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2018年9月の研修および2019年2月の追加調査で確認できたいくつかの語彙について、

音と意味との有契性を確認し、それに根差す意味の転移の過程を推測する。 
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1. オノマトペと音声象徴 
2. 音感素（phonaestheme） 
3. 音の対立と意味の対立の対応 — 2項対立的な音声象徴 
4. 意味の型枠（semplate）とメンタル・スペース写像 
 

1. オノマトペと音声象徴 

メエ語にはかなりの程度において共感覚に基づく擬態語や擬音語のような音声

象徴が多く見られる 。本節では語や形態素以下のレベルでの音声象徴を考察する。

メエ語ではかなりの語彙においてたとえば以下のような音と意味との有契的対応

が見られる。 
 

表1. メエ語の音と意味との有契的対応 

狭い母音  小さい現象 

広い母音  大きい現象 

前舌母音  軽い現象 

後舌母音  重い現象 

無声両唇破裂音  瞬間的始まり 

両唇鼻音、歯茎鼻音  親密な現象 

 
まず単音節のオノマトペについていくつか例をあげる。 
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表2. 単音節オノマトペの音声象徴 

オノマトペ  音声象徴  

aa 拡がり -aa 拡がり、弛緩 

語彙 gloss 意味  

ebe aa tai mouth aa do.INF 口を開ける  

ebe aa mai mouth aa turn.INF 死んだ人の口が開く 

    

オノマトペ  音声象徴  

ee 溜息 Ee 弛緩 

語彙 gloss 意味  

ee tai sigh do.INF 苦労する  

ee puu tai sigh blow do.INF 溜息をつく  

    

オノマトペ  音声象徴  

paa 瞬間的始まりと拡がり p-  瞬間的始まり 

 明るさの拡がり -aa 拡がり 

語彙 gloss 意味  

awii paapaa tai daylight shine do.INF 日の光が照る  

papaadou mirror (papaa-see) 鏡  

paiyawakii thunderbolt.lighten.INF 稲光がする  

    

オノマトペ  音声象徴  

pi 瞬間的始まりと軽い動き p-  瞬間的始まり 

  -i 軽い動き 

語彙 gloss 意味  

edi pipigi rain drip ポツポツ雨  

uwo pipigi water drip 水がポツポツ零れる 

piipii tai urination do.INF 排尿する  

pitumai stab.INF ナイフなどを刺す 

    

オノマトペ  音声象徴  

pu 瞬間的始まりと狭い動き p-  瞬間的始まり 

 気流 -uu 狭い動き 

語彙 gloss 意味  

oo-puu 3BEN1-blow 風が吹く  

ebe puu tai mouth blow do.INF 口で吹く  

baa puu tai feces blow do.INF 放屁する  
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puko lip 唇  

    

オノマトペ  音声象徴  

po 瞬間的なまとまり p-  瞬間的始まり 

 粒・球 -o 重さ、まとまり 

語彙 gloss 意味  

napo egg 卵  

ipo gourd ひょうたん  

yugiyo po mist drop 霧の水滴  

obaipoo oak.nut どんぐり  

    

オノマトペ  音声象徴  

ma 親密な大いさ m-  接触、親密さ 

  -a 大いさ 

語彙 gloss 意味  

ama breast 乳房  

mama mother 母  

ma with / COM 共格-（～と）  

    

オノマトペ  音声象徴  

wuu 持続的な狭い動き w-  持続 

  -uu 狭い動き、気流 

語彙 gloss 意味  

wuukomaa wuu-vehicle 飛行機  

 
次いで音節の反復や組合せによるオノマトペについていくつか例をみる。 
 

表3.  音節の反復や組合せによるオノマトペの音声象徴 

オノマトペ  音声象徴  

taataa 瞬間的に始まる緩慢な動き t- 瞬間的始まり 

taa~taa の反復 -aa 緩慢な動き 

  音節の反復 動きの反復 

語彙 gloss 意味  

uwo taataa tai water float~RDP do.INF 泳ぐ 

   

オノマトペ  音声象徴  

daadaa 重く緩慢な動きの反復 d- 重い始まり 
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daa~daa  -aa 緩慢な動き 

  音節の反復 動きの反復 

語彙 gloss 意味  

(koti) daadaa (penis) sway ブラブラ 

   

オノマトペ  音声象徴  

totopipi 軽重ある滴下の反復 t- 瞬間的始まり 

to~to-pi~pi  -o 重い動き 

  p-  瞬間的始まり 

  -i 軽い動き 

  音節の反復 動きの反復 

語彙 gloss 意味  

edi totopipi rain drip.INF 雨が天井からポトポト落ちる 

   

オノマトペ  音声象徴  

dikidiki 小さい動きの反復 d- 緩い瞬間的始まり 

diki~diki  -i 小さい動き 

  k-  瞬間的始まり 

  音節の反復 動きの反復 

語彙 gloss 意味  

dikidiki tai stroke do.INF （豚の脚などを）擦る 

   

オノマトペ  音声象徴  

tibigi 小さい動きの積み重ね t- 軽い瞬間的始まり 

  -i 小さい動き 

  b- 重い瞬間的始まり 

  g-  重い瞬間的始まり 

  音節の3反復 動きの積み重なり 

語彙 gloss 意味  

tibigii uwii run go.INF （人間が）走る1 

   

オノマトペ  音声象徴  

tibiitobaa 大小の現象の繰り返し t- 軽い瞬間的始まり 

tibii~tobaa  -i 小さい様子 

  b- 重い瞬間的始まり 

  -o  やや大きい様子 

1 豚のばあいは egaa uwii [quick go.INF] と別の語彙を使う。 

72



  -a 大きい様子 

  音節の反復 現象の反復 

語彙 gloss 意味  

tibiitobaa ekina spotted pig 斑の豚（縞の意味もある） 

   

オノマトペ  音声象徴  

geegee やや重い弛緩した気流の g- 重い瞬間的始まり 

gee~gee 動き -ee 弛緩した動き 

  音節の反復 動きの反復 

語彙 gloss 意味  

geegee tai dry do.INF 乾かす、干す 

 

2. 音感素（phonaestheme）2 

音感素（phonaestheme）とは形態素以下の形式で音と意味が強く結びついた対で

あり、必ずしも対立的なものではなく、共感覚からはやや離れて規約性がやや高

いものについて言われている。Bergen (2004:290)では以下のように規定されている。 
Phonaesthemes (Firth 1930) are frequently recurring sound-meaning pairings that are not 
clearly contrastive morphemes. An example is the English onset gl- (Wallis 1969, 
Bloomfield 1933), which, like other phonaesthemes, is relatively infrequent in English, 
except among words with meanings related to ‘vision’ and ‘light’. Some of these are 
exemplified in 1a. Another well-documented phonaesthemes (Wallis 1699[sic], 
Bloomfield 1933) is the English onset sn-, which occurs in a large number of words 
relating to ‘mouth’ and ‘nose’ (1b). 

a. gl- ‘light, vision’ glimmer, glisten, glitter, gleam, glow, glint, etc. 
b. sn- ‘nose, mouth’ snore, snack, snout, snarl, snort, sniff, sneeze, etc. 

メエ語の音感素については、はっきりと断言はできないものの、以下のような

候補があげられる。 

2.1. p- 明るさ、視覚、知識、現実相 
日本語の「ピカリ」とも通じる例で、なんらかの共感覚に根差す音声象徴と考

えた方がよいかもしれない。 
  

2 phonaestheme の定訳が見当たらないので仮に音感素としておく。 
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表4. 音感素の候補 p- 
語例 意味 文例 gloss 意味 
paa-paa 光る awii paapaa daylight shine 日の光が照る 
agapi 日中 itaagapi now-daytime 今日 
pito 松明 tani pito sun torch 懐中電灯 
peka 目 pekapeka tai eye~RDP do.INF 見張る 
 
知識に関連する述語的名詞の epii [knowing, understanding] , 動詞の topii [study] 

の -p- とも関連がありそうに見える。また、直接経験による証拠性の現実相を標

識する -p- 3や、話者の確実な想定の証拠性を標識する確実近未来の時制標識 pig- 
/ pag- の頭子音 p- 4との関連も考慮する価値がありそうに見える。 

 
(1) topii daiga epiikimake   
 topii  daiga epii-ki-make   
 study.INF CNJ knowing-become-able   
 勉強したらできる 
 

(2) ani yumaapa ko uwo topa 
 ani yuma-epa ko uwo to-p-a 
 1SG nose-ALL DET.SG.F water be-MP-3SG.F. S  
    MP = REALIS.DIRECT.EXPERIENCE.PAST∪PRESENT 
 私の目の前に（Lit. 鼻の方に）水がある 
 

(3) mei  piga   
 mei  piga   
 come- NF1.1SG.S NF1 = REALIS.NEAR.FUTURE  
 行ってきます（Lit. 私は確かに帰ってきます） 
 

  

3 『メエ語の文例集 7.6.2. 中過去 -p- の証拠性』を参照。 
4 『メエ語の文例集 7.6.3. 確実近未来 -pig- / pag- の証拠性』を参照。この時制は現実相近未来と捉え

られるものと思われる。Elliott (2000: 70–71) はオーストラリアの多くの言語で現実相未来の現象がみられ

ることを指摘している。 
…in a number of Australian languages it is only future events which are thought of as possible – but not certain 
– that are marked with the irrealis suffix. Future events which are thought of as certain to occur tend to attract 
realis marking, while event about which there is some element of doubt are perceived as potential and are 
marked irrealis. A distinction must therefore be drawn between “future” and “potential” events. 
…This can be so because the occurrence of some as yet uninitiated event is anticipated with such a high level 
of absolute certainty that it is regarded as far more “real” than being merely something which potentially may 
occur. The realis future is therefore removed from the realm of the hypothetical or possible of even likely, and 
instead is perceptually located in the real world. 
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2.2. bu- 暗さ、闇 
上記の p- とは逆の意味であり、両者は 2 項対立のようでもある。 

 
表5. 音感素の候補 bu- 

例 意味 文例 gloss 意味 
buna 黒 iyoo buna hair black 黒い髪 
buguu 瞬き peka buguu tai eye wink do 目配せする 
bugumai 目を閉じる bugumeega shut.eyes-DP1-1SG.S 私は目を閉じた 
buguwa 森 buguwa yokaa forest child 森棲みの人たち 

2.3. be-, ba 否定的意味 
上記の bu- もこの否定的意味のクラスと関係があるように思われる。 
 

表6. 音感素の候補 be-, ba 
語例 意味 文例 gloss  
be 嫌い ani okai be to 1SG 3SG hate be 私は彼が嫌いだ 
beebuu 違反 diyo beebuu manaa rule deviation fact 規則違反 
beu 無い mee beu tai come NEG do.INF 来ない 
ba 糞 ba enaa feces nice 気前がいい 

2.4. m- 接触、近さ、親密さ  
前節でも語例を挙げて述べたが、鼻音にともなう親近さの意味合いは音感素と

いうよりも共感覚的な基盤により近い音声象徴と考えるべきとも思われる。 
 

表7. 音感素の候補 m- 

語例 意味 文例 gloss 意味 

mei 来る méimee meegi who come-RP-3SG.M.S 誰が来たの？ 

ma ～と mee inoo ma ko person other COM DET.PL.F 他の人たちとは 

máagiyoo 何（＝体+物） máagiyoo ti-ta what do-IP 何をしましたか？ 

2.5. n- 内、1 人称、主観性、非現実相 
メエ語の二つの鼻音 m- と n- のうちで、とくに n- は 1 人称代名詞、話者専

有の新情報の標識、事実性を保留する標識に現れ、メエ語において話者や主観性

を標識する構造的な役割を演じている。 
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また、非現実相・希求モードの標識 nee5や、話者の確実な想定の証拠性を標識

する不確実近未来の時制標識 neeg- の頭子音 n-6との関連も考慮する価値があり

そうに見える。 
 

表8. 音感素の候補 n- 

語例 意味 文例 Gloss 意味 

ani 私 ani ya agiyoo 1SG GEN.DEF thing 私のもの 

na / ni 話者専有の新情報標識7 muuma na ki grandfather NI.SG DET.SG.M 私の祖父（聴き手

知らない） 

naa 事実性を保留する標識8 ani ki yagumo naa ko 1SG DET.SG.M woman HYP COMP 私が女ならば 

naama 母方オジ naamama mother’s.brother.PL 母方オジたち 

nai 食べる dugi nai nu potato eat.IMP PL NI.VOC ご飯だよ 

 
(4) ito ko inii egaa goomotii nee  
 ito ko inii egaa goo-motii nee  
 now DET.SG.F 1PL quick start.INF OPT  
 さあ早く始めよう 
 

(5) mei page mee beu    
 mei page mee beu    
 come NF1.2SG.S Q NEG    
 来ますか？ 
 mei beu tai neega  
 mei beu tai neeg-a  
 come NEG do.INF NF2-1SG.S  

5 『メエ語の文例集 3.4.2. nee が後続 ― 非現実相・希求モード』を参照。 
6 確実近未来 -pig- / pag- を現実相・近未来ととらえられるとすれば、不確実近未来 -neeg- は非現実相・

主観的・近未来ととらえることができそうである。そして Vstem-ya / VINF ya は非現実相・非主観的・近未

来ととらえられる可能性がありそうにおもわれる（『メエ語文例集 3.1.1. -ya が後続 ― 非現実相』及び

『同 3.4.1. ya が後続 ― 許可』を参照）。もしそうであればメエ語の近未来時制は表A.の体系性を示すこ

とになる。文例が限られ未解明な点の多い (-)ya の用法と意味について詳細な調査が望まれる次第であ

る。また語頭子音の面からみると、yuwii [hear], yuwa [probably] などの y- について、n- との対比におい

て、非主観性との関連を考えることもできそうであるが、さらに他の語例が求められる。 

 
表A. メエ語の近未来時制の体系性の可能性 

REALIS  -pig- / -pag-  
  

NEAR FUTURE 
 

IRREALIS (-)ya neeg- 
 NON-SUBJECTIVE  SUBJECTIVE 

 
7 『メエ語の文例集 7.3.8. 名詞句に係る話者専有の新情報の標識 na / ni 』を参照。 
8 『メエ語の文例集 7.4.5. 事実性を保留する標識 (-p-) naa 』を参照。 
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    NF2 = IRREALIS.SUBJECTIVE.NEAR.FUTURE 
 来ないでしょう 

cf. mei beu tai piga    
 mei beu tai piga    
 come NEG do.INF NF1.1SG.S    
 来ません 
 

(6) okai ki waka nai di   
 3SG DET.SG.M spouse eat.INF OPT   
 彼は結婚したい 

3. 音の対立と意味の対立の対応 — 2項的音声象徴 

これまでみたように、音の対立と意味の対立とのあいだにある対応によって語

彙体系が形成されている例がある。このような音の 2 項対立と意味の 2 項対立と

のあいだの対応は、音と意味の組の 2 組のどちらか一方あるいは双方が音声象徴

あるいは音感素であるような、2 項対立的な対ともとらえられる。組の一方が音声

象徴あるいは音感素であるばあい、もう一方の組にはそれとはかなり離れた音が

えらばれるようである。そしてそれぞれの生産性はまちまちである。音声象徴と

いう語を広義にとってそれを 2 項的音声象徴と仮に呼んでおく。 
また、音の対に対応する意味の対には複数あることが多い。これら複数の意味

の対どうしの間には、かならずしも直接的な関係があるとは限らないものの、対

応する音の対を媒介として、関係がつけやすいものと考えられる。 
以下では、隔たりの大きい 2 音を対比させて意味の対立に対応させる例をみる。 

3.1. 母音の対立 

3.1.1. ［前舌母音：後舌母音］と対応する意味の対立 
以下のような対応が見られる。 
 

表9.  ［前舌母音：後舌母音］の2項的音声象徴 

 音の対立  意味の対立 

 前舌母音  後舌母音     

 
i ： o 

 小 ： 大 

  男 ： 女 

語類 語例       

指示詞 kii ： kou  小さい事象 ； 大きい事象 

限定詞 ki ： ko  男性の名詞 ： 女性の名詞 
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3.1.2. ［狭母音：広母音］と対応する意味の対立 
以下のような意味の対立との対応が見られる。 
 

表10.  ［狭母音：広母音］の2項的音声象徴 

 音の対立  意味の対立 

 狭母音  広母音     

 

i ： a 

 小さい事象 ： 大きい事象 

  男性形  女性形 

  下 ： 上 

  複数 ： 単数 

語類 語例       

動作述語 edi pigi ： edi pagi  小雨が降る ； 雨が降る 

 rain sizzle  rain fall     

人称接尾辞 -i ： -a  3人称単数 ： 3人称単数 

 3SG.M.S  3SG.F.S  男性形  女性形 

方向詞 miyoo ： wadoo  下の方向 ： 上の方向 

 downward  upward     

人称代名詞 inii ： ani  1人称複数 ： 1人称単数 

 1PL  1SG     

話者専有の ni : na  複数 ： 単数 

新情報標識 NI.PL  NI.SG     

 
人称代名詞・人称接辞・新情報標識の［複数：単数］と［小さい現象：大きい現

象］という対応は一見すると不整合な対応であるが、人称詞などの数のカテゴリ

ーを有生性の階層から眺めて、［複数：単数］と［低位の有生性：高位の有生性］

との対応と考えると整合する。 
［前舌母音：後舌母音］の対立と［狭母音：広母音］の対立の両方を比べられる 2
文例をみる。 
 

(7) kapoge ki yoopi 
 kapoge ki yoo-p-i 
 paper DET.SG.M  burn-MP-3SG.M.S 
 小さい紙を燃やした ＜ 小さい紙が燃えた 
 

(8) kapoge ko yoopa 
 kapoge ko yoo-p-a 
 paper DET.SG.F  burn- MP-3SG.F.S 
 紙を燃やした ＜ 紙が燃えた 
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3.2. 子音の対立 

3.2.1.  ［無声：有声］と対応する意味の対立 
以下のような対応が 1 例見られる。 
 

表11.  ［無声：有声］の2項的音声象徴 

 音の対立  意味の対立 

 無声破裂音  有声破裂音     

 t ： d  小さい事象 ： 大きい事象 

語類 語例       

他動詞 tuwai ： duwai  鉛筆を切る ： 豚脚を切る 

 
cut.INF  

(a pencil) 
 

cut.INF  
(pig’s leg) 

    

 
先述の［ p : b ］と［明るさ：暗さ］との対応や、peu （悪い、ダメ）と beu（無

い、ちがう）との［無声：有声］の最小対も、この［小さい事象：大きい事象］の

対立と関係づけられうるように思われる。 

3.2.2.  ［両唇鼻音：両唇接近音］の同器官的な対立と対応する意味の対立 
以下のような対応が見られる。 
 

表12.  ［両唇鼻音：両唇接近音］の同器官的な2項的音声象徴 

 音の対立  意味の対立 

 両唇鼻音  両唇接近音     

 m ： w  接触 ： 離開 

語類 語例       

自動詞 mei    来る   

 come.INF ： uwii   ： 行く 

 umii  go.INF  住む   

 live.INF       

他動詞 magii ： wagii  交接する9 ： 打つ、殺す 

 copulate.INF  hit.INF, kill.INF     

 yumii : yuwii  嗅ぐ  聞く 

 smell.INF  hear.INF     

方向詞 miyoo ： wadoo  下 ； 上 

 downward  upward     

9 人に使う（aka-mage [RECP-copulate]）。豚や鳥などでは体位が異なるので dokii を使う（aka-doke [RECP-
carry]）。 
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3.2.3.  ［鼻音：無声破裂音］と対応する意味の対立 
以下のような対応が見られる。 
 

表13.  ［鼻音：無声破裂音］の2項的音声象徴 
 音の対立  意味の対立 
 鼻子音  無声破裂音     
 n ： k  内・自己 ： 外・他者 

語類 語例       
人称 ani / inii ： aki / ikii  1人称 ： 2人称 

代名詞 1SG / 1PL  2SG / 2PL     

3.2.4.  ［歯茎音：軟口蓋音］と対応する意味の対立 
以下のような対応が見られる。 
 

表14.  ［歯茎音：軟口蓋音］の2項的音声象徴 

 音の対立  意味の対立 

 歯茎破裂音  軟口蓋破裂音     

 t ： k  父 ： 母 

語類 語例       

親族 naitai ： noukai  私の父 ： 私の母 

名称 1SG.father  1SG.mother     

語根 -aita-10 ： -uka-  父 ； 母 

3.2.5.  なぜ母は内にいないのか？ 
「私の母」を表す一般的な語は noukai であり、その語根は -uka- である一方、

「私の父」を表す一般的な語は naitai であり、その語根は -aita- である。この

［naitai：noukai］の対立に加えて、［naa：ukaa］という［内：外］に対応する対

立もある。  
 

(9) naa ka bagee ： ukaa ka bagee 
 naa ka bagee  ukaa ka bagee 
 father GEN.INDF people  mother GEN.INDF people 
 父とその子供たち  母とその子供たち 
 

10 メエ語と近縁のモニ語の aita “father” について Larson (1958:417-418) では ai と ta の2つの形態素に

分析されている。” (5) -ta ‘pertaining to the father’ … (5) aita ‘father’ ( < ai- ‘superior’ + -ta ),” 
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Jakobson (1962) では、世界の諸言語で父母を表意する語に mama / papa 型の音

を用いる語が多く見られる現象について、その要因が嬰児の言語音獲得の過程に

照らして説明されている。しかし ukaa はその範型からは逸脱した語形である。 
メエ人の親族組織に照らしてみると、婚姻は夫方居住／父方居住であり、女性

は夫とその父系親族が一緒に暮らす集団に嫁入りする「部外者」である。Kamu 渓
谷方言に基づいて Kapauku 語（メエ語）の親族名称を分析した Pospisil (1960) に
よれば、「母」 niikai （Paniai 方言の「我々の母」に対応する語。「私の母」は

Paniai 方言では noukai ）を含む niika （同じく Paniai 方言では nouka ）という

親族名称では、「私の母の『姉妹』」すなわち「私の母の血縁親族で、母と同世代

の女性」というカテゴリーの人々が指示される 。これらの女性親族は結婚により

それぞれの夫の父系親族集団に嫁入りすることになり、いずれの集団においても

「部外者」となる。［父：母］と［内：外］との対応は、それがこのような親族組

織に動機付けられているとまでは言い切れないものの、少なくともそれと整合的

である。 

4. 意味の型枠（semplate）とメンタル・スペース写像 

Levinson et al. (2009) は、比較的単純な伝統社会の言語によくみられる現象とし

て、生活の中心領域に根差し、複数の意味分野にまたがる共通の語彙や形態素な

どの存在があることを指摘し、それを“semplate”11という新造述語で名付けている。 

… unremarked type of patterning in the lexicon … , which we dub a SEMPLATE (a 
blend of semantic template)   

(Levinson et al. 2009: 153) 

…Nevertheless, it may not be a coincidence that the semplates we have found all come 
from languages spoken in small, traditional societies without elaborate divisions of labor, 
in domains that are central to their way of life. It could be that it is only in such small-
scale societies that one can find the close match in individual lexicons upon which 
semplates depend. Consider again the Kuninjku example from the introduction (§1) of 
this short report, with special verbs of motion for the male and female members of a 
specific wallaby species, presupposing the shared discrimination in both the verbal and 
nominal lexicon. This kind of expertise is presumably shared knowledge in societies with 
a low division of labor. It is in the same kind of society, of course, that the structuralist 
anthropologist has a field day, finding homologies between, for example, cosmological 
ideas, house design, myth, and ritual (see Lévi-Strauss 1963). It could perhaps be that the 
kind of information compression found in semplates has a similar source. … 

(ibid.: 172) 

11 定訳は無いので仮に「意味の型枠」とする。 
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今回の調査では先祖と子孫について下と上に対応する以下の語彙が確認された。 
 

表15.  ［先祖：子孫］と［下：上］の対応 

miyo ekebata bagee ： wo ekebaiekebai    

miyo e-keba-ta bagee ： wo e-kebai~e-kebai 先祖 ： 子孫 

down/past 3SG.O-open-IP people  over.there 3SG.O-open~RDP    

ancestors  descendants    

miyooto ： wadaato    

miyooto ： wadaato 過去 ： 将来 

past  future    

miyoo ： wadoo    

miyoo ： wadoo 下 ： 上 

downward  upward    

 
これらの表現では空間と時間との写像： 
 

μ2 : ［下：上］空間 
  → ← ［過去：将来］時間 

 
が見られる。また以下の文例でもそれが確認できる。 
 

(10) tauwani wiyawiya kee miyoo too 
 tauwani wiya~wiya kee miyoo too 
 year two~RDP  become past be 
 2年ほど前 

 
(11) tauwani wiyawiya kee wadoo too 
 tauwani wiya~wiya kee wadoo too 
 year two~RDP  become future be 
 2年ほど後 

 
この写像の基底には成長する樹木のイメージがあるものと推測される。先ず樹木

のイメージから空間的な上下への双方向の写像が想定できる。 
 

μ0 : ［根本：枝先］樹木 
  → ← ［下方：上方］空間 

 
他方で樹木のイメージから時間的な先後への双方向の写像を想定できる。 
 

μ1 : ［根本：枝先］樹木 
  → ← ［以前：以後］時間 
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そうして樹木のイメージを媒介として空間と時間との双方向の写像が成り立って

いるように見える（ μ2 = μ1 * μ0 ）。 
 

μ2 : ［下：上］空間 
  → ← ［過去：将来］時間 

 
そしてまたこの成長する樹木のイメージは血縁親族の集合というメンタル・スペ

ースに投射されているようである。そのことは、父系親族集団の継続性を担う男

性の名前の構成部分に樹木を意味する piya という語がよく使われること、子供

の無い者を utó （切り株、刈られ途切れた樹木）という語（侮蔑語）で表すこ

と、からも窺われるように思われる。 
 

μ3 : ［根本：枝先］樹木 → ［先祖：子孫］親族 
 
上下方向と時間の先後と親子関係の継起とを重ね合わせるこの樹木のイメージ

は、メエ語における意味の型枠の一つの候補ではないかと思われる。そこにおい

ては 2 項的音声象徴をベースとして意味の型枠が成り立っている様子を垣間見る

ことができるように思われる。音声象徴にそのように根差す意味の現象にはかな

りの安定性があるのではないかと考えられる。 
また一方で、メエ語には以下の文例にみられるように、それとは逆の写像： 
 

ν4 : ［下：上］空間 → ［現在：過去］時間 
 
がみられる。 
 

(12) miyo wegaiwegaitee tai manaa 
 miyo wegai~wegai-tee tai manaa 
 downward speak.INF~RDP-do do.INF story 
 先祖から子孫へと語り語り下されてきた先祖たちの系譜の話し 

 
(13) miyo makiimakii manaa 
 miyo makii~makii manaa 
 downward set.INF~RDP story 
 先祖から子孫へと伝え下されている伝承 

 
こちらの写像は、その構成を以下のように分解できるのではないかと思われる。

先ず空間的な上下から位階の優劣への写像がある。 
 

ν0 : ［下：上］空間 → ［劣位：優位］位階 
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それと合わせて血縁親族へ位階の優劣を付値する写像がある。 
 

ν1 : ［劣位：優位］位階 → ［子孫：先祖］親族 
 
それによって、空間的な上下から血縁親族への写像がなりたつ（ ν2 = ν1 * ν0 ）。 
 

ν2 : ［下：上］空間 → ［子孫：先祖］親族 
 
それが血縁親族の集合に含意される時間的な先後の写像： 
 

ν3 : ［子孫：先祖］親族 
  → ← ［現在：過去］時間 

 
と組み合わさって空間から時間への写像がなりたつ（ ν4 = ν3 * ν2 ）。 
 

ν4 : ［下：上］空間 → ［現在：過去］時間 
 
この写像においては、樹木のイメージを投影する写像（μ0, μ1, μ2 ,μ3）が場面から退

き、それにともなって miyo という語の多義性をなす、下方から過去への転義が

抑制されている。そして［子孫：先祖］という対立に含意される［現在：過去］と

いう対立がやや顕在化し、空間から時間への先のとは逆の写像がなりたっている

ものと推測される。 
同じ文化においても、メンタル・スペース間において焦点や向きの異なる複数

の安定的な写像があり、場面によってどちらかが顕在化するものと考えられる。

そしてそれが新規の事象に対する文化の適応力の基礎となっているものと想像さ

れる。 
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略 語 一 覧  

1: first person（1人称） INF: infinitive（動詞不定形） 
2: second person（2人称） IP: indefinite past（不定過去） 
3: third person（3人称） M: masculine（男性） 
BEN: benefactive case（受益者格） NEG: negation particle（否定詞） 
COM: comitative case（共格） NF1: near future I（確実近未来） 
COMP: complementizer（補文標識） NI: new-information（新情報） 
DEF: definite（定） O: object（目的語） 
DET: determiner（限定詞） PL: plural（複数） 
DP1: distant past I（遠過去I） RDP: reduplication（反復） 
F: feminine（女性） RECP: reciprocal prefix（相互形動詞接頭辞） 
GEN: genitive case（属格） RP: recent past（近過去） 
HYP: hypothesis（仮想） S: subject（主語） 
INDF: indefinite（不定） SG: singular（単数） 

参 考 文 献  

Benjamin, Geoffrey. 2014. “Aesthetic elements in Temiar grammar”. In Jeffrey P. Williams (ed.) The Aesthetics of 
Grammar―Sound and Meaning in the Languages of Mainland Southeast Asia. Cambridge: Cambridge 
University Press. pp.36-60. 

Bergen, Benjamin K. 2004. “The psychological reality of phonaesthemes”. Language 80(2). pp.290-311. 
Cytowic, Richard E. 1989. Synesthesia: a union of the senses. New York: Springer-Verlag. 
Doble, Marion. 1987. “A description of some features of Ekari language structure” Oceanic Linguistics 26(1/2). 

pp.55-113 
———. 1962. “Essays in Kapauku grammar” Nieuw-Guinea Studien 6. pp.152-5, 211-8, 279-98. 
———. 1960. Kapauku-Malayan-Dutch-English Dictionary. The Hague: Martinus Nijhoff. 
Elliott, Jennifer R. 2000. “Realis and irrealis: forms and concepts of the grammaticalization of reality” Linguistic 

Typology 4. pp. 55-90. 

Fauconnier, Gilles. 1997. Mappings in thought and language, Cambridge: Cambridge University Press. ジル・フォ

コニエ（著）坂原茂・他（訳）2000.『思考と言語におけるマッピング：メンタル・スペース理論の意

味構築モデル』. 東京: 岩波書店. 

Firth, John. 1930. “Chapter 6. Phonetic habits” in Speech. London: Ernest Benn. 
Gell, Alfred. 1979. “The Umeda language-poem” Camberra Anthropology 2. pp. 44-62. 
Jakobson, Roman. 1962. “Why “mama” and “papa”?” In R. Jakobson. Selected Writings, Vol.1: Phonological Studies. 

The Hague: Mouton. pp.538-545. 
Larson, Mildred O. & G F. Larson. 1958. “Preliminary studies in the Moni language” Bijdragen tot de Taal-, Land-en 

Volkenkunde, 114(4). pp. 406-431. 
Levinson, Stephen C. and Niclas Burenhult. 2009. “Semplates: A New Concept in Lexical Semantics?” Language, 

85(1). pp. 153-174. 

Lévi-Strauss, Claude. 1962. La Pensée Sauvage. Paris: Plon. レヴィ＝ストロース（著）大橋保夫（訳）1976年
『野生の思考』. 東京: みすず書房. 

Pospisil, Leopold. 1960. “The Kapauku Papuans and their kinship organization,” Oceania, 30(3). pp.188-205. 
Steltenpool, J. 1969. Ekagi-Dutch-English-Indonesian Dictionary. The Hague: Martinus Nijhoff. 

85


	第４章 メエ語の音声象徴を探る



