをもっていることを示すものである。た

67）	 表 42の第 1，2段階ともに含まれる /ŋg/は，本稿で扱う方言については，初古，孜尼，吉迪，霞
給方言に例外的に認められる。詳細は Suzuki（2012,	2016a），鈴木（2016a）などを参照。
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だし翁上，普上方言はそれ以外の諸方言と下位方言レベルで異なりを認めることができる。特
に蔵文 C,	S系列対応形式にも異なりが見られることから，建塘下位方言群に属する諸方言と
の一定の距離があると考えてよい68）。
ただし先に述べたように，普上方言はKr対応形式の中でも部分的な語では硬口蓋閉鎖音を
もつものも認められ，しかもそれらは前鼻音を伴う例である。前鼻音を伴う事例については，
第 1段階から第 2段階への移行期に属しているのではないかと考えられる。本来的に前鼻音を
もっている例が比較的安定して硬口蓋閉鎖音を保持しているという例証になる69）。
また，表 42の分析は建塘下位方言群に属する諸方言を分析する基準として用いられている

（鈴木 2014a）ため，本稿で扱う諸方言について 1aから 2bまでの言及する順序がこれまでの
北から南への地理的順序と異なり，相対的に南から北への順序になっている点に注目できる。
すなわち，建塘下位方言群の分布地域から地理的にから離れた関係にある方言ほど表 42のよ
うに整理した形には従わないということを示している。
それでは，表 42にまとめた音変化の順序に含まれない事例，すなわち上述の 2a,	2bについ
て，音対応の関連はどのように扱えるだろうか。たとえば，蔵文足字 r対応音を考えた場合，
普呂，翁水方言はこれら以外の諸方言と交わらない音変化を示している。蔵文足字 r対応形式
は，チベット系諸言語の大部分で普呂，翁水方言と同様にそり舌阻害音となっている（金鵬　
主編 1983，江荻 2002，張濟川 2009など）。また，文化語彙については，普呂，翁水方言以外
の方言でもそり舌阻害音で現れる事例が存在し（表 38参照），蔵文 Tr対応形式に至ってはす
べての方言で一律そり舌阻害音で現れる（表 39参照）ことから，この音対応がチベット系諸
言語における通言語的特徴であると考えられる。この音対応を形成するに至った原因は足字 r
のそり舌性がかかわっているものと推定できるが，香格里拉方言群の諸方言は，この足字 r対
応形式が規則的に非そり舌音に対応しているのが特徴的である。歴史的観点から考えると，普
呂，翁水方言では，足字 rが /r/のような音で発音されていた時代70）から香格里拉方言群とは
異なる音変化を起こして発展したと考えるのが妥当である。この時点で，普呂，翁水方言を表
42に組み込むのは不可能になり，この枠組みで扱うことはできないということになる。また，
普上方言を除き，蔵文足字 r対応形式，より正確には蔵文Kr対応形式と連動するように蔵文
C系列の音対応も変容している。これが音体系上の合流を避ける形で成立したかどうかは議論
の余地があるが，音対応の体系的発展を考えると，香格里拉方言群に見られる蔵文対応形式の
対立の保持は注目に値する。
しかしながら，阻害音字にかかわる全体の中では，普呂，翁水方言とこれら以外の諸方言の
間にも特別な音対応について共通点もまた見つかる。蔵文 S対応形式や蔵文 Py系列の対応形
式などがあげられよう。たとえば，蔵文 S対応音が歯～歯茎側面摩擦音となる類型的に特別
な現象（Suzuki	2013）は普呂，納格拉，阿木，翁上方言が共有する特徴である。この音変化
は当然ながら表 42の枠外にあるが，たとえば普呂，阿木方言では蔵文 Py対応形式が歯茎摩

68）	 鈴木（2015a）では建塘下位方言群とは別に普上下位方言群を設定してある。普上下位方言群は鈴
木（2016a）で翁上下位方言群という名称に置き換えた。

69）	 同様の現象が建塘下位方言群の吉念批方言にも認められる（鈴木 2011b）。
70）	 西田（1963），西田・孫（1990）などを見ると，16世紀，18世紀に記録されたチベット語口語形

式には若干の例で足字 rが /r/のような音で発音されていた痕跡が記録されている。鈴木（2017b）
では香格里拉方言群維西塔城下位方言群に見られる足字 rに関する音変化は 15世紀以降納西語と
の接触を経て成立した蓋然性が高いことを述べた。このため，香格里拉方言群に認められる足字 r
に関する音変化の成立は 15～16世紀以降と見積もられる。
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擦音に対応する事例があり，これもまた蔵文 S対応形式が音体系上の合流の回避が要因となっ
て成立したと考えることが可能であるならば，音変化の妥当性に説明が与えられる。しかしな
がら，同じく蔵文 Py対応形式が歯茎摩擦音に対応する翁水方言では蔵文 S対応形式も歯茎摩
擦音になり合流しているのが問題である。また，蔵文 S対応音が歯～歯茎側面摩擦音となる事	
例は，方言群の異なる巴拉方言でも認められ，音変化が生じた要因が本節で検討してきた体系
性と異なる可能性も指摘できる。対照する方言の分布地域を拡大しより多くの方言の事例を加
えてみることで，さらに詳細な議論が可能となりうるが，それは本稿の扱う範囲を超えている。
以上の点を考慮に入れると，蔵文阻害音字の音対応による方言分類は以下のようになる。

・普呂，翁水
・納格拉，阿木71）

・翁上
・普上
・初古，孜尼，吉迪，霞給

また，体系的な音対応の関係における質的な差異を見れば，普呂，翁水方言とこれら以外に
大別することができる。
蔵文阻害音字の音対応にのみ焦点を当てれば，翁上方言や普上方言のように，単独で 1つ
のグループをなすと考えざるを得ない事例が出てくる。この音対応については，鈴木（2014a）
のように，1方言の方言所属を明らかにする場合について見ると，本節の議論でかなりの程度
妥当な結論を得られる。ところがこの議論は本稿の目的とは異なるため，上に得られた分類は
他の例とともにさらに踏み込んだ考察を必要とする。これについては 3.5で行う。

3.3 蔵文開音節（母音）の対応関係
母音をめぐる音対応を取り上げる場合，蔵文でも口語形式でも「母音＋末尾子音」の組み合
わせをまとめて扱うのが通例である（瞿靄堂1991，張濟川2009，孔江平等2011）。しかしながら，
末尾子音を伴う事例の音対応は各方言内においても非常に多様で，方言区分や形成を議論する
ときには参考にしがたい72）。そのため，ここでは蔵文開音節（母音）の対応関係を扱う。
蔵文開音節（母音）の対応関係は比較的どの方言でも安定しているが，本稿で扱う諸方言に
ついて見るだけでも，母音の音質にずれが認められる。以下に開音節になる蔵文母音 a,	i,	u,	e,	
oの音対応をそれぞれ 2例掲げる。
表 43を見ると，いずれの方言でも蔵文 iには /ə/が，蔵文 uには /ɯ/が対応しており，方
言分類を考えるうえでの指標にはならないことが分かる。これらを除くと，蔵文 a,	e,	oにつ

71）	 阿木方言の蔵文阻害音字の音対応は，近隣で話される方言の中では巴拉方言に酷似している（鈴木
2012）。しかしながら，巴拉方言は香格里拉方言群に属する方言とは考えられておらず，もう 1つ
の雲南のカムチベット語の方言区分として認められている得榮徳欽方言群に分類される。実際，巴
拉方言は建塘下位方言群に属する諸方言との相互通用性は極めて低いが，阿木方言の場合は一定の
相互通用性があるという。また，現地調査の過程で聞き及んだことに，巴拉村と阿木村の間に分布
する色倉［gSer-tshang］村，争茸［rTse-rong］村の方言も非常によく似ているが，意思疎通上一
定の困難が認められるという。この点について本稿では検討しないが，今後の研究において注目す
るべき問題である。

72）	 チベット系諸言語における母音の蔵文との音対応の全体像については，瞿靄堂（1991）を参照。
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いて，それぞれ異なる程度の多様性が認められるが，これら 3種の音対応については，普呂，
翁水方言で共通しているといえる。蔵文 a対応形式については，阿木方言が普呂，翁水方言と
共通し，蔵文 o対応形式については，納格拉以南の諸方言間で少しずつ異なりが認められるが，
普呂，翁水方言と共通する音対応を示す方言は認められない73）。

表 43：蔵文開音節（母音）の音対応

　

さて，蔵文 eに先行する子音字が軟口蓋音字にかかわる例の中には，表 44のように蔵文
Ky対応形式のように前部硬口蓋音～硬口蓋音で現れる事例があり，蔵文 eは /jə/という音連
続と対応関係をもつと分析できる方言がある74）。この現象を建塘下位方言群の諸方言について
初めて整理したのは鈴木（印刷中 b）である75）。これは蔵文 o対応形式を見るとより明瞭で，
蔵文 eが /jə/と対応する可能性がある方言では，蔵文 oが /wə/と対応するものが複数あり，
「わたり音＋ə」という組み合わせに対応する点に注目できる。また，この現象は当該音節が第
2音節に来るときに典型的に現れる。
これと表 44の例76）を踏まえて考えると，納格拉以南の方言に認められる音対応は，蔵文 iと	

蔵文 eの対応音が /ə/に合流しているのではなく，本来的にはそれぞれ /ə/と /jə/に対応して
いるのが，実際にはそうは見えなくなっていると考えるのが歴史的により的確な理解であろう。

73）	 また，語彙的差異として「人」の語形式にも注目したい。普呂，翁水方言では初頭子音が前部硬口
蓋鼻音となっているが，それ以外の方言では歯茎鼻音となっている。蔵文初頭子音mが /n/と対
応するというのは類型的にまれで，Suzuki（2009）の雲南のチベット系諸言語の分布地域の分析
から見ても，その例外的特徴が見いだせる。この例外的特徴を共有しているか否かは，方言の発展
過程を考えるうえで重要になってくる。

74）	 このような事例を見ていると，上表にある「火」の例で蔵文 meの初頭子音に前部硬口蓋鼻音が対
応しているのは，《迪慶藏族自治州誌》（2001:	1284）や鈴木（2011b）などのように，雲南のカム
チベット語に古蔵文（「火」の場合は myeまたは smye）との対応関係を示す例が残存しているとい
う見方も，改めて慎重に検討しなければならないといえる。このような疑問も，西田（1987）の
いう「体系的音変化」の視点から見て初めて持ちうるものである。

75）	 これは 2014年 4月 5日に行われたチベット＝ビルマ言語学研究会第 32回会合における筆者の発
表に基づく。

76）	 ここの場合，表 44の「狼」の例は，第 2音節の母音字が uであるから，例外と考えるべきかもし
れないが，現象としては他の例と並行しているため，香格里拉方言群については *spyang kheといっ
た形式が本来の対応形式であるといえるかもしれない。
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表 44：蔵文軟口蓋音字と母音字 eの組み合わせの音対応

　

このとき，蔵文 o対応形式が /wə,	ə,	ɤ/などとさまざまになっているのも，蔵文 e対応形式
と並行して考えれば，本来的には /wə/に対応していたのが，一定の音変化によってさまざま
な音声実現になっていると考えることで，対応音の多様性を説明することができる。
以上の解釈にはさらに詳細な例証が欠かせないが，方言分類を提示するうえでは，以上に示
した音対応にかかわりのある方言とそうでない方言に分けることができるという点について有
効であると考える。
以上に見た点から，蔵文開音節（母音）の音対応については，次のような分類ができること
が示唆される。

・普呂，翁水
・納格拉，阿木，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給

3.4 蔵文末子音字 rの対応関係
蔵文末子音字 rの対応関係について注目するのは，/ɿ/-/ʅ/の現れである。この音素は蔵文末
子音字 rと大いにかかわっている77）。この点は先行研究では触れられていないものの，表 45
に例示するように，両者の間に一定の対応関係をもつ方言が存在する。
母音＋末子音の音対応は初頭子音ほど明瞭に地域的な差異が現れず，非常に多様な特徴を見
せるほか，各方言の内部でも音環境もしくは例によって異なる音対応を見せる。

77）	 鈴木（2014a:	52）はカムチベット語香格里拉方言群吹亞頂［Chos-ba-steng］方言の /ɿ-ʅ/の音声
特徴について，「この音素の音声実現はしばしば強い咽頭化を伴う（［ɿʕ,	ʅʕ］）」と記述している。咽
頭化と r音の関係は鈴木（2011a,	2013b）に述べてある通りである。
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表 45：蔵文末子音字 rの音対応

　

本稿で扱う諸方言については，まず吉迪，霞給方言が摩擦性母音の音対応を見せる点で，そ
の他の方言から区別されるべきである。この特徴は建塘下位方言群に広く認められる音対応で
あるが，これは孜尼以北の諸方言には認められず，確かに建塘下位方言群の，かつ建塘鎮中央
部に近い地域に限って認められる方言特徴とみなすことができる78）。これら以外の諸方言につ
いて見ると，この対応関係について，翁水方言では /ɯ,	ə/が現れるのに特徴づけられ，初古
方言では /ɵ/が現れるという特徴がある。一方普呂方言にはわたり音 /w,	j/を含む音との対応
関係が認められ，かつ，母音が短母音で実現することに特徴づけられる。これら 3つの方言は，
現段階での資料ではそれぞれ独立した特徴をもっているとみなしうる。以上に言及のない諸方
言では，/ɛ,	e/といった音との対応関係が認められる。
以上に見た点から，蔵文末子音字 rの音対応については，次のような分類ができることが示
唆される。

・普呂
・翁水
・納格拉，阿木，翁上，普上，孜尼
・初古
・吉迪，霞給

3.5 対応関係のまとめと考察
本節 3.1から 3.4で議論した，計 4つの特徴に基づいたそれぞれの分類結果を再度以下にま
とめて掲げる。

1．蔵文共鳴音字の音対応による方言分類（3.1）
　 ・普呂，翁水
　 ・納格拉，阿木
　 ・翁上，普上
　 ・初古，孜尼，吉迪，霞給

78）	 吉迪の交通路は建塘鎮中央部に直結するということに注意する必要がある（1.2参照）。
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2．蔵文阻害音字の音対応による方言分類（3.2）
　 ・普呂，翁水
　 ・納格拉，阿木
　 ・翁上
　 ・普上
　 ・初古，孜尼，吉迪，霞給
3．蔵文開音節（母音）による方言分類（3.3）
　 ・普呂，翁水
　 ・納格拉，阿木，翁上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給
4．蔵文末子音字 rによる方言分類（3.4）
　 ・普呂
　 ・翁水
　 ・納格拉，阿木，翁上，普上，孜尼
　 ・初古
　 ・吉迪，霞給

以上の分類を表の形にまとめると，次のようになる79）。

表 46：方言区分のまとめ

　

以上の方言の順序は 1.2に述べたように，北から南への地理的配列に基づいているため，特徴
の連続性はそのまま地理的な連続性と符合する。以上の分類を地図化すると，等語線（isogloss）80）	

は図 3のように引ける。

79）	 表中の A-Eは縦方向のみの差異の存在を表し，横方向の連携は意図していない。また，A1,	A2,	B
などで質的差異の程度を反映させている。A1と A2の間の差異は，Aと Bとの差異より小さい，と
いうことを意味している。詳細は各節の小結部分を参照。

80）	 本稿では音特徴のみを扱っているが，異なる特徴を分かつ線を「等語線」と呼ぶ。
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この分類を踏まえると，まず，普呂，翁水方言のグループ，納格拉，阿木方言のグループ，
および初古，孜尼，吉迪，霞給の諸方言のグループは，音対応の点で比較的まとまっていると
いえる。残る翁上方言および普上方言に認められる多様性が問題になる。この地域の諸方言が
北部の諸方言に近いのか南部の諸方言に近いのかを判断するには，音対応の実際に触れる必要
がある。また，西田（2000:	85）は複合的な特徴をもつ変種の系統について，次のように述べ
ている81）。

理屈からいくと，言語の系統というからには，混合とはいっても，もとをたどればどちらか
一つが基盤であったと考えるべきであるから，実際には混合した起源をもつ言語は存在しな
いといえる。

これはそのまま香格里拉市北部の言語状況にも当てはまると考えたい82）。このとき，音対応

81）	 しかしながら，Tournadre（2014a:	123-130）のように，ほぼすべての言語変種は複数の言語に由
来する何らかの複合的特徴を示すという考えもある。西田（2000:	85）の考えは，それでもなお，
時代を大きくさかのぼらない，借用とある変種自体の体系的変化が比較的容易に判別できるような
複数の変種について適用するならば，有効であろう。

82）	 鈴木（2010b）は西田（2000:	85）の記述に基づいて香格里拉市の浪都方言について考察を加え，
同方言が香格里拉方言群に属するという結論を示した。

図 3：本稿で扱った諸方言の区分



51鈴木博之：香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の方言差異とその形成

の体系性という点に注目すると，西田（1987）も指摘する本稿 3.2で扱った特徴がもっとも重
要視される。翁上，普上の諸方言はその体系的音対応と一連の音変化から，香格里拉方言群に
属する方言と並行的であることが 3.2の分析から分かっており，鈴木（2015a）でも香格里拉
方言群の独立下位方言群の位置を与えられている。それゆえ，3.1,	3.2,	3.4で議論した 3つの
点で，翁上，普上の諸方言とこれらより南部で話される方言群の間には一定の差異が認められ
るものの，南部のグループに近いといえる。
これを踏まえて，納格拉，阿木方言のグループは北部の諸方言に近いのか南部の諸方言に
近いのかということを考える。まず，納格拉，阿木方言と翁上，普上方言は 3.3,	3.4の 2つの
点で共通の分類を示している。また，3.2の分析に基づけば，納格拉方言と阿木方言は決して
一様の音対応の関係を示していないが，たとえば蔵文足字 rの対応形式は香格里拉方言群の音
対応の関係に近く，また，この音対応は香格里拉方言群に特徴づけられるものである（鈴木
2013b,	2016b）から，香格里拉方言群との関連を考えさせる現象である。この 2点の特徴を考
え合わせると，納格拉，阿木の諸方言もまた本来的には南部のグループに近いといえる。
以上のことから，香格里拉市北部のカムチベット語諸方言は，いずれも郷城方言群もしくは
香格里拉方言群に属しうるもので，前者には普呂，翁水の諸方言が属し，後者にはそれ以外の
諸方言が属すると考えるのが妥当であると判断する。両方言群の境界は格咱郷の翁水村と納格
拉村の間に位置するといえるが，言語特徴を考えると，納格拉村～普上村にかけて両方言群の
特徴を程度は異なるが兼ね備えた言語が帯状に分布しているといえる。たとえば，共鳴音の音
対応は北部の方言群と共通点が多く，阻害音の蔵文との対応関係は多くの点で南部の方言群に
近い状況を示している。それゆえ，この地域における方言区画は等語線の束によって分かれう
るものではない（図 3参照）。表 46にまとめたような共時的言語事実に基づくならば，これ
らの方言は香格里拉方言群を基層言語とし，郷城方言群を上層言語とする類型に属している
といえる83）。これは普上村の言語形成について，元来の村民のもとへ東旺郷や郷城県から移民
が流入したという口承による歴史84）を考慮しても，ここでの分析と矛盾していない。しかし，
普上村の村民はチベット系諸言語について二重言語（方言）併用を行っていない85）。それゆえ，
普上方言の形成はピジン・クレオール化を経て成立したものではないと考えられる。いずれに
せよ，方言接触の具体的側面についてはさらなる調査が必要である86）。
以上に述べたように，それぞれの方言群内での分類については，さらに詳細な分析を必要と
する。加えて，南北端の諸方言が本稿で扱った地域の外側の方言とどのように連続しているか
は，簡潔な方法で確認しておきたい。

83）	 言語の通用性という観点から見れば，納格拉，阿木方言が翁水方言や東旺郷のさまざまな方言など
と高い相互理解度がある点は注目に値する。

84）	 2011年 7月に格咱郷で行ったインタビューによる。
85）	 ただし現在，本稿で記述している普上村村民はカムチベット語普上方言と漢語西南官話雲南方言

（迪慶方言）の二重言語併用を行っている。漢語雲南方言（迪慶方言）については，《雲南省誌》（1989）
を参照。

86）	 石原（1994:	110）は sesquilingualism,	sesquidialectalismという 2つの概念を念頭に置いた地理
言語学的アプローチを提起している。これらの用語は字義通りに訳せばそれぞれ 1.5言語併用，1.5
方言併用となり，1言語 /方言は理解し話すことができる一方，他の 1つは理解できるが話せない
という状態を指している。チベット系諸言語については，言語・方言の分類が立場によって異なる
が，以上の 2つの概念は普上村のみならず多くのチベット系諸言語の分布地域で認められるもので
ある。
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3.6 周辺諸方言との類型的異同
3.5の考察において，香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の北部のグループと南部のグ
ループがそれぞれ郷城方言群と香格里拉方言群に属しうると述べたが，この点についてそれぞ
れの方言群の中核的地域で話される諸方言と簡潔に対照することを通じて確認しておきたい。
郷城方言群については鈴木（2007b）にあるものとともに筆者の最新の資料を参照し，香格里
拉方言群については鈴木（2014a,	2016a）および筆者の最新の資料を参照する。いずれも 3.1
から 3.4で扱った内容についての簡潔な対照とする。
3.6.1 郷城方言群と香格里拉市北端のグループ
ここでは，郷城県で話される郷城方言群に属する 8つの方言（沙貢［Sa-gong］，尼斯［Nyer-sul］，	
香巴拉87），青徳［Phreng-stod］，青麥［Phreng-smad］，洞松［gDong-gsum］，然烏［Rag-bo］，
熱打［Rwa-rtags］）の事例を普呂，翁水方言と対照する88）。

表 47：郷城方言群と香格里拉市北端グループの音対応

　

表 47の A,	B,	Cに含まれる諸方言は次のようである。

・A：沙貢，熱打方言
・B：尼斯，香巴拉，青徳，青麥，洞松，然烏方言
・C：普呂，翁水方言

それぞれのグループは地理的に連続する地域で話されており，飛び地的な分布は見せない。
この 3分類はまた地理的に北から南へと順になっている。
各グループの間に認められる差異は比較的小さい。蔵文共鳴音字方面では，蔵文 zl対応音が

/nd/になるか /nl/になるかが異なるほか，A，Bグループでは蔵文 y対応形式に安定して /z/	
が現れる。蔵文阻害音字方面では，A，Bグループ間の差異は蔵文Kr対応形式に認められる
のみである。母音字がかかわる例については，両グループで一致する。総じて A，Bグループ
間の差異は非常に小さいが，Bグループで蔵文Kr対応形式に前部硬口蓋破擦音が現れる点に
注目できる89）。この音対応は香格里拉方言群に広く認められる特徴である。しかしながら，3.2
で強調したように，蔵文阻害音字の対応関係は体系性が重要視される。以上のBグループでは，
たとえば香格里拉方言群で認められる，蔵文 Pr対応形式にもまた前部硬口蓋音が対応すると
いった体系性が認められない。それゆえ，Bグループで認められる音変化と，香格里拉方言群

87）	 香巴拉鎮は旧称を桑披［bSam-’phel］鎮という。チベット名は旧称のままである。
88）	 表 47内の表記は表 28，表 40の説明を参照。
89）	 張濟川（1993:	302-303）によると，郷城の方言は蔵文Kr対応形式が（前部）硬口蓋音になると

指摘しているが，少なくとも現在の言語資料から考えると，この対応関係を示すのは主流ではない。
張濟川（1993）が参照しているのは主に中国で 1950年代に行われた少数言語一斉調査の資料であ
るため，この半世紀の間における郷城の方言に一定の音変化が認められると解釈したい。
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で認められる音変化とは，似て非なるものと考えるほうがよい90）。以上に掲げた音対応の全体
を見て，これらのグループを 1つの方言群を形成すると考えることができる共通の刷新を共有
していると判断する。

A，Bグループ間の差異に比べると，Cグループとの異なりはより大きい。蔵文 SH,	S系列
や母音字がかかわる形式にも異なりが認められる。3つのグループは蔵文阻害音字の体系的対
応関係は酷似しているけれども，相対的に見ると，Cグループは A，Bグループとは若干の距
離が認められる。鈴木（2009b）では，ここで扱っている諸方言を郷城方言群に属するものとし，
Aグループを熱打下位方言群，Bグループを郷城下位方言群，Cグループを東旺下位方言群に
それぞれ分類している91）。鈴木（2009b）はこの分類の言語学的根拠を明確な形で示していな
いが，方言区分を行う具体的な言語特徴は以上に掲げた通りである。
以上，郷城方言群と香格里拉市北端グループの音対応を見た結果，後者の音対応は郷城方言
群の中にあって，郷城県で話される諸方言とは若干の距離があることが確かめられた。
3.6.2 香格里拉方言群と香格里拉市北部南端のグループ
ここでは，香格里拉市建塘鎮以南で話される香格里拉方言群に属する 10の方言（錯古龍

［mTsho-mgo-lung］，尼史［Nyi-shar］，吉念批［Gyen-nye-’phel］，期學谷［Khyim-phyug-
sgang］，奶思［gNas-gsar］，申科頂［Shing-khog-steng］，和平宗巴［Yang-thang］92），吹亞頂
［Chos-ba-steng］，塘批［Thang-’phel］，吉沙93））の事例94）を初古，孜尼，吉迪，霞給方言と
対照する95）。

表 48：香格里拉方言群と香格里拉市北部南端グループの音対応

　

表 48の A,	B,	C,	Dに含まれる諸方言は次のようである。

・A：初古，孜尼方言
・B：吉迪，霞給，錯古龍，尼史，奶思，和平宗巴方言
・C：吉念批，期學谷，申科頂，吉沙方言
・D：吹亞頂，塘批方言

90）	 蔵文足字 rをめぐる音変化の特徴については鈴木（2013b）を参照。Bグループの蔵文Krをめぐ
る音変化の特徴は，類型的にはアムドチベット語にも認められる。詳細は王雙成（2012）を参照。

91）	 それぞれの下位方言群に所属する具体的方言については，鈴木（2015a）などで改訂された部分が
ある。

92）	「和平宗巴」はかつてこの土地が小中甸郷の中心であったことに由来する通称である。ここでは小
中甸のチベット名を挙げている。

93）	 吉沙は呉光范（2009:	302-303）においても民間伝承においても納西語に由来する漢字音写である
という。

94）	 これらの諸方言の話される地点は多くが図 1に示されている。各地点の地理的関係は図 1を参照。
95）	 表 48内の表記は表 28，表 40の説明を参照。
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それぞれのグループは大部分が地理的に連続する地域で話され，地理的に北から南へと順に
なっているが，Cグループの吉沙方言については，ここに挙げられた方言の中で南端で話され，
飛び地的な分布になる。
各グループの間に認められる音対応の差異は小さい。基本的には，蔵文 Pr,	Krおよび ’br

対応形式，さらに蔵文 ar対応形式に際立つ違いが現れる以外，ほぼ共通項となっている。そ
して，これらの点は 3.2で整理した蔵文との音対応の体系性を見る一部であり，これらの間に
差異が認められようとも互いに 1つの方言群における歴史的音変化の共時的反映であることが
明らかとなっている（鈴木 2014a）。それゆえ，以上の 3グループの分類は本稿で扱った初古，
孜尼，吉迪，霞給方言について，その他の香格里拉方言群に属する諸方言とどの程度差異が認
められるかを反映しているに過ぎない。これら 4方言のうち吉迪，霞給方言は建塘鎮内で話	
される方言と同じグループに属していることが表 48からわかる。また建塘鎮から離れていく
ほど異なるグループに分類され，最も外側に位置する Dグループの音対応が最も複雑になっ
ていることが分かる。Dグループの音体系はまた本稿で扱った翁上方言のものと酷似している。
翁上方言は香格里拉方言群の分布地域の北端を占める地域で話されており，単に音体系だけに
注目すれば，最も複雑な音対応をもつ方言が，建塘鎮中央部を中心として下位方言群の壁を越
えて周圏分布を示していることになる96）。地理言語学では音韻についての周圏分布，正確には
隣接分布の原則と周辺分布の原則（柴田 1969）あるいは ABA分布97）は，必ずしも分布の歴
史を反映するとはいえないかもしれないが，香格里拉方言群建塘下位方言群については，音体
系の歴史的発展が周圏分布を示している好例であろう。蔵文阻害音字の音対応による方言分類
（3.2）に注目すれば，ABA分布にならっていうと「ABCBA分布」［A（翁上）－B（普上）－C（建
塘鎮）－B（小中甸郷北部）－A（小中甸郷南部）］を示している。
以上，明らかになった音対応の差異は，それぞれ共時的な資料を用いて音変化を跡づけるこ
とが可能であり，相互を連結できるため，方言所属の区分には反映されず，すべて香格里拉方
言群建塘下位方言群に属する方言と分析できる。これによって，初古，孜尼，吉迪，霞給の各
方言を建塘下位方言群の中に位置づけることが可能であるといえる。

4. まとめ

本稿では香格里拉市北部のカムチベット語諸方言に関して，普呂，翁水，納格拉，阿木，翁
上，普上，初古，孜尼，吉迪，霞給という 10種の地域方言についてそれぞれの音体系の多様
性を明らかにするとともに，これらの方言がいかに発展してきたのかを考察した。本稿の分析
を通して，次のようなことが明らかとなった。

・	香格里拉市北部の諸方言は，北端（普呂，翁水）と南端（初古，孜尼，吉迪，霞給）にお
いてそれぞれ比較的安定した，互いに大きく異なる音対応の類型をもつ 2つの方言群，す

96）	 さらに鈴木（2016a）の議論を踏まえれば，建塘鎮の北西方向に隣接する地域にも Dグループおよ
び翁上方言に見られるような音体系をもつ方言（開香［Khre-zhag］方言）が話されている。開香
方言は香格里拉方言群雲嶺山脈東部下位方言群に分類される言語であり，音対応の観点から建塘下
位方言群の諸方言と明確な違いが認められる。

97）	 Bが中心地で話される言語の語形で，それが ABAのように隣接して異なる語形 Aが語形 Bを挟
んで分布している場合，語形の歴史は A形式から B形式に変化したと理解する考え。
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なわち，先行研究のいう郷城方言群と香格里拉方言群の諸方言に類型的に非常に近く，そ
れぞれの方言群に属すると考えられる。
・	以上の 2つの方言群に挟まれる地域に分布している諸方言は，音対応の特徴から見れば，
これら 2つの方言群の特徴を部分的に共有しているが，その特徴をめぐる等語線が一定に
はなっていない。
・	中間地域に位置する諸方言の音対応について，体系的特徴が南部の諸方言と一致すること
から，本来的には南部のグループ（香格里拉方言群）に属すると考えられる。
・	中間地域で話される方言のうち，翁上方言が最も複雑な子音体系を持ち，それは本稿で扱っ
た諸方言全体を見ても最も複雑である。

本稿が明らかにした点としては，鈴木（2015a）における納格拉，阿木方言が郷城方言群に
属するという予測的言及について，言語学的特徴に基づいて判断すると，これらは香格里拉方
言群に属するということがまず挙げられる。この判断には，異なる方言区画の中間地域で話さ
れる諸方言は双方の方言群の特徴を部分的に兼ね備えてはいても，起源としてはどちらか一方
であるという西田（2000:	85）の考えと鈴木（2010b）の考察に基づいている。すなわち，郷
城方言群と香格里拉方言群という 2つの方言群それぞれが独自に持つ特徴が両方言群の中間地
域で話される方言にどちらも認められたとしても，より体系的な音対応を持ち合わせているほ
うが系統的には近いという判断である。
また，音体系について双方の特徴を兼備しているということで，単一の方言群が持たない複
雑な体系をもつものを生み出したということである。この意味で，本稿で扱った地域の事例に
ついては，方言接触がもたらすのは単純化ではなく複雑化であるといえる。しかしながら，い
ずれの特徴も蔵文と対照すれば一定程度の規則的な対応関係が見いだせる。蔵文の表す音体系
から見れば，複雑な音体系をもつ方言の音対応は決して複雑化しているのではなく，古期に区
別されていたであろう音が，実現する音自体は違えど対立関係が留保されていると見ることが
でき，蔵文の音体系より複雑にはなっていないという点に注目すべきである98）。
いずれにせよ，方言の系統と分類および形成過程を現代の状況からたどって解明していくと
いう方法をとれば，必然的に話者の歴史的移動，村落間の関係など，言語外事実の参照も必要
である99）。本稿ではこれについて普上村の事例を除いてほとんど触れなかったが，本稿の出し
た結論が歴史的事実に符合するかどうかは今後検証すべき課題である。

付録：香格里拉市内に分布するカムチベット語諸方言の音素目録（分節音のみ）

本付録は，香格里拉市内で話されるカムチベット語諸方言について，建塘鎮については複数の	
異なる著者の先行研究に記述される音素目録（分節音のみ）を，それ以外は筆者の調査による
ものを，1.3の方針に従い表記を改変し，複合要素（複子音，二重母音など）を除いたのち100），	

98）	 しかしながら，香格里拉方言群の中には口蓋垂閉鎖音の存在という，蔵文では説明のつかない音素
対立が認められる事例もある（鈴木 2013c,	2014b）。この点は本稿の付録にも反映されている。チ
ベット系諸言語における口蓋垂閉鎖音については黄布凡（2012）を参照。

99）	 迪慶州の歴史については王恒傑（1995）や Sems-kyi	Nyi-zla	rdzong	Mi-dmang-srid-gzhung	gi	
Khun-stod	Don-gcod-khang	ed.（2003）を参照。呉光范（2009）の迪慶州の地名の記述も有用で
ある。香格里拉市の民族関係を論じたものにKolås（2005）もある。
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2.11の提示方法にならって整理したものである。2.11に含まれる音素は，ここで言及する諸
方言に認められなくても，すべて一覧に含める。これは 2節に示される諸方言の音体系の参考
として位置づけ，音体系の相違を理解するための一助とする。

［略号］
W：建塘鎮/Wang（1996）
H：建塘鎮/Hongladarom（1996）
Z：建塘鎮/《中甸県誌》（1997）
Y：建塘鎮/《雲南省誌》（1998）
S：建塘鎮錯古龍村
J：小中甸郷吉念批村
Q：小中甸郷期学谷村
C：小中甸郷吹亞頂村
K：尼西郷開香村
T：尼西郷祖莫頂村
B：尼西郷巴拉村
L：格咱郷浪都村
N：洛吉郷尼汝村

100）	例えば，先行研究の中には前鼻音つき子音を子音音素表に組み込んでいるものがある。しかしこれ
は Tournadre	&	Suzuki（forthcoming）のいう pandialectal phonetic transcriptionに基づくと受け
入れることはできない。立場の違いを常に尊重することは比較対照する際に明らかに支障をきたす
ため，何らかの統一的な立場・見解の下に整理して提示することで意義のある資料を構成すること
ができる。もちろん，この分析はチベット系諸言語に限って有効である。
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子音
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母音

　

注：先行研究において ɿ/ʅを記述しているものの中には，両者を独立の音素として分析して
いるものがある（王曉松 2008など）。漢語の伝統的記述（《方言調査字表（修訂本）》1981など）

にならったものであろう。



60 アジア・アフリカ言語文化研究　95

参　考　文　献

石原忠佳　1994　「イベリア半島における傍層言語理論の検証：基層言語・上層言語との関連において」
『創価大学比較文化研究』12:	107-142.

柴田武　1969　『言語地理学の方法』東京：筑摩書房．
鈴木博之　2005　「チベット語音節構造の研究」『アジア・アフリカ言語文化研究』69:	1-23.
―　2007a　『川西民族走廊・チベット語方言研究』京都大学博士論文．
―　2007b　「甘孜州郷城県カムチベット語の方言特徴」『ニダバ』36:	17-26.
―　2008　〈迪慶藏語是康巴藏語中的“一個”次方言嗎〉《康定民族師範高等専科學校學報》第 3期

6-10.
―　2009a　「川西民族走廊・チベット語方言分類語彙集」長野泰彦編『チベット文化圏における言
語基層の解明―チベット・ビルマ系未記述言語の調査とシャンシュン語の解読（No.	16102001）研究
成果報告書』Vol.	2，i-xxii＋1-457，吹田：国立民族学博物館．
―　2009b　〈川西地区“九香線”上的藏語方言：分布與分類〉《漢藏語學報》第 3期 17-29.
―　2009c　「納西文化圏のチベット語・永勝県大安［Daan］方言の方言所属」『国立民族学博物館
研究報告』34(1):	167-189.
―　2010a　「硬口蓋調音の多様性とその表記―雲南省のカムチベット語諸方言の記述から見た考察
―」大西正幸・稲垣和也編『地球研言語記述論集』2:	107-113.
―　2010b　「カムチベット語香格里拉県浪都［Lamdo］方言の方言所属」『国立民族学博物館研究
報告』35(1):	231-264.
―　2011a　〈嘎嘎塘藏語的咽化元音與其來源〉《語言曁語言學》第 12.2期 477-500.
―　2011b　「カムチベット語小中甸・吉念批［Yangthang/Gyennyemphel］方言の音声分析」『ア
ジア・アフリカの言語と言語学』6:	137-173.	電子版：http://hdl.handle.net/10108/69377
―　2012　「カムチベット語香格里拉県巴拉［mBalhag］方言の方言特徴」『国立民族学博物館研究
報告』37(1):	53-90.
―　2013a　「カムチベット語格咱 /普上［Phuri］方言の方言特徴」『ニダバ』42:	60-69.
―　2013b　〈雲南維西藏語的 r介音語音演變―兼談“兒化”與“緊喉”之交叉關係―〉《東方語言學》
第 13輯 20-35.
―　2013c　「カムチベット語塔城・格登［sKobsteng］方言の音声分析」『アジア・アフリカの言
語と言語学』8:	123-161.	電子版：http://hdl.handle.net/10108/75672
―　2014a　「カムチベット語香格里拉県小中甸郷吹亞頂［Choswateng］方言の音声分析と語

彙：rGyalthang下位方言群における方言差異に関する考察を添えて」『国立民族学博物館研究報告』
39(1):	45-122.
―　2014b　〈尼汝藏語的小舌輔音與其藏文對應規律〉《東方語言學》第 14輯 1-12.
―　2014c　〈雲南藏語土話中的特殊数詞形式：其地理分布與歴史来源〉《南開語言學刊》第 2期

68-76.
―　2015a　〈建塘藏語土話研究的幾個意義〉徐建華主編《雲南藏學研究（二）》184-197.
―　2015b　〈藏語方言學研究的基礎問題〉《東方藏區諸語言研究》3-18	成都：四川民族出版社．
―　2016a　「/ɟ/が語る音変化史―カムチベット語香格里拉方言群における硬口蓋系列音素につい

ての覚え書き―」『言語記述論集』8:	91-103.	電子版：http://id.nii.ac.jp/1422/00000898/
―　2016b　〈藏語方言學研究與語言地圖：如何看待“康方言”〉《民族學刊》第 2期 1-13.
―　2016c　〈麗江永勝県大安藏語的來歴初探：通過與納西族的接觸如何演變〉《藏學學刊》第 14輯

250-263.
―　2016d　〈香格里拉藏語亞浪話的鼻音系統〉《東方語言學》第 16輯 115-123.
―　2017a　「カムチベット語翁上［dNgo］方言の音体系に関する覚え書き」『ニダバ』46:	35-43.
―　2017b　「音韻現象の ABA分布をめぐる解釈の方法とその実際―チベット文化圏南東端のカム
チベット語を例に」『言語記述論集』9:	43-64.	電子版：http://id.nii.ac.jp/1422/00000911/
―　2017c　〈迪慶藏語土話的多様性及其記録的意義〉迪慶藏族自治州文學藝術界聯合會編《世界的
香格里拉》45-57昆明：雲南人民出版社。
―　印刷中 a　〈香格里拉藏語的 r韻尾語音演變：r韻尾，巻舌化元音，輔音性元音〉《東方語言學》
第 18輯．
―　印刷中 b　「カムチベット語 rGyalthang下位方言群における歯-歯茎音の前部硬口蓋化現象と

その周辺」『言語記述論集』10.
―　印刷中 c　〈徳欽瀾滄江流域藏語土話中的語音及詞匯異同概況〉徐建華主編《雲南藏學研究



61鈴木博之：香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の方言差異とその形成

（三）》．
西義郎　1986　「現代チベット語方言の分類」『国立民族学博物館研究報告』11(4):	837-900＋1地図 .
西田龍雄　1963　「十六世紀における西康省チベット語天全方言について―漢語・チベット語単語集いわ
ゆる丙種本『西番館譯語』の研究―」『京都大学文学部研究紀要』7:	85-174.
―　1987　「チベット語の変遷と文字」長野泰彦・立川武蔵編『チベットの言語と文化』，108-169，
東京：冬樹社．
―　2000　『東アジア諸言語の研究 I：巨大言語群―シナ・チベット語族の展望』京都：京都大学学
術出版会．

西田龍雄・孫宏開　1990　『白馬譯語の研究　白馬語の構造と系統』京都：松香堂．
Bartee,	Ellen	Lynn.	2007.	A Grammar of Dongwang Tibetan.	Doctoral	dissertation,	University	of	Califor-

nia	at	Santa	Barbara.
—.	2011.	“The	role	of	animacy	in	the	verbal	morphology	of	Dongwang	Tibetan.”	Himalayan 

Languages and Linguistics: Studies in Phonology, Semantics, Morphology and Syntax	(Mark	Turin	and	
Bettina	Zeisler,	eds.),	133-182,	Leiden:	Brill.

Canepari,	Luciano.	1999.	Manuale di Pronuncia Italiana,	seconda	edizione.	Milano:	Zanichelli.
Denwood,	Philip.	1999.	Tibetan.	Amsterdam:	John	Benjamins.
Hickey,	Raymond.	2011.	The Dialect of Irish: Study of a Changing Landscape.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.
—.	2014.	The Sound Structure of Modern Irish.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.
Hongladarom,	Krisadawan.	1996.	“Rgyalthang	Tibetan	of	Yunnan:	A	preliminary	report.”	Linguistics of 

the Tibeto-Burman Area,	19(2):	69-92.
—.	2000.	“Rgyalthang	Tibetan	lexicon	and	an	appraisal	of	a	Southeast	Asian	wordlist.”	Mon-Khmer  

Studies	30:	83-94.
—.	2007a.	“Grammatical	peculiarities	of	two	dialects	of	Southern	Kham	Tibetan.”	Linguistics 

of the Himalayas and Beyond	(Roland	Bielmeier	&	Felix	Haller,	eds.),	119-152,	Berlin:	Mouton	de	
Gruyter.
—.	2007b.	“Evidentiality	in	Rgyalthang	Tibetan.”	Linguistics of the Tibeto-Burman Area,	30(2):	17-44.
Iwasa,	Kazue,	Hiroyuki	Suzuki,	Keita	Kurabe,	Satoko	Shirai,	Shiho	Ebihara,	and	Ikuko	Matsuse.	

2017.	“Wind:	Tibeto-Burman.”	Studies in Asian Geolinguistics IV—Wind—,	9-12.
Kluge,	Angela.	2007.	“RTT	retelling	method:	an	alternative	approach	to	intelligibility	testing.”	SIL 

Electronic Working Papers, 2007–006.	Online:	http://www.sil.org/silewp/2007/silewp2007-006.pdf,		
accessed	16	April	2016.

Kolås,	Åshild.	2005.	Ethnic Tourism in Shangrila: Representations of Place and Tibetan Identity.	D.Phil.	
avhandling,	Universitetet	i	Oslo.

Konchok	Gelek.	2017.	“Variation,	contact,	and	change	in	language	varieties	in	Yul	shul	(northern	Khams).”		
International Journal of the Sociology of Language,	245:	91-111.

Roche,	Gerald	&	Hiroyuki	Suzuki.	forthcoming.	“Tibet’s	minority	languages:	Diversity	and	endanger-
ment.”	Modern Asian Studies.

Ryavec,	Karl	E.	2015.	A Historical Atlas of Tibet.	Chicago:	The	University	of	Chicago	Press.
Sems-kyi	Nyi-zla	rdzong	Mi-dmang-srid-gzhung	gi	Khun-stod	Don-gcod-khang	ed.	2003.	rGyal-thang 

gi lo-rgyus yig tshags dpyad-gzhi phyogs-bsgrigs.	Kunming:	Yun-nan	Mi-rigs	dPe-skrun-khang.
Suzuki,	Hiroyuki.	2008.	/l/ - /j/ interchange in Shangri-La Tibetan.	Paper	presented	at	41st	International	

Conference	of	Sino-Tibetan	Languages	and	Linguistics	(London).
—.	2009.	“Preliminary	report	on	the	linguistic	geography	for	multicoloured	Tibetan	dialects	of	

Yunnan.”	Proceedings of the Chulalongkorn-Japan Linguistics Symposium	(Makoto	Minegishi,	Kingkarn		
Thepkanjana,	Wirote	Aroonmanakun,	&	Mitsuaki	Endo,	eds.),	267-279.	Fuchu:	Global	COE	Program		
‘Corpus-based	Linguistics	and	Language	Education,’	Tokyo	University	of	Foreign	Studies.
—.	2012.	“À	propos	du	terme	‘riz’	et	de	l’hypothèse	du	groupe	dialectal	Sems-kyi-nyila	en	tibétain		

du	Khams.”	Revue d’études tibétaines,	23:	107-115.	Online:	http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/	
journals/ret/pdf/ret_23_05.pdf
—.	2013.	“Extraordinary	sound	development	of	*s	and	*z	in	mBalhag	Tibetan	(Shangri-La,	Yunnan).”		

Linguistics of the Tibeto-Burman Area,	36(1):	101-110.
—.	2014.	“Issues	in	the	lexical	complexity	in	Eastern	Tibetic	languages:	from	a	cat’s	eye.”	Papers 

from the Second International Conference on Asian Geolinguistics,	116-125.
—.	2015.	“New	perspective	on	the	suprasegmentals	 in	mBrugchu	Tibetan:	An	introduction	to	

the	tonogenesis	triggered	by	breathy	voice.”	Bulletin of Chinese Linguistics,	8(1):	117-139.



62 アジア・アフリカ言語文化研究　95

—.	2016a.	“A	geolinguistic	description	of	terms	for	 ‘rice’	 in	Tibetic	 languages	of	the	eastern		
Tibetosphere.”	Studies in Asian Geolinguistics II—Rice—,	52-59.	Online:	https://publication.aaken.jp/	
sag2_rice_2016.pdf
—.	2016b.	“In	defense	of	prepalatal	non-fricative	sounds	and	symbols:	 towards	the	Tibetan		

dialectology.”	Researches in Asian Languages,	10:	99-125.
—.	2017.	“Additional	remarks	on	‘sun’	in	Yangthang	Tibetan:	gnam lha	and	nangs lha.”	Studies in 

Asian Geolinguistics VII—Tone and Accent—,	50-51.
Suzuki,	Hiroyuki	&	Lozong	Lhamo.	2017.	Where is a negative marker? A geolinguistic approach towards 

a grammaticalisation process in Khams Tibetan.	Paper	presented	at	Methods	 in	Dialectology	XVI	
(Tachikawa).

Suzuki,	Hiroyuki	&	Sonam	Wangmo.	2017.	“Language	evolution	and	vitality	of	Lhagang	Tibetan,	a		
Tibetic	language	as	a	minority	in	Minyag	Rabgang.”	International Journal of the Sociology of Language,		
245:	63-90.

Suzuki,	Hiroyuki,	Satoko	Shirai,	Keita	Kurabe,	Shiho	Ebihara,	Kazue	Iwasa,	and	Ikuko	Matsuse.	
2016.	“Geolinguistic	analysis	of	‘rice’	in	Tibeto-Burman.”	Studies in Asian Geolinguistics II—Rice—,	
37-51.	Online:	https://publication.aa-ken.jp/sag2_rice_2016.pdf

Tournadre,	Nicolas.	2014a.	Le prisme des langues : Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des langues.	
Paris:	L’Asiathèque.
—.	2014b.	“The	Tibetic	languages	and	their	classification.”	Trans-Himalayan Linguistics: Historical 

and Descriptive Linguistics of the Himalayan Area	(Thomas	Owen-Smith	&	Nathan	W.	Hill,	eds.),	105-
129,	Berlin:	Walter	de	Gruyter.

Tournadre,	Nicolas	&	Hiroyuki	Suzuki.	forthcoming.	The Tibetic Languages: An Introduction to the Family 
of Languages Derived from Old Tibetan	(with	the	collaboration	of	Xavier	Becker	and	Alain	Brucelles	
for	the	cartography).

Vandenabeele,	Valérie.	2014.	Les nouveaux horizons des Tibétains de Pudacuo : Politique, conservation et  
globalisation dans le premier parc national de Chine (Shangri-La, Yunnan).	Thèse	de	doctorat,	Université		
Paris	Ouest	Nanterre	La	Défense.

Wang,	Xiaosong.	1996.	“Prolegomenon	to	Rgyalthang	Tibetan	phonology.”	Linguistics of the Tibeto-
Burman Area,	19(2):	55-67.

Zhang,	Jichuan.	1996.	“A	sketch	of	Tibetan	dialectology	in	China:	Classifications	of	Tibetan	dialects.”	
Cahiers de Linguistique—Asie Orientale,	25	(1):	115-133.

《迪慶藏族自治州誌》編纂委員會．2001．《迪慶藏族自治州誌》昆明：雲南民族出版社。
華侃　主編．2002．《藏語安多方言詞匯》蘭州：甘肅民族出版社。
黄布凡．2007．〈藏語聲調的發生和分化條件〉《藏語藏緬語研究論集》22-37	北京：中国藏學出版社。［原

文Hajime	Kitamura,	Tatsuo	Nishida,	&	Yasuhiko	Nagano	(eds.)	1994.	Current Issues in Sino-Tibetan 
Linguistics,	992-998,	Suita:	National	Museum	of	Ethnology	所収］
―．2012．〈藏緬語的小舌音〉《語言學論叢》第四十五輯 157-174.
格桑居冕［sKal-bzang	’Gyur-med］，格桑央京［sKal-bzang	dByangs-can］．2004．《實用藏文文法教程［修
訂本］》成都：四川民族出版社。

江荻．2002．《藏語語音史研究》北京：民族出版社。
金鵬　主編．1983．《藏語簡誌》北京：民族出版社。
孔江平，于洪志，李永宏，達哇彭措［Zla-ba	Phun-tshogs］，華侃．2011．《藏語方言調査表》北京：商務印書館。
陸紹尊．1990．〈藏語中甸話的語音特點〉《語言研究》第 2期 147-159.
―．1992．〈雲南藏語語音和詞匯簡介〉《藏學研究論叢》第 4期 120-131.
閔江海主編．2001．《迪慶藏族自治州民族誌》深圳：深圳匯源彩色印刷有限公司。
瞿靄堂．1991．《藏語韻母研究》西寧：青海民族出版社。
瞿靄堂，金效静．1981．〈藏語方言的研究方法〉《西南民族學院學報》第 3期 76-84.
蘇郎甲楚［bSod-nams	rGya-mtsho］．2007．〈再論中甸藏語方言〉《蘇郎甲楚藏學文集》130-142	昆明：雲
南民族出版社。

次林央珍［Tshe-ring	gYang-sgron］．2016．〈論火茸藏族的母語活力及國家通用語的發展〉羅驥，余金枝
主編《中国少数民族語言保護調査研究》141-154北京：科學出版社。
―．2017．《雙語背景下藏語火茸話數詞使用現狀》第十三屆國際雙語學學術研討會發表論文。
楊士宏．1995．《一河兩江流域藏語方言匯要》蘭州：甘肅民族出版社。
―．2009．《安木多東部藏族歴史文化研究》北京：民族出版社。
王恒傑．1995．《迪慶藏族社會史》北京：中国藏學出版社。



63鈴木博之：香格里拉市北部のカムチベット語諸方言の方言差異とその形成

王雙成．2012．《藏語安多方言語音研究》上海：中西書局。
王曉松．2008．〈對中甸藏語方言的粗淺認識―從語音上看中甸方言的特點和規律〉《王曉松藏學文集》368-

378	昆明：雲南民族出版社。
呉光范．2009．《迪慶・香格里拉旅遊風物誌―沿著地名的線索》昆明：雲南人民出版社。
《雲南省誌》編纂委員會．1989．《雲南省誌　巻五十八　漢語方言誌》昆明：雲南民族出版社。
―．1998．《雲南省誌　巻五十九　少数民族語言文字誌》昆明：雲南民族出版社。
雲南省中甸県地方誌編纂委員會．1997．《中甸県誌》昆明：雲南民族出版社。
張濟川．1993．〈藏語方言分類管見〉戴慶廈等編《民族語文論文集―慶祝馬學良先生八十壽辰文集》297-

309	北京：中央民族學院出版社。
―．2009．《藏語詞族研究―古代藏族如何豐富發展他們的詞匯》北京：社會科學文獻出版社。
趙金燦．2010．〈拉薩藏語與香格里拉藏語之比較〉《四川民族學院學報》第 1期 25-28.
趙金燦，李玉朋．2014．〈建塘藏語聲調實驗〉《四川民族學院學報》第 1期 64-68.
趙燕珍．2012．《趙荘白語參考語法》北京：商務印書館。
中國社會科學院語言研究所．1981．《方言調査字表（修訂本）》北京：商務印書館。
朱曉農．2010．《語音學》北京：商務印書館。

付記

迪慶州における調査に当たっては昆明市の瑪吉阿米・香格里拉藏族風情宮および雲南省民族
學會藏族研究委員會の関係各位の協力を得た。特に語彙調査に際しては，Thub-bstan	Tshul-	
khrimsさん，Nor-buさん，Blo-bzang	bsTan-’dzinさん，Blo-bzang	Yid-ldanさん，Ngag-dbang		
Phun-tshogsさん，Tshe-ring	gYang-’dzomsさん，gYang-mtsho	sGrol-maさん，bKra-shis	
sGrol-maさん，sGrol-ma	gYang-’dzomsさん，Don-grub	Tshe-ringさんの協力を得られた。
ここに記して感謝の意を表する。
筆者による各種言語資料収集に関する現地調査については，以下の援助を受けている。
・	日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（S）「チベット文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，平成 16-20年度）

・	日本学術振興会科学研究費補助金（特別研究員奨励費，平成 19-21年度）「川西民族走廊・
チベット文化圏における少数民族言語の方言調査と地域言語学的研究」
・	日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）「ギャロン系諸言語の緊急国際共同調査研
究」（研究代表者：長野泰彦，課題番号 21251007，平成 21-23年度）

・	日本学術振興会科学研究費補助金若手研究（B）「言語多様性の記述を通して見る中国雲南
省チベット語の方言形成の研究」（研究代表者：鈴木博之，課題番号 25770167，平成 25-28
年度）

・	雲南省民族學會藏族研究委員會《雲南藏語誌》計劃（2015年）

・	日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）「チベット・ビルマ語族の繋聯言語の記述
とその古態析出に関する国際共同調査研究」（研究代表者：長野泰彦，課題番号 16H02722，
平成 28-29年度）

・	日本学術振興会科学研究費補助金若手研究（A）「チベット文化圏東部の未記述言語の解明
と地理言語学的研究」（研究代表者：鈴木博之，課題番号 17H04774，平成 29年度）

採択決定日―2017年 5月 31日


