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カンバタ語のテキスト＊

若　狭　基　道

Texts in Kambaata

WAKASA, Motomichi

Kambaata, a language spoken in southwestern Ethiopia, genetically belongs 
to the Cushitic language group, a member of the Afroasiatic phylum. 
According to the 2007 census of Ethiopia, there are 614,752 native speakers of 
the language.

I recorded several Kambaata oral texts during fieldwork. In this paper I 
will present all eight texts, all originally spoken by a native Kambaata speaker, 
with glosses and translations in Japanese.

The first text is an example of wordplay between two children watching 
cattle. The second describes the preparations made by the Kambaata people, 
especially women, for the Maskal festival (the Feast of the Cross, masaalá in 
Kambaata). The third deals with the dried meat that is prepared and eaten 
during the Maskal festival. The fourth describes Kambaata markets around the 
time of the Maskal festival, which are different from those found at other times 
of the year. The fifth text provides an example of daily conversation spoken 
when a guest calls at a friend’s home. The sixth describes the varieties of Ensete 
ventricosum (“false banana,” weesíta/yeesíta in Kambaata and ənsät in Amharic), 
which is a very popular and important plant in southern Ethiopian life and 
culture, and discusses the usefulness of the various kinds. The seventh text 
concerns a local food made from enset called waasá in Kambaata or k’oč’č’o 
in Amharic. It describes five kinds of waasá or k’oč’č’o and explains when and 
how each is cooked and eaten. The eighth text briefly describes another kind 
of waasá/k’oč’č’o called muchchúta in Kambaata.

This paper is the first to offer Japanese speakers access to the Kambaata 
language and culture, especially food culture, based on primary data. 
Although Treis 2007 has done splendid work on Kambaata grammar and has 
reported some texts, including proverbs, accessing that paper can be difficult. 
This paper intends to fill the gap created by such limited access.
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はじめに

カンバタ語は，エチオピアの南西部，南部諸民族州のKembata Tembaro県（zone）で話
されている言語である。系統的にはアフロアジア大語族のクシ系の言語であり，その中でも高
地東クシ語群に属するとされている。母語話者人口は，2007年の国勢調査によると，614,752
人である。
本稿では，筆者が 2010年 8月から 9月にかけて採集・録音した，カンバタ語のネイティブ
話者によるテキストを転写の上，グロスと訳文を付けて紹介する。一次資料に基づいた日本語
によるカンバタ語とその文化の一端の紹介は本稿が初めてである。
本稿で紹介するテキストを提供して下さったのは，Teketel Azazh Hayle氏である。氏は

エチオピア暦 1969年 1番目の月 5日（西暦 1976年 9月 15日），当時のKambata Hadiya県
（awraja）の Angacha郡（woreda）で生まれ，12年生までの教育を終える。その後，Awasa
や Dilaで教育を受け，エチオピア暦 1992年（西暦 1999～ 2000年）以降カンバタに隣接する
Wolayita県（zone）にやって来て，現在，同県の Boditi市（ketema）在住である。Boditi 
は筆者がウォライタ語（アフロアジア大語族，オモ系）の調査をする際の拠点であり，氏とも
そこで知り合い，ウォライタ語の調査と並行して調査に協力して戴くこととなった1）。
カンバタ語に関する先行研究としては Treis 2007が代表的で充実したものであり，本稿の

執筆に際しても大いに学ぶところがあった。彼女には他にも多くのカンバタ語に関する著作が
あり，テキストも上述の Treis 2007: 405–440に計 4本収められている2）。
とは言え，カンバタ語の音韻・文法構造に関する情報が広く知られているとは思えない。そ
こでテキスト本文を紹介する前に，以下，この言語の概略を示したい。
本稿表記3）によるこの言語の音素目録は以下の通りである（註記のないものは IPAから推

はじめに
1. 牧童のやり取り
2. マスカル祭の準備
3. マスカル祭の干し肉
4. マスカル祭の市場

5. 客と主人のやり取り
6. エンセーテ
7. コチョ
8. コチョ料理の一種，muchchuta

1） なお，録音されたテキストの文字化・分析に際しても上記 Teketel氏に御協力戴いた。改めて感謝
申し上げる。本稿には思わぬ勘違いや誤りもあるかも知れないが，無論，それら不備に関する一切
の責任は筆者にある。

2） 博士論文である Treis 2007は Treis 2008として多少の改変を伴い公刊されている。但し，後者で
はテキストは全て割愛されている。

3） Treis 2007: 68–74で述べられているように，現在，カンバタ地方ではカンバタ語をラテン文字で
書く試みがなされている。この試みの現状と将来は別途考察すべき対象であるが，本稿ではこの表
記法に敬意を表して採用することとしたい。但し，Treis 2007: 74にもあるように，母音間の声門
閉鎖音は省略せずに表記した。これはより正確な音韻表記とするためである。更に，現地表記法で
は書かれない語末の無声化される母音 iも，グロスを付ける関係上表記した場合がある。なお，英
語と同じく，文や固有名詞の最初は大文字で書く。

 　現地の表記ではアクセントを表記しないが，本稿ではH（高）アクセントを本来有すると考えら
れる箇所にアクサンテギュ（´）を附す。また，グロスを付ける関係上，ハイフン（-）を適宜挿入し，
形態素の境界を示した。加えて < >で接中辞を示す。但し，本来の接中辞と言うよりは，接尾辞で
あったものが音位転換を起こしたものと考えられる。~は重複された要素と語幹の間に附す。 ↗
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測される音価を有している）：t，k，’ [ʔ]，f，s，sh [ʃ]，h，ch [ʧ]，b，d，g，z，zh [ʒ]，j [ʤ]，
m，n，r，l，w，y [j]，ph [p’]，x [t’]，q [k’]，c [ʧ’]，i，e，a，o，u。
この言語は高低アクセントを有する。同じ分節音の連続がアクセントのみで語彙的に区別さ
れることはないが，同じ語でもどの変化形なのか（例えば主格なのか絶対格なのか，関係節（連
体）形なのかそうでないのか）によってアクセントが決まっている。
可能な音節構造は CV(V)(C)である（初頭の Cが声門閉鎖音の場合，表記されない）。語は

音韻論的には開音節で終わると考えられるが，語末の母音の弱化・無声化は著しいことがあり，
表記上も無視される場合がある。閉音節に別の音節が続く場合，その境界に子音連続や重化子
音が観察されることになる。なお，音節の境界は必ずしも語の境界と一致しない（例えば（2-13）
の最後には ttで始まる語があるが，最初の tは直前の母音と音節を構成する）。以上の音韻に
関する記述は，間投詞には当てはまらない場合がある。
名詞，形容詞，動詞は，語彙的な意味を表す語幹と文法的な情報を表す語尾から成っている。
それぞれが更に分析され得る場合もある。
名詞の形態論はかなり複雑である。男性（M）名詞と女性（F）名詞に分けられるが，普通
名詞に限っても筆者が見付けた限りそれぞれ 6つと 8つのグループに分けられ，似通う点も
あるがそれぞれ独自の格変化をする。格は絶対格（ABS），主格（NOM），属格（GEN），与
格（DAT），斜格（OBL）がある。与格や斜格に後置詞（ABL / LOC / LOCINS）が付く場
合もある。以上に加えて，有標な複数形を作るプロセスがいくつか存在する。
形容詞は名詞とは異なった語形変化をするので独立した範疇である。但し名詞と語幹が共通
している場合もあり，名詞なのか形容詞なのか判断が難しい場合もある。本稿では形容詞語尾
と考えられるものに ADJとグロスを附した。
動詞は平叙文の場合，完了形（2系列あるが違いはよく分かっていない。グロスは共に PFV
とした）と未完了形（IPFV）の対立を示す。この他に命令形（IMP）や従属節に使われる形
等がある。それぞれ，主格形で現れる主語の性・数・人称に一致して変化をする。
基本語順は典型的な SOV型で，大抵の場合日本語と同じである。但し，動詞語尾（この語
尾は主語に一致する）に後続して目的語を表す一連の代名詞的な接尾辞が存在する。

↗ 　本稿で使った略号は以下の通りである：ABL（ablative，奪格後置詞），ABS（absolutive，絶
対格。他の格が使われない所で使われる無標の格で，例えば動詞の直接目的語に使われる形であ
り，語彙調査で引用形として出て来る形である。いわゆる「能格 ergative」と対になる格ではな
い），ADJ（adjective，形容詞），AMH（Amharic，アムハラ語），CAUS（causative，使役接尾
辞），COP（copula，繋辞），CVB（converb，副動詞形。「～して」の意味），DAT（dative，与格），
DIST（distal，遠称），F（feminine，女性），GEN（genitive，属格），HON（honorific，尊敬形），
IMP（imperative，命令形），IMPERS（impersoal，非人称。主語が不特定一般の人々である場
合に使われる形である。3人称尊敬形と同一の形である），INF（infinitive，不定詞），INTER

（interrogative，疑問形），INTJ（interjection，間投詞），IPFV（imperfective，未完了形），LOC
（locative，場所格），LOCINS（locative-instrumental，場所・道具格後置詞。移動に関係する場
所，道具，受身文の動作主等を表す），M（masculine，男性），NEG（negative，否定），NMLZ
（nominalizer，名詞化標識），NOM（nominative，主格），OBL（oblique，斜格。形容詞の場合
はNOMでも ABSでもない場合の格），OPT（optative，希求形），PASS（passive，受身接尾辞），
PFV（perfective，完了形），PL（plural，複数），PRED（predicative，述語形），PROG（progressive，
進行形），PROH（prohibitive，禁止形），PROX（proximal，近称），PRV（preverb，動詞 y-ú「言
う」や ’-ú「する」と結び付いて動作の表現を作る要素），PURP（purposive，目的を示す標識），
REL（relative，関係節形（連体形）），SG（singular，単数），SIM（simultaneous，同時形），1（first 
person，1人称），2（second person，2人称），3（third person，3人称）。

 　XXは明らかな言い間違いで意味をなさない音連続に附した。
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非動詞述語文には繋辞（COP）が使われる。述語が 1語から成る場合には繋辞はそれに後
続するが，述語が修飾語を伴っている場合，繋辞は最初の修飾語にのみ付く。いずれの場合も
述語の位置に現れた語はそのための独自の形（述語形，PRED）を取る。

1. 牧童のやり取り4）

（1-1）
Láréé5）   Láréé!

（愛称）   （愛称）

「ラレ，ラレ6）！」

Abéé!
はい
「はい」

（1-2）
Lal-ú         fanqáshsh-i.
牛-ABS.M   戻す-IMP.2SG
「牛を戻せ」

Gibb-óóm.
拒否する-PFV.1SG
「私は拒否する（lit. 拒否した）」

（1-3）
Áy-í          gíb-i                      y-éé’?
誰-NOM   拒否する-IMP.2SG   言う-PFV.3SG.M
「誰が，拒否しろ，と言ったのだ？」

Wóm-u.
王-NOM.M
「王が」

4） 2人の子供達が家畜の番をしながらお互いに掛け合いをして楽しんでいる様子をモノローグ形式で
再現して貰ったものである。

5） 査読者のお一人から，これはアクセント（位置）ではなくトーン（種類）のように見える，との御
指摘を戴いた。確かにその通りである。第 1音節目のHのみがこの固有名詞固有のアクセントで，
残りのHはイントネーションで説明するべきかも知れないが，再考を要する。

6） 正式な名前は Larééb-o（呼び掛けに使われる斜格形）であるが，それを短縮したもの。Teketel氏
によるとこの名前は近隣のクシ系言語であるハディヤ語由来で「家畜を持って来た」の意味で，親
が多くの牛を手にした時に生まれたことに因んで付けられた男性人名である。
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（1-4）
Wóm-u         m-íí-n                   íchch-o?
王-NOM.M   何-DAT-LOCINS   食べる-PFV.3SG.M
「王は何で食べた？」

Mooq-óó-n.
匙-DAT.F-LOCINS
「匙で」

（1-5）
Mooq-úta   hakkánné   súchch-o?
匙-ABS.F     何処に7）       突き刺す-PFV.3SG.M
「彼は匙を何処に突き刺した？」

Hiil-óó-n.
壁-DAT.F-LOCINS
「壁に」

（1-6）
Hiil-óó-chch      m-í           fúll-o?
壁-DAT.F-ABL   何-NOM   出る-PFV.3SG.M
「壁から何が出た？」

Yilííl-iti.
煙-NOM.F
「煙が」

（1-7）
Yilííl-iti       hakkabá   aag-góó’?
煙-NOM.F   何処へと   入る-PFV.3SG.F
「煙は何処に入った？」

Sam-áá.
空-OBL.M
「空に」

7） 査読者のお一人から，さらに形態素分析が可能であると思われる旨，御指摘戴いた。その通りでは
あるが，この言語の指示詞の全体像はかなり複雑であり，膠着的ではない部分もあるため，簡単に
は形態素に分割出来ない。本稿では以下，指示詞にはこのように大雑把な訳語を与えるのみとする。
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（1-8）
Sam-éé-chch       m-í           úbb-o?
空-DAT.M-ABL   何-NOM   落ちる-PFV.3SG.M
「空から何が降った？」

Xéén-u.
雨-NOM.M
「雨が」

（1-9）
Xéén-u         m-á        le’-íshsh-o?
雨-NOM.M   何-ABS   育つ-CAUS-PFV.3SG.M
「雨は何を育てた？」

Hix-íta.
草-ABS.F
「草を」

（1-10）
Hix-íta     m-í           íchch-o?
草-ABS.F   何-NOM   食べる-PFV.3SG.M
「草を何が食べた？」

Bóóyy-u.
（牝牛の名）-NOM.F
「ボユ8）が」

（1-11）
Booyy-ó                m-áá-n                  xuur-éémma?
（牝牛の名）-ABS.F   何-LOC-LOCINS   乳搾りをする-PFV.3HON
「（王は）ボユの乳を何の中にお搾りになって入れた？」

Gereer-éé-n.
乳搾り用の陶器-LOC.F-LOCINS
「乳搾り用の陶器の中に」

（1-12）
Gereer-éé-chch                    m-áá-n                  fanqashsh-éémma?
乳搾り用の陶器-DAT.F-ABL   何-LOC-LOCINS   戻す-PFV.3HON

8） 顔の白い乳牛に付けられる固有名詞である。
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「乳搾り用の陶器から何の中にお空けになった？」

Boos-óó-n.
攪乳用水甕-LOC.M-LOCINS
「攪乳用水甕に」

（1-13）
Boos-íí-chch                   m-í           fúll-o?
攪乳用水甕-DAT.M-ABL   何-NOM   出る-PFV.3SG.M
「攪乳用水甕から何が出た？」

Búúr-u.
バター-NOM.M
「バターが」

（1-14）
Buur-ú            m-í           íchch-o?
バター-ABS.M   何-NOM   食べる-PFV.3SG.M
「バターを何が食べた？」

Buggám-i.
（犬の名）-NOM.M
「ブガメが」

（1-15）
Buggam-é           m-í           qáshsh-o?

（犬の名）-ABS.M   何-NOM   刺す-PFV.3SG.M
「ブガメを何が刺した？」

Bagáz-u.
槍-NOM.M
「槍が」

（1-16）
Bagaz-ú     m-í           túmm-o?
槍-ABS.M   何-NOM   鍛造する-PFV.3SG.M
「槍を何が鍛造した？」

Tum-áánch-u.
鍛造する-～する者-NOM.M
「鍛冶屋が」
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（1-17）
Tumm-ó                            tum-aanch-í                      íll-ití-í
鍛造する-REL.PFV.3SG.M   鍛造する-～する者-GEN.M   目-NOM.F-と
kíí            íll-ití-í              xonfóq   y-ítu.
2SG.GEN   目-NOM.F-と    PRV       言う-OPT.3SG.F
「鍛造した鍛冶屋の目とお前の目が穴になって（lit. xonfoqと言って9））しまえ」

2. マスカル祭の準備

（2-1）
Ee	 	   Kambaat-áá-n                    ee       sás-u            ba’áál-u
INTJ   カンバタ-LOC.M-LOCINS   INTJ   三-NOM.M   祭-NOM.M
yóo’.
在る 3SG.M
「えー，カンバタには，えー，3つの祭があります」

（2-2）
Sas-íí-chchi-sí-n                           wáánn-u-si                             ee
三-DAT.M-ABL-3SG.M.GEN-も10）   主要物-NOM.M-3SG.M.GEN   INTJ
masaal-á                   y-éénno-a.
マスカル祭11）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-COP.M
「その 3つの内で，最たるものは，えー，マスカル祭と言うものです」

（2-3）
Masaal-áá-n                            goon-í            húj-ití-í
マスカル祭-LOC.M-LOCINS     男達-GEN.M   仕事-NOM.F-と
meent-í           húj-ití-í              annánn-a-a.
女達-GEN.M   仕事-NOM.F-と   異なった-PRED.M-COP.M
「マスカル祭においては，男達の仕事と女達の仕事は別々です」

9） これはエチオピアの諸言語によく見られる，preverbと動詞「言う」の組み合わせによる表現で
ある。preverbとは多分にオノマトペ的性格を有する語であると思われるが，詳細は不明である。
ともあれ，この preverbと動詞「言う」の組み合わせで慣用句的な意味を表す。preverbである
xonfóq自体に「穴」という意味は無いが，動詞「言う」と組み合わされることで「穴になる」と
いう意味になるのである。なお，preverbは「言う」以外の動詞と組み合わされることもある（例
は（2-13）の最後）。

10） この形態素に対し本稿では仮に「も」とグロスを付けたが，ここでの例を始め，必ずしも「も」と
は訳せない場合も多い。アムハラ語の ም -mm（Kane 1990: 134では ‘and, even, also, too; as to, 
with regard to’と英訳されている）に近い機能を有しているかと思われるが詳細は不明である。
Treis 2007: 205もこの要素に関し，‘its exact function is still obscure’と述べ，その機能が正確に
はよく分かっていない旨，述べている。

11） 原語音に従えば「マサーラ祭」とするべきであろうが，これはアムハラ語の መስቀል mäsk’äl「マス
カル祭」に相当し，こちらの方がよく知られている名称であると思われるので以下，このように訳す。
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（2-4）
Góón-u            waann-á           hujat-anó-ó
男達-NOM.M   主要物-ABS.M   働く-REL.IPFV.3SG.M-NMLZ
góón-u            waann-á           hujat-anó-ó                             ee
男達-NOM.M   主要物-ABS.M   働く-REL.IPFV.3SG.M-NMLZ   INTJ
dul-eennó                              boor-á
屠殺する-REL.IPFV.IMPERS    牡牛-ABS.M
|wäynəm|           sang-á             qixxán12）-s-u-a.
或いは（AMH）   食用牛-ABS.M   準備される-CAUS-INF.PRED-COP.M
「男達が主としてするのは，男達が主としてするのは，えー，屠殺する牡牛を，あるいは食用
に育てられた牛を準備することです」

（2-5）
Meent-í             wáánn-ati                     húj-iti                  masaal-íí
女達-GEN.M      主要な-ADJ.NOM.F       仕事-NOM.F        マスカル祭-DAT.M
té       mosoroom-í                 tóóna13）   lamál-u                bár-u
或いは   第一番目の月-GEN.M   十と       七-ADJ.NOM.M   日-NOM.M
iill-án                         qax-éé14）-chch
到着する-SIM.3SG.M   匹敵するもの-DAT.M-ABL
ee     atakaan-ú                     shol-táá’.
INTJ   （料理名）-ABS.M             料理する-IPFV.3PL
「女達の主たる仕事は，マスカル祭のために，あるいは（エチオピア暦）第 1番目の月の 17
日が来るまでに，えー，atakaanu（料理の名前）を作ります」

（2-6）
Wees-íta                zuug-gáá’.
エンセーテ-ABS.F   剥ぐ-IPFV.3PL
「エンセーテ15）を剥ぎます」

（2-7）
Wees-íta                masáál-u                   iill-anó
エンセーテ-ABS.F   マスカル祭-NOM.M   到着する-REL.IPFV.3SG.M

12） これは恐らく語根 qixx-と受身接尾辞 -am（mは使役接尾辞 -sの前で同化して nとなる）に分析
される。但し派生接尾辞の付かない動詞語幹 qixx-の存在は確認されていない。

13） Treis 2007: 281では -naを “the conjunctive suffix of modifiers”「修飾語の接続詞的接尾辞」と分
析している。確かにここでは「十」も「七」も「日」に対する修飾語となっているのであるが，修
飾語でない場合，即ち被修飾語を伴わず単に「十七」と言う場合にも -naは現れるので Treisの説
は採用を見合わせ，ここではこれ以上の分析には踏み込まないことにする。因みに「十」単独なら
torudum-áである。

14） 筆者とは分析は異なるが，予想される -ii-語尾ではなく -ee-語尾が現れることに関しては，Treis 
2007: 199も指摘している。ここでの分析の是非は別途検討が必要だが，「動詞の同時形＋qax-éé-
chch」で「～するまでに」という意味を表す。

15） バショウ科の植物。
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lám-u                  agán-u          fa’-án                   qax-éé-chch
二-ADJ.NOM.M   月-NOM.M   残る-SIM.3SG.M   匹敵するもの-DAT.M-ABL
zúúg-g             qixxan-s-itáá’.
剥ぐ-CVB.3PL   準備される-CAUS-IPFV.3PL
「エンセーテを，マスカル祭が来る 2ヶ月前までに，剥いで準備をします」

（2-8）
Híkka                   wees-éé-chchi-n                 mereer-ú          ammóó
DIST.ADJ.OBL.M   エンセーテ-DAT.F-ABL-も   真ん中-ABS.M   そして又
atakaan-ú              y-eennó                          ichch-áá16）

（料理名）-ABS.M      言う-REL.IPFV.IMPERS   料理-DAT.F
annann-á         zuug-gáá’.
別の物-ABS.M   剥ぐ-IPFV.3PL
「そのエンセーテからは，真ん中をまた，atakaanuという料理のために，取り分けて剥ぎます」

（2-9）
Híkka                      mereer-ú
DIST.ADJ.ABS.M      真ん中-ABS.M
masáál-u                   iill-án                          qax-éé-chch
マスカル祭-NOM.M   到着する-SIM.3SG.M    匹敵するもの-DAT.M-ABL
shaf-éé-n                                                     xááx-x             usúr-t
エンセーテで包んだコチョ17）-DAT.F-LOCINS   包む-CVB.3PL   縛る-CVB.3PL
mooshsh-itáá’.
乾かす-IPFV.3PL
「その真ん中を，マスカル祭が来るまでにエンセーテの葉でくるんだものにして，包んで縛っ
て乾かします」

（2-10）
Mooll-ó-ann18）-íí-chch                               zakk-íí-n
乾く-REL.PFV.3SG.M-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
makk-ís-s                   múr-t                      ke’ééchch19）

整う-CAUS-CVB.3PL   切る-CVB.3PL           ～してから

16） この名詞の語幹 ichch-は，動詞 it-ú「食べる」（例えば（2-14）や（3-3）にその活用形が見られる）

との比較からさらに形態素分析が可能ではないか，との御指摘を査読者のお一人から受けた。分析
が可能かどうかは分からないが，Treis 2007: 152にも動詞語幹末の歯茎音を口蓋化させた上で重化
し名詞語幹を作る例が幾つか挙げられている。但し，Treisも言う通り，これがどの程度生産的な
プロセスなのかは不明である。なお，動詞 it-ú「食べる」の語幹末子音の口蓋化・重化に関しては
本稿（1-4），（1-10），（1-14）にも例が見られる。

17） ここで問題になっている食材（コチョ。アムハラ語で ቆጮ qoc’c’o。本稿第 6，7，8節参照）が乾
くようにとエンセーテの葉で包んだもの全体を指す。

18） Treis 2007ではこの形式名詞を =hannと表記している。Treis 2007: 221によれば語頭の hと声門
閉鎖音は自由変異である。
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haankúr-t                             ke’ééchch
掻き混ぜて火を通す-CVB.3PL   ～してから
az-óó-n                      mux-ís-s
牛乳-DAT.F-LOCINS   湿る-CAUS-CVB.3PL
ee     atakaan-ú           y-eennó-ó                                          shol-táá’.
INTJ   （料理名）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ.ABS   料理する-IPFV.3PL
「乾いた後で，充分に（lit. 整えて）切ってから，かき混ぜて火を通してから，牛乳で湿らせて，
えー，atakaanuと言うのを料理するのです」

（2-11）
Wól-u                  ammóó     masaal-í
他-NOM.M          そして又   マスカル祭-GEN.M
mát-u                  tóóna       ónt-u                   bár-u
一-ADJ.NOM.M   十と         五-ADJ.NOM.M   日-NOM.M
iill-án                         qax-éé-chch
到着する-SIM.3SG.M   匹敵するもの-DAT.M-ABL
barbar-ú              qixxan-s-itáá’.
唐辛子-ABS.M       準備される-CAUS-IPFV.3PL
「その他はまた，マスカル祭の約（lit. 一）15日前までに唐辛子を準備します」

（2-12）
Xag-óó-n                      makk-ís-s                   ke’ééchch
香辛料-DAT.F-LOCINS   整う-CAUS-CVB.3PL   ～してから
qixxan-s-itáá’.
準備される-CAUS-IPFV.3PL
「香辛料で充分に（lit. 整えてから）準備します」

（2-13）
Hikkann-íí-chch              zakk-íí-n
DIST-DAT.M-ABL            後ろ-DAT.M-LOCINS
masáál-u                         iill-éé-ann-íí-chch
マスカル祭-NOM.M         到着する-REL.PFV.3SG.M-NMLZ-DAT.M-ABL

19） Treis 2007: 206, 300, 410 etc.に見られるグロスから判断して，彼女はこの形式を動詞 ke’-ú「立ち
上がる」の完了形（ないしその関係節（連体）形）に奪格が付いたものと考えているらしい。だが，
この例文（2-10）の冒頭にも見られるように，一般に動詞連体形に奪格後置詞 -chchが付く場合に
は名詞化標識 -annを介在させなければならず，この分析は疑問である。また，後出（6-10）にも
この ke’ééchchが見られるが，直前の動詞は非人称形であり，もし chchの前が動詞 ke’-úの完了
形であるならば同じく非人称形を用いた ke’-eemmá-chchが予想されるところ，そうなってはいな
い。ke’eeの部分が名詞である可能性も考えなければならないが，1人称複数の場合，ke’nééchch
と動詞の活用をうかがわせる要素 nが出て来ることがある。

 　要するに，この ke’ééchchをどう分析したら良いのか，現段階では分からない。本稿では全体に
対して「～してから」と訳語を与えるにとどめたい。
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masaal-í                          bar-í                aa         naaqar-úta
マスカル祭-GEN.M          日-ABS.M         INTJ     （調味料の名20））-ABS.F
y-eennó                          barbar-ú
言う-REL.IPFV.IMPERS   唐辛子-ABS.M
shól-t                             ke’ééchch        masaal-á
料理する-CVB.3PL            ～してから       マスカル祭-ABS.M
dul-eemmá-ann-íí-chch                                       zakk-íí-n
屠殺する-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
ee     mux-á                      mm              mud-á                    maal-á
INTJ   湿った-ADJ.ABS.M    XX21）            赤身の-ADJ.ABS.M   肉-ABS.M
mud-á                            maal-á
赤身の-ADJ.ABS.M           肉-ABS.M
híkka                             masaal-í                       bar-í           |wäyəm|
DIST.ADJ.ABS.M            マスカル祭-GEN.M       日-ABS.M    或いは（AMH）

jaachch-í                         maal-á             y-eennó-r-a
盛り合わせ-GEN.M          肉-ABS.M         言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ.PL-ABS
sheemmaat-íí                      aass-eennó                                 saat-á
肉を分け合う仲間-DAT.M     与える-REL.IPFV.IMPERS           時-ABS.M
naaqar-ó                         barbar-ú          hínca     t-táá’.

（調味料の名）-GEN.F         唐辛子-ABS.M   PRV      する-IPFV.3PL
「その後，マスカル祭になった後，マスカル祭の日，あー，naaqarutaと言う唐辛子を作った後，
マスカル祭（の牛）を屠った後，えー，乾いていない，赤身の肉を，赤身の肉を，そのマスカ
ル祭の日に，あるいは色々な部位の盛り合わせの肉と言うのを肉を分かち合う仲間に与える時
に，naaqarutaの唐辛子を供する（lit. hincaする）のです」

（2-14）
Sheemmáát-u                       ammóó
肉を分け合う仲間-NOM.M     そして又
híkka                    múd-a                     maal-íí-n                  ee
DIST.ADJ.OBL.M   赤身の-ADJ.OBL.M   肉-DAT.M-LOCINS   INTJ
|wäyəm|               jaachch-í                 maal-íí-n                  barbar-ú
或いは（AMH）   盛り合わせ-GEN.M   肉-DAT.M-LOCINS   唐辛子-ABS.M
qas-sán              ke’ééchch22）   it-táá’.
刺す-SIM.3PL     ～してから    食べる-IPFV.3PL
「肉を分かち合う仲間はまた，その赤身の肉を，えー，あるいは色々な部位の盛り合わせの肉

20） 唐辛子に大蒜や他の香辛料を混ぜたもの。
21） 査読者のお一人から，（2-15）に出て来る INTJと同じではないか，との御指摘があったが，ここ

でのmmは次の語，mud-áが上手く出て来なかったための無意味な音声と考えた方が良さそうで
ある。

22） この ke’ééchchという形式に関しては註 19で述べたように不明な点が多く，そもそも何故ここで
（動詞同時形の後ろで）使われているのかもよく分からないままであるが，ここでは省いても同じ
意味を表す，とのことである。
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を唐辛子に浸しながら（lit. 肉で唐辛子を刺しながら23））食べるのです」

（2-15）
Ee     meent-í              húj-iti             wól-iti                      ammóónchisíí24）

INTJ   女達-GEN.M      仕事-NOM.F   他の-ADJ25）.NOM.F   そして又
aa     meent-í              húj-iti             wól-iti                      ammóónchisíí
INTJ   女達-GEN.M      仕事-NOM.F   他の-ADJ.NOM.F      そして又
mm     suls-úta26）           qixxán-s-u-a.
INTJ   （料理名）-ABS.F   準備される-CAUS-INF.PRED-COP.M
「えー，女達の他の仕事はまた，あー，女達の他の仕事はまた，んー，sulsutaを準備することです」

（2-16）
Suls-úta                     y-eennó-ó
（料理名）-ABS.F           言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
suls-ó                        maal-á
（料理名）-GEN.F          肉-ABS.M
annann-á                   mud-á                               maal-á
異なった-ADJ.ABS.M   赤身の-ADJ.ABS.M              肉-ABS.M
makk-ís-s                   ke’ééchch
整う-CAUS-CVB.3PL   ～してから
masaal-á																	   dul-eemmá
マスカル祭-ABS.M       屠殺する-REL.PFV.IMPERS
sakkí     bar-éé-n                         té          lankí     bar-éé-n
三番目   日-LOC.M-LOCINS        或いは   二番目   日-LOC.M-LOCINS
makk-ís-s                   múr-t               ke’ééchch
整う-CAUS-CVB.3PL   刻む-CVB.3PL    ～してから
makk-ís-s                   múr-t               ke’ééchch
整う-CAUS-CVB.3PL   刻む-CVB.3PL    ～してから

23） 査読者のお一人から，「唐辛子で肉を刺す」ではないか，との御指摘を戴いたが，筆者は「小皿に
盛られた半液体状に調理された唐辛子を，肉でもって刺して，即ちつついて，浸けて」の意味だと
思う。小皿の醤油と刺身の関係を想起されたい。また，こう考えた方が，「肉」に道具を表す前置
詞が付いている理由，「唐辛子」に直接目的語を表す絶対格が使われている理由も上手く説明出来
ると思われる。

24） Teketel氏によると，これ全体でアムハラ語の ደግሞም dägmom（Kane 1990: 1830の英訳語では
‘all the more, moreover’）を意味する。ammóóは ደግሞ dägmo（Kane 1990: 1830の英訳語では
‘furthermore, besides, moreover, also, once more, again, too’）に，続く nは註 10で述べた ም -mm 
に相当すると思われるが，残りの要素は不明であり，chに至っては録音では殆ど聞き取れない。な
お，Treis 2007: 416, 417には ammoo-n-síiがそれぞれ 1ヶ所あり，「also-N-3M.POSS.CRD1」とグ 
ロスが附されている（N=pragmtically conditioned polyfunctional morpheme，POSS=possessive， 
CRD1=coordination with v́v）。

25） ここでは形容詞と考えたが，形容詞はその被修飾語である名詞に先行するのが普通である。ここで
は wól-itiは普通名詞化しており，先行する名詞句と同格になっていると考えるべきかも知れない。

26） アムハラ語で ክትፎ kətfoと呼ばれる料理。
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buur-ú             buur-íí-n
バター-ABS.M   バター-DAT.M-LOCINS
ass-ít               ke’ééchch
する-CVB.3PL   ～してから
shol-táá-haa                               máál-a
料理する-REL.IPFV.3PL-COP.M   肉-PRED.M
suls-úta                     y-eennó-ó.
（料理名）-ABS.F           言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「Sulsutaというのは，sulsutaの肉を，特別な赤身の肉を充分に（lit. 整えてから），マスカル
祭（の牛）を屠殺した 3日目に，あるいは 2日目に，充分に（lit. 整えて）刻んで，充分に刻んで，
バターにバターをもってして料理する肉です，sulsutaというのは」

（2-17）
Hikkánnee-t.
DIST.PRED-COP
「そういうことです」

3. マスカル祭の干し肉

（3-1）
Masaal-í                   máál-u
マスカル祭-GEN.M    肉-NOM.M
hoolam-á                  ikk-ó-bikkíí27）

多い-ADJ.ABS.M        成る-REL.PFV.3SG.M-理由で
bob-úmbo-gga                                      jajig-één
悪臭を放つ-REL.NEG.3SG.M.OBL-様に   細長く切る-CVB.IMPERS
maxin-éé-n                quss-één
塩-DAT.F-LOCINS     揉む-CVB.IMPERS
qox-áá-n                   saqal-één
梁-LOC.M-LOCINS   吊るす-CVB.IMPERS
wiliil-éé-n                  móól-unta               ass-éénno.
煙-DAT.F-LOCINS     乾く-PURP.3SG.M   する-IPFV.IMPERS
「マスカル祭（の牛）の肉は沢山なので，悪臭を放たないように，細長く切って，塩で揉んで，
梁に吊るして，煙で乾くようにします」

（3-2）
Híkku                     mooll-ó                       máál-u
DIST.ADJ.NOM.M   乾く-REL.PFV.3SG.M   肉-NOM.M

27） bikkííは bikk-を語幹とする男性名詞の与格形に由来していると思われるが，該当する名詞自体は
見付かっていない。
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qoonx-á           y-amam-áno.
干し肉-ABS.M   言う-PASS-IPFV.3SG.M
「その乾いた肉は qoonxaと呼ばれます」

（3-3）
Qoonx-í             maal-á       hoolam-áta         zeechch-úta
干し肉-GEN.M   肉-ABS.M   多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F
hamiil-íí-n                          barg-één
キャベツ-DAT.M-LOCINS    加える-CVB.IMPERS
gaf-één                       it-éénno.
茹でる-CVB.IMPERS   食べる-IPFV.IMPERS
「Qoonxaの肉（干し肉）は，多くの場合，キャベツに加えて茹でて食べます」

（3-4）
Masaal-í                        maal-á       gaf-één                       ke’ééchch
マスカル祭-GEN.M         肉-ABS.M   茹でる-CVB.IMPERS   ～してから
makk-is-één                      mur-één
整う-CAUS-CVB.IMPERS   刻む-CVB.IMPERS
qeess-íí-n                       ereer-één
チーズ-DAT.M-LOCINS   混ぜる-CVB.IMPERS
shol-één                         it-éénno.
料理する-CVB.IMPERS   食べる-IPFV.IMPERS
「マスカル祭（の牛）の肉28）を茹でた後，充分に（lit. 整えて）刻んでチーズに混ぜて料理し
て食べます」

4. マスカル祭の市場

（4-1）
Masaal-í                    sann-í            díkk-uti
マスカル祭-GEN.M     時-GEN.M     市場-NOM.F
wól-e                   dikk-óó-chch        annánn-a-ta.
他の-ADJ.OBL.F   市場-DAT.F-ABL   別の-ADJ.PRED.F-COP.F
「マスカル祭の時の市場は，他の市場とは違います」

（4-2）
Masaal-í                  sann-í          dikk-úta
マスカル祭-GEN.M   時-GEN.M   市場-ABS.F
Kambaat-í               baad-óó-n
カンバタ-GEN.M      国-LOC.M-LOCINS

28） 上で説明のあった qoonxaのことである。
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lam-íí-n                   béé<n>k-i                     xuud-íí                dand-ináám.
二-DAT.M-LOCINS   分ける<1PL>-CVB.1PL   見る-INF.DAT.M   出来る-IPFV.1PL
「マスカル祭の時の市場を，カンバタの国では，私達は 2つに分けて見ることが出来ます」

（4-3）
Wona-bíít-i
最初の-NMLZ.F-NOM
machchaar-í    dikk-úta      y-aman-táá-taa.
狂気-GEN.M   市場-ABS.F   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F
「最初のはmachchaari（lit. 狂気の）市場と言われるものです」

（4-4）
Lanki-bíít-i
第二の-NMLZ.F-NOM
bobbood-í                     dikk-úta      y-aman-táá-taa.
（市場の名前）29）-GEN.M   市場-ABS.F   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F
「2つ目のは bobboodi市場と言われるものです」

（4-5）
Machchaar-í      dikk-úta            y-aman-taa-íí-ti
狂気-GEN.M      市場-ABS.F         言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-NMLZ-NOM.F
masáál-u                   iill-óta
マスカル祭-NOM.M   到着する-PURP.3SG.M
mát-u                hezzéétt-u          bár-u          fa’-án                 qax-éé-chch
一-ADJ.NOM.M  八-ADJ.NOM.M  日-NOM.M  残る-SIM.3SG.M  匹敵するもの-DAT.M-ABL
uurr-itáá-taa                              díkk-u.
立つ-REL.IPFV.3SG.F-COP.F       市場-PRED.F
「Machchaari市場と言われるものは，マスカル祭のおよそ（lit. 一）8日前までに（マスカル
祭が到着するためにおよそ 8日が残るまでに）立つ市場です」

（4-6）
Machchaar-í   díkk-uti               wól-e                   dikk-óó-chch
狂気-GEN.M   市場-NOM.F        他の-ADJ.OBL.F   市場-DAT.F-ABL
annann-á                      ik-kaa-íí-hu
異なった-ADJ.ABS.M30）   成る-REL.IPFV.3SG.F-NMLZ-NOM.M

29） （4-3）に出て来るmachchaar-á「狂気」（絶対格形，（4-3）での形は属格のmachchaar-í）とは異な
りこの語はこのテキストの以下で説明されている市場（マスカル祭の牛を屠った後の市場）を指す
ためにのみ使われる。

30） 主語 díkk-uti「市場」は女性名詞なので，ここでは女性形の annann-átaが予想され，実際にそれ
も可能であるが，後続する動詞の形からも明らかに女性であることが分かるので，ここはこのまま
で構わないとのことである。但し，ここでの annann-áは「別の物」という男性普通名詞になって
いると考えた方が良いかも知れない。
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wáánn-ati                      mashká’-uti
主たる-ADJ.NOM.F        理由-NOM.F
zeechch-óó-n                 té          gassim-á              uurr-ít
時-LOC.F-LOCINS        或いは   朝-ABS.M             立つ-CVB.3SG.F
zeechch-óó-n                 té          anka’r-u’náán31）

時-LOC.F-LOCINS        或いは   夜になる-～することなく 3SG.M
bínn   y-itáá-taa.
PRV   言う-REL.IPFV.3SG.F-COP.F
「Machchaari市場が他の市場と異なっているのは，主たる理由は，早々と（lit. 時間に），あ
るいは朝に立って，早々と，あるいは夜になる前に解散する（lit. binniと言う）ものだから
なのです」

（4-7）
Bobbood-í                  dikk-úta			   y-aman-taa-íí-ti
（市場の名前）-GEN.M   市場-ABS.F   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-NMLZ-NOM.F
masaal-á                dul-eemmá-ann-íí-chch
マスカル祭-ABS.M   屠殺する-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL
zakk-íí-n
後ろ-DAT.M-LOCINS
mát-u                  hezzéétt-u            bár-u
一-ADJ.NOM.M   八-ADJ.NOM.M   日-NOM.M
iill-án                         qax-éé-chch
到着する-SIM.3SG.M   匹敵するもの-DAT.M-ABL
uurr-itáá-taa                                  díkk-u.
立つ-REL.IPFV.3SG.F-COP.F           市場-PRED.F
「Bobboodi市場と言われるものは，マスカル祭（の牛）を屠殺した後，およそ（lit. 一）8日
目までに（lit. 8日が到着するまでに）立つ市場です」

（4-8）
Bobbood-í                  dikk-óó-n
（市場の名前）-GEN.M   市場-LOC.F-LOCINS
has-eennó-r-a                                         hund-ánka
望む-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ.PL-ABS   全て-ABS.M
dag-íí                         dand-éénno-ba.
見付ける-INF.DAT.M    出来る-IPFV.IMPERS-NEG
「Bobboodi市場では望む物を全て見付けることは出来ません」

31） この語尾は，例えば u’n-átaという名詞の与格形に場所・道具格の後置詞が付いたものに由来する，
と考えたくなるが，そのような名詞は存在しないとのことである。
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（4-9）
Bobbood-í                  dikk-óó-n
（市場の名前）-GEN.M   市場-LOC.F-LOCINS
dag-íí                         dand-eennó-ó
見付ける-INF.DAT.M    出来る-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
hoolam-áta         zeechch-úta   hamííl-u-a                          xáll-a.
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F       キャベツ -PRED.M-COP.M   だけ-PRED.M
「Bobboodi市場で見付けることが出来るのは，多くの場合キャベツだけです」

（4-10）
Mashká’-u<n>tí-s                           hamiil-ú
理由-NOM.SG.F<も>-3SG.M.GEN   キャベツ-ABS.M
maal-íí-n                  barg-één                     shol-eennóót
肉-DAT.M-LOCINS   加える-CVB.IMPERS   料理する-XX
aa     maal-íí-n                  barg-één
INTJ   肉-DAT.M-LOCINS   加える-CVB.IMPERS
shol-eennó-bikkíí32）-haat.
料理する-REL.IPFV.IMPERS-理由で-COP
「その理由は，キャベツを肉に加えて料理する，あー，肉に加えて料理するからなのです」

5. 客と主人のやり取り

（5-1）客
Min-í           mánn-u            xumm-á        gal-téen?
家-GEN.M   人々-NOM.M   平和-ABS.M   夜を過ごす-PFV.INTER.2PL
「家の人々（である貴方達）は無事に夜を過ごしましたか？」

（5-2）主人
Xúmm-a-a.
平和-PRED.M-COP.M
Fayy-á             gal-téen?
健康な-ABS.M   夜を過ごす-PFV.INTER.2HON33）

「無事です。（1人の客である）貴方は健やかに夜を過ごされましたか？」

（5-3）客
Waal-anó                      koh-á        aaqq-iteenán?
来る-REL.IPFV.3SG.M   客-ABS.M   受け取る-IPFV.INTER.2PL
「やって来る客を貴方達は受け入れますか？」

32） これは bikk-を語幹とする男性名詞の与格形に由来すると考えられるが，詳細は不明である。註
27も参照。

33） グロスは別にしたが，動詞の 2PLと 2HONの形は同一である。
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（5-4）主人
M-íí       gi<m>b-áam?
何-DAT   拒否する<1PL>-IPFV.1PL
Waall-iyyé            waall-iyyé.
来る-IMP.2HON   来る-IMP.2HON
Kann-íí-n                        afuu’l-iyyé.
PROX-DAT.M-LOCINS   坐る-IMP.2HON
「どうして（lit. 何に，何のために）私達は拒みましょうか。いらして下さい，いらして下さい。
こちらの方にお坐り下さい」

（5-5）客
Óós-uti              xúmm-a-a?
子供達-NOM.F   平和-PRED.M-COP.M
「お子さん達は無事ですか？」

（5-6）主人
Áá    xúmm-a-a.
はい   平和-PRED.M-COP.M
「はい，無事です」

（5-7）客
Gízz-u             xúmm-a-a?
家畜-NOM.M   平和-PRED.M-COP.M
「家畜は無事ですか？」

（5-8）主人
Áá    xúmm-a-a.
はい   平和-PRED.M-COP.M
「はい，無事です」

（5-9）客
Abaróós-u        hór-nuku         xúmm-a-a?
家族-NOM.M   全て-NOM.M   平和-PRED.M-COP.M
「ご家族は皆，無事ですか？」

（5-10）主人
Áá	    xúmm-a-a.
はい   平和-PRED.M-COP.M
Magan-íí     galát-u             ííll-u-s.
神-DAT.M   感謝-NOM.M   到着する-OPT.3SG.M-3SG.M34）
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Kann-íí-n                        waall-iyyé             afuu’l-iyyé.
PROX-DAT.M-LOCINS   来る-IMP.2HON   坐る-IMP.2HON
Afuu’l-iyyé.
坐る-IMP.2HON
Bun-á                             gaf-áám.
コーヒー-ABS.M               茹でる-IPFV.1SG
Bun-á                             iill-is-áám.
コーヒー-ABS.M               到着する-CAUS-IPFV.1SG
「はい，無事です。神に感謝が届きますように。こちらの方にいらして下さい，お坐り下さい。
お坐り下さい。コーヒーを淹れましょう。コーヒーをお持ちしましょう」

（5-11）客
Á     bun-á                 ag-áám-ba.
INTJ   コーヒー-ABS.M   飲む-IPFV.1SG-NEG
「いや，私はコーヒーは飲みません」

（5-12）主人
Aaaí    m-íi        m-íi        afuu’l-iyyé            afuu’l-iyyé.
INTJ   何-DAT   何-DAT   坐る-IMP.2HON   坐る-IMP.2HON
「いーや，どうして，どうして，お坐り下さい，お坐り下さい」

（5-13）客
Áí     sarb-am35）-aammí-bikkíí-haat
INTJ   急ぐ-PASS-REL.IPFV.1SG-理由で-COP
sarb-am-aammí-bikkíí-haat.
急ぐ-PASS-REL.IPFV.1SG-理由で-COP
「いや，私は急がなければならないからです，私は急がなければならないからです」

（5-14）主人
Haará   háww-u            yóó-ba.
INTJ     問題-NOM.M   在る 3SG.M-NEG
Té~ttees36）-u-n   iill-is-áám
今-NOM37）-も    到着する-CAUS-IPFV.1SG

34） 最初の 3SG.Mは主語である galát-u「感謝」を，2つ目の 3SG.Mは与格名詞Magan-íí「神」を指
す。この語全体で「それが彼に到着しますように」という意味である。

35） sarb-úも「急ぐ」であるが，受動接尾辞が付いた sarb-am-úは，意志とは無関係に外的な要因で
忙しい様子を表すらしい。

36） té~ttees-uは téés-u「今」の重複形。アムハラ語の አሁን አሁን ahun ahun（Kane 1990: 1002の訳語に
よると ‘at any moment, in a short time, before long’）に相当するとのことである。

37） Treis 2007: 181は対応する非重複形のこの語尾を「引用形（斜格）citation form [oblique]」と解
釈している。斜格と見做すかどうかは別にして，確かに téés-uは筆者の基礎語彙調査で出て来た
形である。なお，一般にこの言語では名詞の引用形は絶対格形であり，主格形ではない。

 　本稿では語尾の形式から判断してここでの形を主格と見做したが，主語を表している訳でもない
し，引用形に通じる形でもあるし，不適当な判断かも知れない。
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té~ttees-u-n      iill-is-áám                          afuu’l-iyyé.
今-NOM-も      到着する-CAUS-IPFV.1SG   坐る-IMP.2HON
「あら，問題ありません。今直ぐにもお持ち致します，今直ぐにもお持ち致します，お坐り下さい」

（5-15）客
|əʃʃi|.                 Téés-u      bun-á                 ag-áám-ba.
宜しい（AMH）   今-NOM   コーヒー-ABS.M   飲む-IPFV.1SG-NEG
|Mənalbat|                  bun-á                 ag-góóm             saat-á
ひょっとして（AMH）   コーヒー-ABS.M   飲む-PFV.1SG38）   時-ABS.M
eeee    godab-á            buss39）-áy      yoo-’é-bikkítannéé40）

INTJ   腹-ABS.M          焼く-PROG   在る REL.3SG.M-1SG-ので41）

bun-á                         gaf-féénoochch.
コーヒー-ABS.M           茹でる-PROH.2HON
「分かりました。今，私はコーヒーを飲みません。ひょっとしたらコーヒーを飲んでいる時，えー，
腹が痛くなるかも知れませんので，コーヒーは淹れないで下さい」

（5-16）主人
Híkka-da                      waas-á                   shol-áám.
DIST.ADJ.ABS.M-なら   （料理名）42）-ABS.M   料理する-IPFV.1SG
「そういうことなら，コチョを料理しましょう」

（5-17）客
|əʃʃi|.
宜しい（AMH）

「分かりました」

6. エンセーテ

（6-1）
Ekkú.
宜しい
「よし」

38） Teketel氏によると，これは ag-aammí「飲む -REL.IPFV.1SG」と訂正されるべきである。
39） bub-s-「燃える -CAUS-」に由来すると考えられる。
40） bikkíはなくてもよい。この bikkíは註 27，32で述べた bikk-を語幹とする男性普通名詞の属格形

と考えられるが，上述の如くそのような名詞は見付かっていない。
41） 3SG.Mは，主格形として表れてはいないが男性名詞 bun-á「コーヒー」を指す。1SGは広い意味

での目的語であり，ここでは「私にとって，私に対して」の意味である。この行は直訳すると，「えー，
（コーヒーが）私に対して腹を焼いている最中であるので」となる。

42） 註 17参照。
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（6-2）
Kabár-i43）               xuu<n>d-aammí-í
今日-NOM.M         見る<1PL>-REL.IPFV.1PL-NMLZ
wees-é                    hagar-a-háá       wees-é                    kaa’lat-utá-á
エンセーテ-GEN.F   種類-ABS.M-と   エンセーテ-GEN.F   有用性-ABS.F-と
ih-áno.
成る-IPFV.3SG.M
「今日，私達が見るのは，エンセーテの種類とエンセーテの有用性になります」

（6-3）
Kambaat-í                    baad-óó-n                     wees-éé
カンバタ-GEN.M           国-LOC.M-LOCINS       エンセーテ-DAT.F
annánn-u                      annánn-u                      hagár-u           té
異なった-ADJ.NOM.M   異なった-ADJ.NOM.M   種類-NOM.M   或いは
sú’m-u             yóo’.
名前-NOM.M   在る 3SG.M
「カンバタの国では，エンセーテに色々な種類が，あるいは名前があります」

（6-4）
Agudiishsh-áá   dish-ó                                dirb-ó
譬え-DAT.F       （エンセーテの種類）-ABS.M   （エンセーテの種類）-ABS.M
sheleq-ééta                            aganch-ú
（エンセーテの種類）-ABS.F       （エンセーテの種類）-ABS.M
korb-ó                                  masmas-á
（エンセーテの種類）-ABS.M      （エンセーテの種類）-ABS.M
unjam-ó                                gishr-ú
（エンセーテの種類）-ABS.M      （エンセーテの種類）-ABS.M
y-aman-táá’               té          y-amán-t                   ga’-an-táá’.
言う-PASS-IPFV.3PL   或いは   言う-PASS-CVB.3PL   呼ぶ-PASS-IPFV.3PL
「例えば，disho，dirbo，sheleqeeta，aganchu，korbo，masmasa，unjamo，gishruと言わ
れます，あるいは言われて呼ばれます」

（6-5）
Kambaat-í               baad-óó-n                 wees-éé-ta
カンバタ-GEN.M      国-LOC.M-LOCINS   エンセーテ-DAT.F-*44）

43） Treis 2007: 177はこの形（彼女の表記だと kabár）を「引用形（斜格）citation form [oblique]」
と解釈している。本稿では語尾の形式から判断して主格と見做したが，註37で触れた té~ttees-u「今」
と同じく，不適当な判断かも知れない。

44） -taは無くても構わないとのことである。Treis 2007: 96には，‘Feminine dative nouns are rarely 
attested with a secondary case / gender marker -ta in Kambaata’と，カンバタ語では与格形女性
名詞は稀に二次的な格・性の標識 -taを伴って現れることがある旨，指摘されている。
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hoolám-ati               kaa’lát-uti
多い-ADJ.NOM.F      有用性-NOM.F
wéés-iti                    hoolam-áta         kaa’lat-úta      aass-itáá’.
エンセーテ-NOM.F   多い-ADJ.ABS.F   有用性-ABS.F   与える-IPFV.3SG.F
「カンバタの国では，エンセーテに多くの有用性が（あります，あるいは），エンセーテは多く
の有用性を提供します」

（6-6）
Wees-íta45）             yéés-iti46）                      mann-ii-háá       gizz-ii-háá
エンセーテ-ABS.F   エンセーテ-NOM.F       人々-DAT.M-と   家畜-DAT.M-と
hoolam-á              xiqim-á47）         té          kaa’lat-úta         aass-itáá’.
多い-ADJ.ABS.M    有用性-ABS.M   或いは   有用性-ABS.F      与える-IPFV.3SG.F
「エンセーテ，エンセーテは人々と家畜に多くの‘ティキム’を，あるいは有用性を提供します」

（6-7）
Wees-éé-chch                 bórk-iti                            lal-íí
エンセーテ-DAT.F-ABL   エンセーテの葉48）-NOM.F   牛-DAT.M
ichch-áta        ik-káá’.
食べ物-ABS.F   成る-IPFV.3SG.F
「エンセーテからは，その葉が牛にとって餌となります」

（6-8）
Wees-éé-chch                 méc-uti                                         ammóó
エンセーテ-DAT.F-ABL   エンセーテの偽茎の中央部-NOM.F   又
zuug-één                  ke’ééchch
剥ぐ-CVB.IMPERS   ～してから
mann-íí         ichch-áta        ih-íí                     dand-anó
人々-DAT.M   食べ物-ABS.F   成る-INF.DAT.M   出来る-REL.IPFV.3SG.M
waas-á                qixxan-s-éénno.
（料理名）-ABS.M   準備される-CAUS-IPFV.IMPERS
「エンセーテからは，偽茎の中の部分はまた，剥いだ後に，人々にとって食べ物となり得るコチョ

45） この語は言い誤りで，不要。
46） この言語では，語頭の wと yが交替し得る場合がある。「エンセーテ」は weesítaとも yeesíta（絶

対格形の場合。主格形なら wéés-itiと yéés-iti）とも言われる。
 　なお，査読者のお一人から，逆行同化であるのかという御質問があった。Treis 2007: 36には ‘In 

the regional lect of Daambooyya, /w/ is replaced by /y/ before long front vowels.’と，Daambooyya 
地域の言葉では前舌長母音の前で /w/が /y/に置き換わる旨，書かれており，これに従えば逆行
同化と言って良いであろうと思われる。但し，筆者のデータには wix-ú，yix-ú「蒔く」のような短
母音の前で交替している例もある。

47） アムハラ語の ጥቅም t’ək’əm「有用性，利益」に由来する語。テキスト本文ではこの後，本来のカン
バタ語に言い換えている。

48） エンセーテの葉の中でも，根元の方に生えているものではなく，上の方から垂れているものであり，
未だ乾いていない状態の葉のこと。
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を準備します（＝エンセーテの表面を剥いだ中央部から，人が食べるものであるコチョを作り
ます）」

（6-9）
Waas-íí-chch               shol-íí                        dand-eennó
（料理名）-DAT.M-ABL   料理する-INF.DAT.M   出来る-REL.IPFV.IMPERS
ichch-á            hagar-íí-chch
食べ物-GEN.F   種類-DAT.M-ABL
wona-bíí                     qamb-ó            waas-á
最初の-NMLZ.SG.M     平たい-GEN.F   （料理名）-ABS.M
lanki-bíí                     bashakk-úta
二番目-NMLZ.SG.M     （料理名）-ABS.F
sakki-bíí                      muchch-úta
三番目-NMLZ.SG.M     （料理名）-ABS.F
shoolki-bíí																  bilaambil-úta
四番目-NMLZ.SG.M     （料理名）-ABS.F
ontiqqi-bíí                  muull-á
五番目-NMLZ.SG.M     （料理名）-ABS.M
lehiqqi-bíí                   atakaan-ú
六番目-NMLZ.SG.M     （料理名）-ABS.M
y-amán-t                     ga’-an-táá-haa-ra.
言う-PASS-CVB.3PL   呼ぶ-PASS-REL.IPFV.3PL-COP.M-NMLZ.PL.PRED
「コチョから料理出来る食べ物の種類のうち，最初のは平たいコチョ，二つ目は bashakkuta，
三つ目はmuchchuta，四つ目は bilaambiluta，五つ目はmuulla，六つ目は atakaanuと呼ば
れるものです」

（6-10）
Qamb-ó           waas-á                shol-eennó-ó
平たい-GEN.F   （料理名）-ABS.M   料理する-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
zuug-ámm-i                   qixxámm-i                     yóó
剥ぐ-PASS-CVB.3SG.M   準備される-CVB.3SG.M   在る REL.3SG.M
waas-íí-chch49）                aaqq-één                        ke’ééchch
（料理名）-DAT.M-ABL     受け取る-CVB.IMPERS   ～してから
qaanc-íí-n                     xaax-één
繊維-DAT.M-LOCINS     包む-CVB.IMPERS
makk-is-één                      xuunsh-éénno.
整う-CAUS-CVB.IMPERS   搾る-IPFV.IMPERS
「平たいコチョを料理するのは，剥がれて準備されてあるコチョから（一部を）取り出してから，
（それを，エンセーテを剥いだ後に残る）繊維質で包んでしっかりと（lit. 整えて）搾るのです」

49） 穴の中に埋めて，1～2ヶ月経って食用になったコチョ，ということ。
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（6-11）
Xuunsh-eemmá              mooc-á-s
搾る-REL.PFV.IMPERS   搾り汁-ABS.M-3SG.M.GEN
hád-a         dun-éénno
外-OBL.F   流す-IPFV.IMPERS
té       lal-íí           ág-unta                   aass-éénno.
或いは   牛-DAT.M   飲む-PURP.3SG.M   与える-IPFV.IMPERS
「搾ったそれの（＝コチョの）搾り汁は，外に撒くか，あるいは（牛が）飲むように牛に与えます」

（6-12）
Xuunsh-ámm-i              mooll-ó                       waas-á
搾る-PASS-CVB.3SG.M   乾く-REL.PFV.3SG.M   （料理名）-ABS.M
gong-í            al-éé-n                      mashsh-áá-n               mur-éénno.
俎板-GEN.M   上-LOC.M-LOCINS   庖丁-DAT.F-LOCINS   切る-IPFV.IMPERS
「搾られて乾いたコチョを，俎板の上で，庖丁で切ります」

（6-13）
Mur-eemmá-ann-íí-chch                               zakk-íí-n
切る-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
wo’-íí-n                       mux-is-één
水-DAT.M-LOCINS      湿る-CAUS-CVB.IMPERS
habar-áá-n                                        qamb-één
葉の葉脈以外の部分-LOC.M-LOCINS   平たくする-CVB.IMPERS
mixaad-í                     al-éé-n                       shol-éénno.
調理用焼き板-GEN.M   上-LOC.M-LOCINS    料理する-IPFV.IMPERS
「切った後で，水で湿らせて，エンセーテの葉の葉脈以外の部分の上で平たくして，（そのまま
葉と共に）調理用の焼き板の上で料理するのです」

7. コチョ

（7-1）
Kambaat-í              baad-óó-n                 qamb-ó                 waas-á
カンバタ -GEN.M     国-LOC.M-LOCINS   平たい-GEN.F        （料理名）-ABS.M
hoolam-áta         zeechch-úta   té          bar-éé-n                    bar-éé-n
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F       或いは   日-LOC.M-LOCINS   日-LOC.M-LOCINS
it-íí                        dand-éénno-a                                 wáás-a
食べる-INF.DAT.M   出来る-REL.IPFV.IMPERS-COP.M   （料理名）-PRED.M
qamb-ó            waas-á                y-eennó-ó.
平たい-GEN.F   （料理名）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「カンバタの国では，平たいコチョは，しばしば，あるいは日々食べることが出来るコチョです，
平たいコチョと言うのは」
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（7-2）
Ee     lanki-bíí                   bashakk-úta
INTJ   二番目-NMLZ.SG.M   （料理名）-ABS.F
y-amam-áno-a                                    té          y-aman-táá-taa.
言う-PASS-REL.IPFV.3SG.M-COP.M   或いは   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F
「えー，2番目のは，bashakkutaと言われるものです，あるいは言われるものです50）」

（7-3）
Bashákk-uti          hoolam-áta         zeechch-úta   it-éénno-a

（料理名）-NOM.F   多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F       食べる-REL.IPFV.IMPERS-COP.M
wáás-a-ba.
（料理名）-PRED.M-NEG
「bashakkutaはしばしば食べるコチョではありません」

（7-4）
Hoolam-áta        zeechch-úta   it-éénno-a
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F       食べる-REL.IPFV.IMPERS-COP.M
wáás-a-ba.
（料理名）-PRED.M-NEG
「しばしば食べるコチョではありません」

（7-5）
Bashakk-úta       shol-taa’-íí
（料理名）-ABS.F    料理する-REL.IPFV.3PL-NMLZ
hoolam-áta         zeechch-úta
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F
méént-u              il-táá-haa                             sáát-a.
女達-NOM.M      産む-REL.IPFV.3PL-COP.M   時-PRED.M
「bashakkutaを料理するのは，多くの場合，女性が出産する時です」

（7-6）
Méént-u              il-táá                          saat-á
女達-NOM.M       産む-REL.IPFV.3PL      時-ABS.M
méxx-e                ma’n-éé-n																	   qú’m   y-ít                  ke’ééchch
同じ-ADJ.OBL.F   場所-LOC.F-LOCINS   PRV    言う-CVB.3PL   ～してから
bashakk-úta         shól-t                         it-táá’.
（料理名）-ABS.F     料理する-CVB.3PL        食べる-IPFV.3PL

50） 最初の「言われるものです」y-amam-áno-aは男性形，2つ目の「言われるものです」y-aman-táá-taa 
は女性形である。女性名詞である bashakk-útaに呼応するのは当然後者が正しく，前者は言い間
違いである（但し全く聞かれない訳でもないらしい）。té「或いは」はここでは訂正を導入する語
として機能している。
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「女性が出産する時に，同じ場所に集まって（lit. qu’mと言って）から，bashakkutaを料理
して食べます」

（7-7）
Hoolam-áta        zeechch-úta
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F
goon-íí               aass-eenúmbu-ta                            íchch-a
男達-DAT.M        与える-REL.NEG.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
bashakk-úta        y-eennó-ó.
（料理名）-ABS.F    言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「多くの場合，男性には与えない食べ物です，bashakkutaというのは」

（7-8）
Bashakk-úta      shol-eennó-ó

（料理名）-ABS.F   料理する-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
waas-íí-chch-ee-t.
（料理名）-DAT.M-ABL-PRED-COP
「bashakkutaを作るのは，コチョからです」

（7-9）
El-éé								   waas-íí-chch                aaqq-één                        ke’ééchch
穴-GEN.M   （料理名）-DAT.M-ABL   受け取る-CVB.IMPERS   ～してから
xuunsh-één											  mooshsh-één              makk-is-één																		   mur-één
搾る-CVB.IMPERS   乾かす-CVB.IMPERS   整う-CAUS-CVB.IMPERS   切る-CVB.IMPERS
mur-eemmá-ann-íí-chch                                zakk-íí-n
切る-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
haankur-één
掻き混ぜて火を通す-CVB.IMPERS
haankur-eemmá-ann-íí-chch                                              zakk-íí-n
掻き混ぜて火を通す-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
qimam-á          minamin-á                 ereer-één
香辛料-ABS.M   ～やら何やら-ABS.M    混ぜる-CVB.IMPERS
shol-éénno-ta                                   íchch-a
料理する-REL.IPFV.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
bashakk-úta					  y-amam-anó-ó.
（料理名）-ABS.F   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.M-NMLZ
「穴のコチョ（＝穴に貯蔵したコチョ）から（一部を）取り出した後，搾って乾かして充分に（lit. 
整えて）切って，切った後にかき混ぜて火を通し，かき混ぜて火を通した後に香辛料やら何や
らを混ぜて作る料理です，bashakkutaと言われるのは」
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（7-10）
Wól-u           ammóó
他-NOM.M   又
bilaambil-úta     y-aman-táá-taa                                íchch-a.

（料理名）-ABS.F   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F   食べ物-PRED.F
「その他はまた，bilaambilutaと言われる食べ物です」

（7-11）
Bilaambil-úta      y-eennó-ó

（料理名）-ABS.F    言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
hoolam-áta         zeechch-úta
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F
góón-u               it-úmbu-ta                                 íchch-a.
男達-NOM.M      食べる-REL.NEG.3SG.M-COP.F   食べ物-PRED.F
「bilaambilutaと言うのは，多くの場合，男は食べない食べ物です」

（7-12）
Bilaambil-úta      y-eennó-ó

（料理名）-ABS.F    言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
hoolam-áta         zeechch-úta
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F
mesel-áákkati                shól-t                    it-táá-haa
若い未婚女性-PL.NOM   料理する-CVB.3PL   食べる-REL.IPFV.3PL-COP.M
té       méént-u
或いは   女達-NOM.M
shól-t                           it-táá-taa                                íchch-a
料理する-CVB.3PL          食べる-REL.IPFV.3PL-COP.F   食べ物-PRED.F
bilaambil-úta     y-eennó-ó.
（料理名）-ABS.F   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「bilaambilutaというのは，多くの場合，若い未婚女性が料理して食べるもの，あるいは女性
が料理して食べる食べ物です，bilaambilutaと言うのは」

（7-13）
Bilaambil-úta     xuunsh-één              ke’ééchch
（料理名）-ABS.F   搾る-CVB.IMPERS   ～してから
mur-één                  qur-éé-n                              gaf-één
切る-CBV.IMPERS   陶製の深鍋-DAT.F-LOCINS   茹でる-CVB.IMPERS
hamiil-íí-n                         ereer-één
キャベツ-DAT.M-LOCINS   混ぜる-CVB.IMPERS
shol-éénno-ta                                   íchch-a
料理する-REL.IPFV.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
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bilaambil-úta     y-eennó-ó.
（料理名）-ABS.F   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「bilaambilutaは，（コチョを）搾った後，切って陶製の深鍋で茹でて，キャベツに混ぜて料
理する食べ物です，bilaambilutaと言うのは」

（7-14）
Wól-u           ammóó
他-NOM.M   又
muull-á               y-aman-táá-taa                                íchch-a.

（料理名）-ABS.M   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F   食べ物-PRED.F
「他はまた，muullaと言われる食べ物です」

（7-15）
Muull-á											   muull-á               shol-eennó-ó

（料理名）-ABS.M   （料理名）-ABS.M   料理する-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
hoolam-áta         zeechch-úta         bu’l-íí-chch-ee-t.
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F             （料理名）-DAT.M-ABL-PRED-COP
「muullaを，muullaを料理するのは，多くの場合 bu’la51）からです」

（7-16）
Bu’l-á                 mooshsh-één               mem-éé-n                memees-één

（料理名）-ABS.M   乾かす-CVB.IMPERS   篩-DAT.F-LOCINS   篩う-CVB.IMPERS
qur-éé-n                              gaf-één                       ke’ééchch
陶製の深鍋-DAT.F-LOCINS   茹でる-CVB.IMPERS   ～してから
wo’-íí-n                    ereer-één
水-DAT.M-LOCINS   混ぜる-CVB.IMPERS
qur-éé-n                                        gaf-één
陶製の深鍋-DAT.F-LOCINS             茹でる-CVB.IMPERS
it-éénno-ta                                    íchch-a
食べる-REL.IPFV.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
muull-á               y-eennó-ó.
（料理名）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「bu’laを乾かして，篩にかけて，陶製の深鍋で茹でた後，水に混ぜて，陶製の深鍋で茹でて
食べる食べ物です，muullaと言うのは」

（7-17）
Muull-á              hoolam-áta         zeechch-úta

（料理名）-ABS.M   多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F

51） コチョの一種。Teketel氏によると，4，5日目に穴から取り出し，足で踏んで汁を取り除いたもの
である。
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it-eenúmbu-ta                               íchch-a.
食べる-REL.NEG.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
「muullaは，しょっちゅう食べることはない食べ物です」

（7-18）
Hoolam-áta        zeechch-úta   it-eennó-ó                                     aaa
多い-ADJ.ABS.F   時-ABS.F       食べる-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ   INTJ
méént-u              il-táá-haa                                 sáát-a                té
女達-NOM.M      産む-REL.IPFV.3PL-COP.M       時-PRED.M        或いは
eee     nugguss-á       bollóchch-u         yóó-haa                            sáát-a           té
INTJ   割礼-GEN.F     結婚式-NOM.M   在る.REL.3SG.M-COP.M    時-PRED.M   或いは
nuggúss-a-a               sáát-a                 it-eennó-ó.
割礼-GEN.F-COP.M   時-PRED.M         食べる-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「多くの場合，食べるのは，あー，女性が出産する時です，あるいは，えー，割礼のお祝いの
宴がある時です，あるいは割礼の時です，食べるのは」

（7-19）
Aaa     wól-u            ammóó   aaa
INTJ   他-NOM.M   又          INTJ
atakaan-ú           y-aman-táá-taa                                íchch-a.

（料理名）-ABS.M   言う-PASS-REL.IPFV.3SG.F-COP.F   食べ物-PRED.F
「あー，他はまた，あー，atakaanuと言われる食べ物です」

（7-20）
Atakaan-ú           y-eennó-ó
（料理名）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
mereer-í              waas-íí-chch               makk-is-één                      mooshsh-één
真ん中-GEN.M     （料理名）-DAT.M-ABL   整う-CAUS-CVB.IMPERS   乾かす-CVB.IMPERS
ke’-eemmá-ann-íí-chch
立ち上がる-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL
mur-één                   memees-één             haankur-één
切る-CVB.IMPERS   篩う-CVB.IMPERS   掻き混ぜて火を通す-CVB.IMPERS
eee      boos-óó-n                    gaf-één
INTJ    水甕-LOC.M-LOCINS   茹でる-CVB.IMPERS
mmm   az-óó-n                        ereer-één
INTJ    牛乳-DAT.F-LOCINS     混ぜる-CVB.IMPERS
shol-éénno-ta                                   íchch-a
料理する-REL.IPFV.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
atakaan-ú           y-eennó-ó.

（料理名）-ABS.M   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
「atakaanuというのは，真ん中の（i.e. エンセーテの茎の中心部から作られた）コチョ（の一部）
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を充分に（lit. 整えて）乾かした後（lit. 乾かして立ち上がってから），切って篩ってかき混ぜ
て火を通して，えー，水甕で茹でて52），んー，牛乳に混ぜて料理する食べ物です，atakaanu
というのは」

（7-21）
Hikkánnee-t.
DIST.PRED-COP
「そういうことです」

8. コチョ料理の一種，muchchuta

（8-1）
Muchch-úta       y-eennó-ó                                   shol-eennó-ó

（料理名）-ABS.F   言う-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ   料理する-REL.IPFV.IMPERS-NMLZ
bu’l-íí-chch-ee-t.
（料理名）-DAT.M-ABL-PRED-COP
「muchchutaというのを料理するのは，bu’la53）からです」

（8-2）
Bu’l-á                 mooshsh-één
（料理名）-ABS.M   乾かす-CVB.IMPERS
memees-één                   haankur-één
篩う-CVB.IMPERS         掻き混ぜて火を通す-CVB.IMPERS
ke’-eemmá-ann-íí-chch                                          zakk-íí-n
立ち上がる-REL.PFV.IMPERS-NMLZ-DAT.M-ABL   後ろ-DAT.M-LOCINS
boos-óó-n                      gaf-één
水甕-LOC.M-LOCINS     茹でる-CVB.IMPERS
qimam-íí-n                     ereer-één
香辛料-DAT.M-LOCINS   混ぜる-CVB.IMPERS
shol-éénno-ta                                   íchch-a
料理する-REL.IPFV.IMPERS-COP.F   食べ物-PRED.F
muchch-úta        y-amámm-i                    ga’-am-anó-ó.
（料理名）-ABS.F   言う-PASS-CVB.3SG.M   呼ぶ-PASS-REL.IPFV.3SG.M-NMLZ
「bu’laを乾かして篩ってかき混ぜて火を通した後（lit. 火を通して立ち上がってから後に），
水甕で茹でて香辛料に混ぜて料理する食べ物です，muchchutaと呼ばれるのは」

（8-3）
Hikkánnee-t.
DIST.PRED-COP
「そういうことです」

52） 事実としては間違いで，実際には茹でない。
53） 註 51参照。
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