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チャック文字によるチャック語表記上の課題

　藤原　敬介

【要旨】チャック語（バングラデシュ・チッタゴン丘陵: チベット・ビルマ語派ル
イ語群）を表記するために Ong Khyaing Cak［2013］で発表されたチャック文
字はインド系文字のながれをくむ音節文字である。チャック文字には言語学的な
観点からは以下にしめす不備がある: （A）/v/を表記する独立した字母がない、
（B）共時的にみて音素表記上は不要な有声有気閉鎖音や反舌音をあらわす字母が
ある。また、Ong Khyaing Cak［2013］に例示される綴字には以下にしめす問題
点がある: （C）母音の長短と声調のつかいわけが一貫しない、（D）特に促音節
で高声調が表記されない、（E）語末子音の同一音素に対して複数の表記がある。
本稿では現行のチャック文字表記を紹介し、（A）∼（E）に対する修正案を提案
する*。
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0 はじめに
本稿ではチャック文字教本である Ong Khyaing Cak［2013］（以下 OKC［2013］と

略す）におけるチャック語表記上の問題を検討することを目的とする。以下 1 では
チャック語（Cak）とチャック文字にかんする先行研究についてのべる。2でチャック
文字の概要を紹介し、問題点を指摘する。3でチャック語表記の修正案を提示する。4

で本稿をまとめる。記号・略号については 4 のあとにしめした。附録 1 として OKC

［2013: 3–25］にあがるチャック語語彙について、OKC［2013］による表記と本稿で提
案する表記を対照してしめした。附録 2として OKC［2013］にみられる閉音節の表記
をしめした。

1 チャック語について
1.1 チャック語とチャック人

チャック語とはバングラデシュ・チッタゴン丘陵（Chittagong Hill Tracts）でチャッ
ク人によってはなされている言語である。言語系統的にはチベット・ビルマ語派
（Tibeto-Burman）ルイ語群（Luish）に属する。チャック語には大別してふたつの方言
がある。バイシャリ方言（Baishari）とナイキョンチョリ方言（Naikhyongchari）であ
る。両者には音声面を中心に差異が散見される。だが、相互理解は十分に可能である。

* 本稿は科学研究費補助金（課題番号 22720155）による研究成果の一部である。



Lewis, Simons & Fennig［2015］によると、バングラデシュにおけるチャック語話者
数は 3000人である。
チャック語は、ビルマではサック語（Sak）としてしられている。チャック語とサッ

ク語を比較すると、音声と語彙に相違が散見されるけれども、相互理解は比較的容易
であるとおもわれる。2.1 の注 4 で後述するように、チャック文字はサック語も表記
できるように配慮されている。具体的には、2.4.1の表 3でしめす対応関係にしたがっ
て、チャック文字を使用してサック語を表記することも可能である。

1.2 先行研究

チャック語についての比較的まとまった先行研究はチャクマ人（Chakma）注1と
チャック人を比較した Löffler［1964］を嚆矢とする。Bernot［1967］はチャック人に
ついての民族誌であるとともに、チャック語の基礎語彙を 400語ほど掲載し、ほかの
ルイ語群の諸言語と比較対照している。藤原［2008］はチャック語についての包括的
な記述文法である。
サック語の資料としては Hodgson［1853］に 74語の語彙資料がでたものが最初で

ある。その後 Luce［1985］でビルマ・ラカイン州の二箇所で収集した基礎語彙資料が
発表された。サック人の民族誌である Thun Shwe Khaing［1988］には簡易文法と語
彙資料がみられる。
チャック人の文字意識を調査した内容をふくむものに、チャック語についての社会
言語学な研究である Maggard, Sangma & Ahmad［2007］がある。Maggard, Sangma

& Ahmad［2007: 6］が調査対象としたチャック人によると、チャック語を表記するの
にふさわしい文字としておよそ 33% がバングラ文字、25% がマルマ文字（ビルマ文
字）注2、10%がローマ字がよいとする。他方、教育をうけていない人を中心に、どの
文字がよいかわからないとする人が 32%ほどいる。いずれにしても、チャック独自の

注1 チッタゴン丘陵最大の少数民族。民族的にはチベット・ビルマ系であるけれども、言語
的にはインド・アーリア系であり、バングラ語チッタゴン方言にちかいチャクマ語をは
なす。2.2の注 7で後述するように、チャクマ語には伝統的な文字がある。チャクマ人と
チャック人はしばしば混同されている。だが、チャクマ人とチャック人にはあまり交流
がない。チャック人がチャクマ文字をしっていることはほとんどない。

注2 マルマ文字とはマルマ語を表記するための文字である。マルマ語とは、チッタゴン丘陵
で二番目におおきな勢力をもつ少数民族であるマルマ人の言語であり、ビルマ語アラカ
ン方言とちかい関係にある。マルマ文字とビルマ文字はおなじものである。チャック人
もマルマ人も仏教徒である。チャックの村にある僧院にはマルマ人僧侶がいることがお
おく、説法もマルマ語でおこなわれる。年配のチャック人のなかにはマルマの僧院でマ
ルマ文字を学習した人もいる。このようにチャック文化にはマルマ文化からの影響がつ
よく、チャック語にはマルマ語からの借用語が多数みられる。



文字がよいとする人はいないようである。

2 チャック文字について
2.1 チャック文字とは

チャック語は伝統的には文字をもたない注3。だからチャック語の正書法も存在しな
い。ただし、チャック語を表記する必要があるばあい、バングラデシュではバングラ
文字で、ビルマではビルマ文字で表記されることはあった。たとえば Mong Nu Cing

［1998a, b］はチャック語の諺や歌をあつかっており、その中でチャック語がバングラ
文字で表記されている。また、Thun Shwe Khaing［1988］ではサック語がビルマ文字
で表記されている部分がある。
しかしながら、チャック語にはバングラ文字やビルマ文字では表記しきれない音
声が存在する。そこでチッタゴン丘陵・バンドルバン県在住の Mong Mong Cak 氏
により、チャック文字が考案された注4。そして Mong Mong Cak 氏の弟である Ong

Khyaing Cak氏により、チャック文字の教科書が出版された。これが OKC［2013］で
ある注5。
チャック文字は発表されたばかりであり、本稿執筆時点では普及しているとはいえ

注3 ただしMaggard, Sangma & Ahmad［2007: 2］によると、かつてはチャック語にも独自の
文字があったと信じているチャック人がいるようである。
チャック人は古代ビルマの碑文にみられるサク（Sak）に比定される［大野 2002: 141］。
そして、この Sakがピュー語（Pyu）と同系ではないかといわれることがある［Bradley

2002: 76, 86］。ピュー語とはビルマ最古の民族のひとつとしてしられるピュー人の言
語である。ビルマ語最古の碑文としてしられるミャゼディ碑文には四面があり、ビルマ
語面、パーリ語面、モン語面のほかに、未解読のピュー語面もある。このピュー語面が
ピュー文字によってかかれている。ピュー文字がチャック独自の文字であったとかんが
えられているのかもしれない。ただし、本稿でのべるチャック文字は近年独自に考案さ
れたものであり、ピュー文字と直接には関係がない。ピュー文字については藪［2001c］
を参照。

注4 Mong Mong Cak氏がいつごろからチャック文字を作成していたかはあきらかではない。
ただし筆者が 2001年 12月にかいたメモによると、すでにその段階でチャック文字の構
想はできており、ビルマ側のサック語でも使用できるものとなるように、サック人とも
相談しているということであった。チャック語に独自の文字があるという情報は OKC

［2013］が出版される以前からしられてはいたようである。たとえば Tripura［2008］に
はチャック人の文字として ‘Chak Alphabet/Chak Akhra’が言及されている。

注5 OKC［2013］は、ナイキョンチョリ町議会からの援助により出版された世界初のチャッ
ク文字教科書である。教科書であるから正確であることが期待される。しかし、はじめ
てのこころみであるということもあってか、表記にはゆれがみられる。また、単なる誤植
がおおいだけでなく、内容的にまちがっているところも散見される。



ない。しかしながら OKC［2013］を教科書として、チャック人のあいだにひろまって
いく可能性がある注6。

2.2 チャック文字と周辺言語の文字

チャック文字はインド系文字のながれをくむ。字形にはビルマ文字やシャン文字、
チャクマ文字の影響がつよくみられる注7。具体的には（1）にしめす類型がある。

(1) a. チャック文字、ビルマ文字、シャン文字、チャクマ文字の字形がほぼ一致す
る。たとえば {wa}。

b. チャック文字、ビルマ文字、シャン文字の字形がほぼ一致する。たとえば
{ra}。

c. チャック文字、ビルマ文字、チャクマ文字の字形がほぼ一致する。たとえば
{ka}。

注6 バングラデシュにおける少数民族言語に対する母語教育政策には、「バングラ語運動」も
関係しているとおもわれる。「バングラ語運動」とは、東パキスタン時代の 1952年にバン
グラ語の公用語化をもとめてたたかわれた運動のことである。バングラ語という紐帯が、
1971年のバングラデシュ独立運動にもつながっていった。バングラデシュ独立後、チッ
タゴン丘陵へのバングラ人入植者と、以前から現地に居住する少数民族との対立が激化
した。そして、チッタゴン丘陵は内戦状態となった。1997年に和平協定がむすばれ、20

年におよぶ内戦に終止符がうたれた。1999年になってユネスコが「バングラ語運動」の
記念日である 2月 21日を「国際母語記念日」と制定した。2001年にはユネスコの後援を
うけて「国際母語研究所」が首都ダカに設立された。このような政治的・社会的背景のも
とに、バングラデシュ国内の少数民族言語にも、徐々に関心がそそがれるようになった。
チッタゴン丘陵における少数民族言語の独自文字作成と普及については、ムル文字を
例にあげることができる。ムル文字とは、チベット・ビルマ系のムル人がはなすムル語に
対して 1980年代に作成された独自の文字である。この文字が一般に普及することはしば
らくなかった。しかし、「国際母語記念日」の制定を契機に、2002年からはムル文字教育
もおこなわれ、ある程度普及している。
なお、「バングラ語運動」と「国際母語記念日」については藤原［2002a］、「国際母語研

究所」については藤原［2014］、ムル文字については藤原［2003］を参照。
注7 チッタゴン丘陵においてビルマ文字はマルマ人に、チャクマ文字はチャクマ人に使用
される。いずれも伝統的な文字であり、一度は使用がすたれたけれども、文字教育が近
年さかんである［藤原 2002b, 2011］。シャン文字は現在ではビルマのシャン州を中心に
タイ系のシャン人によって使用される。チャック人とシャン人に交流はない。ただし藪
［2001b］によると、インド・アッサム地方のタイ系民族もまたシャン文字にちかいカム
ティー文字やアホム文字を歴史的には使用しており、それらの文字がチャクマ文字に影
響をあたえた可能性がある。Mong Mong Cak氏はチャクマ文字の由来についても知識が
あるために、シャン文字も参考にしてチャック文字を作成したと推定される。なおシャ
ン文字については新谷ほか［2000］や藪［2001a］を参照。



d. チャック文字、シャン文字、チャクマ文字の字形がほぼ一致する。たとえば
{sa}注8。

e. チャック文字、ビルマ文字の字形のみがほぼ一致する。たとえば {na}。
f. チャック文字、シャン文字の字形のみがほぼ一致するものはない注9。
g. チャック文字、チャクマ文字の字形がほぼ一致する。たとえば {ma}。
h. チャック文字の字形が異なる音価をもつ他の文字を回転させたものとほぼ
一致する。たとえば {Sa} [Sa]はシャン文字の {na}やチャクマ文字の

{na}を上下回転させたものとなっている。
i. チャック文字の字形は、他のいずれの文字ともことなっている。たとえば
{ca}。

j. 他の文字にはない音価なのでチャック文字で独自につくられている。たと
えば {bba} [áa]注10。

（1）のうち具体的に字形をあげなかったものについて表 1にしめす。参考のために
対応するバングラ文字も提示した。

表 1 チャック文字とビルマ文字、シャン文字、チャクマ文字、バングラ文字との比較

転写 チャック ビルマ シャン チャクマ バングラ
(1a) {wa} w` w` —

(1b) {ra} r` r` r+

(1c) {ka} k` k+

(1d) {sa} s` {Ta} {cha} s+

(1e) {na} n` n+

(1g) {ma} m` m` m+

(1i) {ca} c` c+

2.3 チャック文字の概要

OKC［2013］によると、チャック文字には基本字母として 9の独立母音字と 35の
子音字母がある。このほか、介子音（-y-, -r-, -w-）を表記する文字や、語末子音を表記

注8 シャン文字はビルマ語からの借用語でもちいられる {Ta}である。チャクマ文字は転写形
式としては {cha}、音声的には [sa]となるものとほぼ一致している。

注9 {dda} [âa] がシャン文字の数字 9 をあらわす と類似しているのは偶然であるように
おもわれる。

注10 モン文字には両唇入破音 [á]に相当する文字 が存在する［藪 2001d］。この文字は仏教
ポー・カレン文字でも/b/ [á]に対してもちいられている［加藤 2001］。しかしチャック
文字ではもちいられていない。



するための殺母音記号、末尾鼻音（-N）をあらわす文字、声調をあらわす文字などがあ
る。0から 9の数字を表記するための文字も特別に存在する。なお、インド系文字で
しばしばみられる（介子音をのぞく）子音連続による結合文字や重子音字は、チャッ
ク文字には存在しない。異体字も存在しない。

2.4 基本字母

2.4.1 子音字母（頭子音字）

基本字母としての子音字母は 35字である注11。子音字母は音節文字である。ひとつ
の文字は「子音 + 母音」であらわされる。この母音を潜在母音とよぶ。潜在母音と
して基本的には/á/をふくむ。ただし有気音および歯茎入破音については/a/をふくむ。
それぞれの文字、文字転写注12、音価、音素表記注13を表 2にしめす。
子音字母について注意すべき点は、方言表記である。すなわちバイシャリ方言、ナ
イキョンチョリ方言、サック語で表 3にしめす対応がみられる注14。
子音字母にみられる問題点は（2）のとおりである。

注11 OKC［2013: 1］で {@a} と {@aa} は独立母音字として説明される。すなわち OKC

［2013: 1］では独立母音字として 11があがる。だが、本稿では {@a}を音節初頭の声門
閉鎖音をあらわす子音字母と解釈し、OKC［2013: 2］にあがる 34の子音字母一覧の末
尾に追加する。

注12 本稿におけるチャック文字転写方法は澤田［2001］によるビルマ文字転写法に準じる。
ビルマ語にないものについては、チャック語音素に類似するラテン文字で代用しておく。
なお、本稿におけるビルマ文字転写方法は澤田［2001］にしたがう。

注13 ここではバイシャリ方言に準じて表記する。ただし表記については、藤原［2008］に二点
の変更をくわえた: （i）母音はじまりの音節では、音節初頭に声門閉鎖音をかきくわえ、
（ii）有気音は右肩に h をつけてあらわすことにした。なお、バイシャリ方言の音素は次の
とおりである: /p, ph, b, á, t, th, d, â, c, ch, j, k, kh, g, P, m, n, N, s, S, h, l, r, y, v, w, a, i, 1, u,

W, e, o, @/。さらに声調として高声調（鋭アクセント記号で表記する）と低声調（鋭アク
セント記号をつけない）の二種類が弁別的である。バイシャリ方言で確認されている音
素配列についての詳細は藤原［2008: 第 30章］を参照。

注14 OKC［2013］は基本的にはバイシャリ方言に準拠している。ナイキョンチョリ方言や
サック語でどうなるかということはしめされていない。本稿で提示するものは、バイシャ
リ方言準拠の表記を他方言に適用するとどのように発音されそうであるか、というもの
である。



表 2 OKC［2013］によるチャック文字の基本子音字母

{ka} {kha} {ga} {gha} {nga}
[ká] /ká/ [kha] /kha/ [gá] /gá/ [ga] /ga/ [Ná] /Ná/

{ca} {cha} {ja} {jha} {nya}
[tsá] /cá/ [tsha] /cha/ [dzá] /já/ [dza] /ja/ [Nyá] /Nyá/

{Ta} {Tha} {Da} {Dha} {Na}
[tá] /tá/ [tha] /tha/ [dá] /dá/ [da] /da/ [ná] /ná/

{ta} {tha} {da} {dha} {na}
[tá] /tá/ [tha] /tha/ [dá] /dá/ [da] /da/ [ná] /ná/

{pa} {pha} {ba} {bha} {ma}
[pá] /pá/ [pha] /pha/ [bá] /bá/ [va] /va/ [má] /má/

{ya} {ra} {la} {wa} {sa}
[yá] /yá/ [rá] /rá/ [lá] /lá/ [wá] /wá/ [sá] /sá/

{Sa} {ha} {dda} {bba} {@a}
[Sá] /Sá/ [há] /há/ [âa] /âa/ [áá] /áá/ [Pá] /Pá/

表 3 チャック文字の方言間での対応

{caa} {chaa} {jaa} {jhaa} {nyaa} {saa}
バイシャリ /ca/ /cha/ /ja/ /ja/ /Nya/ /sa/

ナイキョンチョリ /ca/ /cha/ /ja/ /ja/ /ña (nya)/ /sa/

サック /sa/ /sha/ /za/ /za/ /ña (nya)/ /sha/

(2) a. 唇歯摩擦音/v/を表記するために、インド系文字の配列からすると {bha}に
相当する文字を使用している注15。

b. 有声有気閉鎖音や反舌音は音素として存在しないから共時的には不要であ
る注16。

注15 バングラ語では音素として/v/が存在せず、対応する文字もない。英語の {v} をバング
ラ語で借用すると、文字としては {bh}で転写される。たとえば ‘TV’（テレビ）は Yw+YB+

{t.ibhi} である。だからインド系文字の配列からは {bh} に相当するこの文字が、チャッ
ク文字では音韻的には/v/のために使用されていると推定される。ただし（2）の直後で後
述するように、この子音字母はつねに母音記号 {-v}とともにもちいられる。

注16 パーリ語やバングラ語からの借用語のために使用されうる。ただしOKC［2013］の語例を
みるかぎりでは、借用語のためにあるわけではない。具体例は附録 1 #22 ‘weaving.loom

weave=DP’ ∼ #26 ‘pineapple’を参照。



（2a）の問題点について補足する。/v/を表記するために、OKC［2013］では子音字
{bha}と母音記号 {-v}をくみあわせる注17。そして {bhv}で/vu/をあらわす。/v@/を
表記することができていない注18。OKC［2013］による表記を尊重するとしても、/v@/

には {bhv}、/vu/には {bhvuu}という修正が必要である（修正案 1）。ほかに独立母音
字の {V}注19を頭子音字としてもちいる方法（修正案 2）、{bh}のみを頭子音字として
もちいる方法（修正案 3）がかんがえられる。本稿では、借用語が {bh}で表記されう
る可能性も考慮して、表記がより簡単な修正案 2を提案する。
表 4に修正案を対照した/v/の表記方法をしめす。開音節の低声調のみを提示する。

閉音節や高声調についても、開音節に準じて表記できる注20。

表 4 /v/の表記方法

/v@/ /va/ /vi/ /vu/ /ve/ /vo/ /vW/ */v1/

OKC — —

転写 — {bhvaa} {bhvii} {bhv} {bhve} {bhvo} {bhvW} —

案 1 *

転写 {bhv} {bhvaa} {bhvii} {bhvuu} {bhve} {bhvo} {bhvW} *{bhvY}
案 2 *

転写 {Va} {Vaa} {Vii} {Vuu} {Ve} {Vo} {VW} *{VY}
案 3 *

転写 {bha} {bhaa} {bhii} {bhuu} {bhe} {bho} {bhW} *{bhY}

2.4.2 介子音字

介子音字とは介子音（-y-, -r-, -w-）を表記する文字である。{-y-}と {-w-}はビルマ
文字、{-r-}はチャクマ文字に類似している。（3）のようにあらわされる。

(3) a. /-y-/: {-y-};ビルマ ßY`

b. /-r-/: {-r-};チャクマ
c. /-w-/: {-w-};ビルマ ßW`

介子音字について注意すべき点は、頭子音字と同様に、方言表記である。すなわち、
軟口蓋音と {-y-}の結合による発音が方言によってことなる。表 5に対応をしめす。

注17 OKC［2013: 20］にみられる表記見本では {bhv-}である。ただし、OKC［2013: 35］に
みられる語例のなかには {bv-}で表記されているものもある。

注18 たとえば/vóv@vá/ ‘stupid’や/hrı́v@váP/ ‘very sour’を表記するために必要である。
注19 2.4.5の（7k）を参照。
注20 /v1/は OKC［2013］には確認されない。筆者がしるかぎりのチャック語においても存在
しない。ここでは表記するとしたらどのようになるかをしめすために*を付す。



表 5 軟口蓋音と {-y-}との方言間での対応

{kyaa} {khyaa} {gyaa} {ngyaa}
バイシャリ /kya/ /khya/ /gya/ /Nya/

ナイキョンチョリ /cya/ /chya/ /jya/ /ña (nya)/

サック /ca/ /cha/ /ja/ /ña (nya)/

2.4.3 尾子音字

尾子音字とは、語末子音（チャック語の語末子音は-P, -Nのみ）を表記する文字であ
る。尾子音字は、対応する頭子音字に殺母音記号 {-’}を付加したものである。また、
尾子音字ではないけれども、/-N/であることをしめす鼻音記号もある。OKC［2013］
には（4）にしめす表記がみられる注21。

(4) a. /-P/: 基本的には {-k’}注22。まれに {-t’}注23あるいは {-#}注24。
b. /-N/: {-n’}注25、{-ng’}注26、{-M}注27がみられる。まれに {-m’}注28。

注21 OKC［2013］にみられる尾子音字全般（閉音節）については、附録 2でしめした。
注22 附録 1 #9 ‘plough’、#19 ‘a kind of myna’、#20 ‘jug’、#22 ‘weaving.loom weave=DP’、#29

‘electric torch’、#34 ‘wild dove’、#35 ‘pig’、#39 ‘catapult’、#40 ‘bear’、#45 ‘butterfly’を
参照。

注23 附録 1 #36 ‘chili pepper’、#44 ‘bag’を参照。
注24 ラテン文字転写として {#} としているものは、チャック文字の下に付加するß

¯
のような

下線記号をさすものとする。OKC［2013: 46–47］に確認される語例をみるかぎりでは、
文末にくる機能語について声門閉鎖音をあらわしているようである。具体的には条件を
あらわす接続助詞/=neP/ {ne#}、否定述部標識/=áWP/ {bbW#}（OKC［2013: 46］では
{bbY#}と表記される）、継起をあらわす接続助詞/=goP/ {go#}に対してもちいられてい
る。ただし、一貫してもちいられているわけではない。また、声門閉鎖音がない語に対し
てもちいられている例もある。たとえば名詞化標識/=gá/が {gaa#}と表記されている例
がある。

注25 附録 1 #13 ‘table’、#24 ‘water jug’、#40 ‘bear’、#41 ‘onion’を参照。
注26 附録 1 #5 ‘stairstep’、#10 ‘gourd’、#21 ‘banyan tree’、#23 ‘mortar=LOC paddy mill=DP’、

#31 ‘unmarried young woman’、#32 ‘flower’を参照。
注27 チャック語の鼻音記号は字形としてはチャクマ文字で短母音の {a} をあらわす に類
似している。機能的にはビルマ語の空点 ß˙ {-M} に類似している。なお {-M} による具
体例は附録 1 #1 ‘tree’、#15 ‘shellfish’、#16 ‘shark’、#17 ‘banana tree’、#18 ‘shop’、#21

‘banyan tree’、#23 ‘mortar=LOC paddy mill=DP’、#26 ‘pineapple’、#27 ‘bee’、#28 ‘a place

to keep firewoods’、#37 ‘spinning top’、#38 ‘coil of thread’、#42 ‘squirrel’を参照。
注28 OKC［2013: 34］で/śıN/ ‘kite (bird)’ が {sim’:} と表記されている。対応するマルマ語

/T́ıN/は、ビルマ文字ではs˘m¸: {sim’:}と表記される。チャック文字表記は、このビルマ
文字表記に影響されているとおもわれる。



尾子音字に関連して注意すべき点は、二重母音との関係である。チャック語には二
重母音として/ai/のみが存在する。一部の借用語をのぞいては、/ai/は閉音節（-P, -N）
でのみあらわれる。一方、/e/はほぼ開音節でのみあらわれる。すなわち/e/と/ai/は
音韻的には対立しているけれども注29 、ほぼ相補分布している。OKC［2013］による
チャック文字表記では、{-e}で/-e/、{-ek’}で/-aiP/注30、{-eng’}で/-aiN/が表記され
るのが原則である注31。
他方、一部の機能語においては/-eP/が存在する。OKC［2013］に確認されるかぎり

では、そのような機能語は語末の声門閉鎖音を無視して表記される傾向にある。たと
えば動態述部標識の/=heP/は、{he}注32または {he#}と表記される。/-eP/をもつ機能
語は節末あるいは文末にあらわれるので、たとえ表記上は {-e}であっても、文脈から
理解することは容易である。しかし、おなじ表記が複数の音をあらわすことはさけた
ほうがよい。表記の簡便さからは {-e#}がよいかもしれない。しかし {-e#}は識別が
困難という問題がある注33。そこで本稿では、/-eP/に対して {-eh’}を提案したい注34。

注29 /eP/と/aiP/による擬似最小対語の例としては、次にあげるものがある。
　 (i) /siN=heP/ [siNheP] ‘be cold’ (lit. cold=DP)

　 (ii) /siN+háiP/ [siNháiP] ‘winter’ (lit. cold+season)
注30 附録 1 #9 ‘plough’、#29 ‘electric torch’を参照。なお/-aiP/に対しては {-et’}という表記
も少数ながらみられる。たとえば/hraiP/ ‘fall’ {hret’}（OKC［2013: 46］）。

注31 附録 1 #32 ‘flower’ を参照。なお/-aiN/に対しては {-en’(:)} という表記や（たとえば附
録 1 #40 ‘bear’）、{-eM(:)} という表記（たとえば附録 1 #16 ‘shark’、#18 ‘shop’、#26

‘pineapple’、#42 ‘squirrel’）もみられる。
注32 OKC［2013］が/-eP/に対して語末の声門閉鎖音を無視して表記する理由としては、特に
文末の/-eP/については声門閉鎖音があまりよくきこえないということが関係していると
おもわれる。

注33 たとえば条件をあらわす接続助詞/=neP/は {ne#} と表記されうる。これを/ne/

{ne}と区別するのは困難である。また、声門閉鎖音一般に {#}をもちいることは、語に
よっては文字がかさなるので適当ではない。たとえば/pwaiP/ ‘polish’は {pwe#}と
なってしまう。したがって {-#}を使用することは現状では適当ではない。ただしフォン
トの技術的な問題が改善されるならば、{-#}による表記は簡便であり、推奨できる。

注34 通時的にいえば、チャック語の/-aiP/はルイ祖語の*-atに、/-aiN/は*-anに対応する［藤
原 2012］。だが、両者をそれぞれ {-at’}、{-an’}と表記するのは現代語音との乖離がおお
きく、推奨できない（ただしマルマ語からの借用語で/-aiN/が {-an’} と表記される例は
ある。くわしくは注73 を参照）。本稿では、語末の声門閉鎖音が実際にはよくきこえな
いこともあるという事実も考慮して、/-eP/に対する文字表記として {-eh’}を提案する。
語末の声門閉鎖音に対して文字表記上 {h}をあてることは、たとえばチッタゴン丘陵に
隣接するインド・ミゾラム州のミゾ語（ルシャイ語）においてもおこなわれている［藪
2001e］。なお、ミゾ語においてもチャック語においても語末に/-h/があらわれることは
ない。



尾子音字については、上記のほかに（5）にしめす問題点がある。

(5) a. /-P/には {-k’}があればよい。{-t’}は少数であり、語例をみるかぎりでは、
対応するビルマ語の綴字に影響されているようにおもわれる注35。

b. /-N/には {-ng’}があればよい。音韻的には {-n’}でもよい。だが、ひとつに
きめるなら、音声的によりちかい {-ng’}のほうがよい。表記の簡便さから
いえば {-M}がよいかもしれない。ただし、{-M}は母音記号の {-Y}につ
くときに文字がかさなるという問題点があるので、適当ではない注36。

2.4.4 声調記号

チャック語には低声調と高声調がある。ビルマ文字によるビルマ語表記と類似した
表記が、チャック文字によるチャック語表記でも使用される。すなわち、ビルマ文字
によるビルマ語表記では {a}、{i}、{u}はいずれも緊喉調をあらわす。そして {o}は
高声調をあらわす。チャック文字では {a}、{i}、{u}、{o}のいずれもが高声調をあら
わす。また、ビルマ文字によるビルマ語表記で高声調をあらわす ß:とおなじものが、
チャック文字でも高声調記号 {-:}として使用される。
チャック文字による声調表記には（6）にしめす問題点がある。

(6) a. 母音の長短によって声調の相違をあらわすのは煩雑である。声調は高声調
のときにのみ、高声調記号をつければよい注37。

注35 OKC［2013: 48］によると、チャック文字をキーボードでうちこむさい、kをうつと {t}
があらわれる。うちまちがえのせいで、{-t’}が使用されている可能性もある。

注36 たとえば {@YM:}は と表記される。鼻音記号が {-Y}とかさなってみえにくくなって
いる。高声調のばあいは、高声調記号の上に鼻音記号をつけることによって、区別するこ
とも可能ではある: {@Y:M}。しかし低声調のときには不可能である。したがって鼻
音記号として {-M} を使用することは現状では適当ではない。ただしフォントの技術的
な問題が改善されるならば、{-M}による表記は簡便であり、推奨できる。

注37 OKC［2013］の附録 1 にあらわれる語例をみると、開音節においては短母音で高声調
をあらわす例が散見される（附録 1 #33 ‘a kind of edible frog’）。とりわけ単母音字にお
いて顕著である（附録 1 #3 ‘old woman’、#5 ‘stairstep’、#7 ‘custard apple’、#17 ‘banana

tree’）。他方、単母音字以外のものについては、開音節であっても高声調記号で高声調
があらわされている（附録 1 #2 ‘mother’、#4 ‘deer’、#6 ‘crow’、#7 ‘custard apple’、#11

‘elephant’、#26 ‘pienapple’、#30 ‘a big water pot’、#43 ‘boat’）。また、鼻音おわりの閉音
節ではほぼ一貫して短母音に高声調記号で高声調があらわされている（附録 1 #1 ‘tree’、
#5 ‘stairstep’、#10 ‘gourd’、#15 ‘shellfish’、#17 ‘banana tree’、#21 ‘banyan tree’、#28 ‘a

place to keep firewoods’、#32 ‘flower’、#41 ‘onion’、#42 ‘squirrel’）。まれに長母音に高
声調記号がついていることもある（附録 1 #31 ‘unmarried young woman’）。以上より、開
音節においても一貫して高声調記号をもちいたほうがよい。



b. OKC［2013］において、促音節では表記上は声調がしばしば無視されてい
る。促音節であっても高声調であれば高声調記号をつけるべきである注38。

2.4.5 独立母音字と母音記号

基本字母としての独立母音字は 9 文字である。本稿では子音字母としてあつかう
{@a}と、その母音を長母音とした {@aa}もあわせ、それぞれの文字、文字転写、音
価、音素表記を（7）にしめす。チャック語では母音の長短は弁別的ではない。ビルマ
文字と同様に、母音字の長短は声調の相違に反映されている。

(7) a. {@a} [Pá] /Pá/

b. {@aa} [Pa] /Pa/

c. {i} [Ṕı] /Ṕı/

d. {ii} [Pi] /Pi/

e. {u} [Pú] /Pú/

f. {uu} [Pu] /Pu/

g. {o} [Pó] /Pó/

h. {o’} [Po] /Po/

i. {e} [Pe] /Pe/

j. {W} [PW] /PW/

k. {V} [v
"
] ∼ [vu] /vu/

（7）にしめした母音字は、接頭辞として多用される {@a} [Pá]をのぞいては、母
音字のみで表記しうる音節がチャック語にはそもそもすくない。したがって、実際に
はあまり使用されない。
母音をあらわす必要があるばあいには、子音字母に種々の母音記号を付加してあら
わすほうが一般的である。これらの母音記号は、ビルマ文字とほぼ類似する。ただし
{-uu}については、ビルマ文字では子音字母の下につくのに対して、チャック文字では
右につく点がことなっている。また、チャック語にしかない {-W}、{-Y}、{-V}につ
いては、独自の記号が使用される。（8）に具体例をしめす注39。

(8) a. /-a/: {-aa} [-a];ビルマ ßà

b. /-i/: {-ii} [-i];ビルマ ß¯

c. /-u/: {-uu} [-u];ビルマ ßU

d. /-o/: {-o} [-o];ビルマ eßà

e. /-e/: {-e} [-e];ビルマ eß

f. /-W/: {-W} [-W]

g. /-1/: {-Y} [-1]

h. /-vu/: {-v} [v
"
] ∼ [-vu]

注38 ビルマ語表記に影響されている可能性がある。ビルマ語では促音節において声調の区別
がなく、音声的にはピッチがたかい。文字表記上も声調記号がつかない。高声調記号がつ
くべきところでついていない例としては、附録 1 #9 ‘plough’、#19 ‘a kind of myna’、#34

‘wild dove’、#40 ‘bear’、#45 ‘butterfly’を参照。
注39 OKC［2013］には母音の長短を区別した表記もあるけれども、ここでは本稿で提案する
表記のみをしめす。



（8）で注意すべき点がひとつある。チャック文字の独立母音字としての字形はない
けれども、母音音素/1/をあらわす記号として {-Y} があるという点である。筆者の
観察では/P1/となるところで、OKC［2013］では {W} がもちいられる例がある。筆
者の観察では/PW/となる例もあるから、両者はかきわけられるべきであるとおもわれ
る。（9）に例をあげる。

(9) a. ‘water’ /Pı́/: {W:} OKC［2013: 37］表記案 {@Y:}
b. ‘locust’ /PWkẂ/: OKC —表記案 {@W kW:}

なお/1/と/W/による最小対語であれば、（10）が存在する。

(10) a. ‘market’ /j́ı/: {jY:} OKC［2013: 32］
b. ‘nail (peg)’ /jẂ/: {jW:} OKC［2013: 38］

また、OKC［2013］に確認される語例をみるかぎりでは、音韻的には/-1P/や/-1N/で
あるとき、{-Wuk’}や {-Yuk’}、あるいは {-WuM’}や {-Wn’}と表記されている。そ
れぞれ {-Yk’}、{-Yng’}と表記したほうがよいとおもわれる注40。
チャック語の母音音素としては/@/もある。/@/は弱化音節にのみあらわれる。弱化

音節は開音節のみであり、典型的には一音節半語（sesquisyllabic word: C@CV）の第一
音節にあらわれる［Matisoff 1973］。この音素をあらわすための特別な文字は存在しな
い。OKC［2013］では一般に {-a}が/-@/をあらわす注41。ただし、{-a}は/-á/を表記
するためにももちいられる注42。
このような問題をさけるため、本稿では/@/は {-a} で表記し、{-a} は/-@/のみをあ

らわすことを提案する。ただし、閉音節で/@/があらわれることはないので、{-ak’}で
/-aP/、{-ang’}で/-aN/を表記することには問題がないとかんがえる。OKC［2013］に
確認される語例をみても、/a/に対しては開音節においては長母音の {-aa}、閉音節に
おいては短母音の {-a}が使用される傾向にある注43。

注40 具体的には附録 1 #34 ‘wild dove’（{-Wuk’}）と#38 ‘coil of thread’（{-WuM}）を参照。
{-Yuk’}については/b@hrı́P/ ‘wild dove’が {bvaa hrYuk’:}（OKC［2013: 31］）、{-Wn’}
については/táiNn1N/ ‘rope’が {teM nWn’}（OKC［2013: 35］）と表記されている例があ
る。

注41 この表記法は、一音節半語を表記する際のビルマ語とおなじである。
注42 OKC［2013］における {-a}が/-á/をしめす例には附録 1 #33 ‘a kind of edible frog’があ
る。逆に OKC［2013］における {-aa}が/-@/をしめす例には附録 1 #16 ‘shark’が確認さ
れる。

注43 閉音節で {-aa}がもちいられる例としては附録 1 #31 ‘unmarried young woman’が確認さ
れる。なお、閉音節にみられるチャック文字表記については附録 2も参照。



接頭辞として使用される {@a-}については、音声的には [Pa-]で実現されることが
おおいため、藤原［2008］などでは/a-/と解釈されている。OKC［2013］では、（11）
にしめすように、{@aa-}と {@a-}が混在している。接頭辞については、表記上の簡
便さを重視して {@a-}に統一することを提案する。

(11) a. ‘tree’ /PapháN/: {@a phaM:} OKC［2013: 3］（附録 1 #1）
b. ‘mother’ /PanẂ/: {@aa nW:} OKC［2013: 3］（附録 1 #2）

チャック語においては、音韻的には/-a/であるけれども、形態素境界や接辞境界、語
境界において音声的には弱化して [-@]になるという現象がある。OKC［2013］では実
際の発音を重視する傾向にあると推定される。ただし（12）にしめすように、おなじ
環境でおなじ語が {-aa}で表記される例もあれば、{-a}で表記される例もある。

(12) a. {-a} /-a/ [-@]: ‘exist=DP’ /Na=heP/ [N@heP] {nga he} OKC［2013: 31］
b. {-aa} /-a/ [-a]: ‘exist=DP’ /Na=heP/ [NaheP] {ngaa he} OKC［2013: 34］

弱化する環境は予測可能であるから表記上は {-aa}で統一するほうがよいのではな
いかとおもわれるけれども、母語話者は音声表記をこのむのかもしれない。

3 OKC［2013］に対する修正案
2での考察をふまえ、チャック文字による正書法として本稿では（13）にしめす修正
を提案する。

(13) a. 唇歯摩擦音/v/を表記するために独立母音字の {V}を子音字母として使用す
る注44。

b. 独立母音字は使用しない。
c. /-@/には {-a}をもちいる。
d. 開音節では {-aa}、{-ii}、{-uu}、{-e}、{-o}、{-Y}、{-W}をもちいる。
e. 鼻音おわりの音節に対しては {-ang’}、{-ing’}、{-ung’}、{-eng’}、{-ong’}、

{-Yng’}、{-Wng’}をもちいる。
f. 促音節では {-ak’}、{-ik’}、{-uk’}、{-ek’}、{-ok’}、{-Yk’}、{-Wk’}をも
ちいる。

g. 有声有気閉鎖音や反舌音は音素ではないから共時的には不要である。した
がって使用しない。

注44 具体例は表 4を参照。



h. 声調は、低声調では声調記号をつけない。高声調では、たとえ促音節であっ
ても、声調記号をつける。

表 6 に修正案によるチャック文字音節表をしめす。便宜上、子音字母には {ka} を
もちいる。介子音字については/-a/についてのみしめす。{-v}は閉音節では確認され
ていない。ただし、将来的には確認されるかもしれない。そこで、もしも表記すると
すればどのようになるかを*をつけてしめす。

表 6 チャック文字音節表（修正案）

V# V́# VP V́P VN V́N

ka

転写 {kaa} {kaa:} {kak’} {kak’:} {kang’} {kang’:}
ki

転写 {kii} {kii:} {kik’} {kik’:} {king’} {king’:}
ku

転写 {kuu} {kuu:} {kuk’} {kuk’:} {kung’} {kung’:}
ke

転写 {ke} {ke:} {kek’} {kek’:} {keng’} {keng’:}
ko

転写 {ko} {ko:} {kok’} {kok’:} {kong’} {kong’:}
kW

転写 {kW} {kW:} {kWk’} {kWk’:} {kWng’} {kWng’:}
k1

転写 {kY} {kY:} {kYk’} {kYk’:} {kYng’} {kYng’:}
kvu * * * *

転写 {kvuu} {kvuu:} *{kvk’} *{kvk’:} *{kvng’} *{kvng’:}

kya

転写 {kyaa} {kyaa:} {kyak’} {kyak’:} {kyang’} {kyang’:}
kra

転写 {kraa} {kraa:} {krak’} {krak’:} {krang’} {krang’:}
kwa

転写 {kwaa} {kwaa:} {kwak’} {kwak’:} {kwang’} {kwang’:}



4 おわりに
以上、本稿ではチャック文字について紹介し、表記上の問題点を指摘し、修正案を
提案した。OKC［2013］には誤植をはじめとするまちがいが多数あるほか、表記に一
貫性がかけるところが散見される。しかし、チャック文字そのものは、適切に使用す
るならば、チャック語を表記するには十分である。
本稿では文字の表語機能について考察しなかった。現行のチャック文字にみられる
余剰な文字や OKC［2013］にみられる音韻的には不適切な表記も、適切に使用するな
らば、同音異義語の区別や機能語をわかりやすくするために利用しうる。
今後は OKC［2013］を改訂し、チャック文字をより適切に使用した見本となるよう

な教科書を作成する必要がある。

記号・略号一覧

{A}: Aは文字表記
/A/: Aは音素表記
[A]: Aは音声表記
　

DP: 動態述部標識（Dynamic Predicate

marker）
LOC: 場所格（LOCative）
OKC: Ong Khyaing Cak

附録 1・チャック文字表記見本
附録 1として、OKC［2013: 3–25］に基本字母の見本として提示される語彙を、本稿
で提案する修正案による表記とともに提示する。修正する必要がないばあいには、—

とした。音韻表記は筆者の観察によるチャック語音声を音韻表記したものである。
OKC［2013］による表記をそのまま音韻表記したものとことなるばあいには注記する。

1. ‘tree’ /PapháN/: OKC {@a phaM:};修正案 {@a phang’:}
2. ‘mother’ /PanẂ/: OKC {@aa nW:};修正案 {@a nW:}
3. ‘old woman’ /Ṕısa/: OKC {i saa};修正案 {@ii:saa}
4. ‘deer’ /PiŚı/: OKC {ii Sii:};修正案 {@ii Sii:}
5. ‘stairstep’ /Púk@pháN/: OKC {u ka phang’:}; 修正案

{@uu:ka phang’:}
6. ‘crow’ /Puhá/: OKC {uu haa:};修正案 {@uu haa:}



7. ‘custard apple’ /Pój@sı́/: OKC {o jaa sY:}注45; 修 正 案
{@o:ja sY:}

8. ‘vomit’ /Pole Po=heP/: OKC {o’le o he}注46 ; 修正案
{@o le @o heh’}

9. ‘plough’ /PáiP/: OKC {ek’}注47;修正案 {@ek’:}
10. ‘gourd’ /Pı́Ns1/: OKC {Wng’:sY}注48;修正案 {@Yng’:sY}
11. ‘elephant’ /wvukvú/注49: OKC {V kv:};修正案 {@vuu kvuu:}
12. ‘mouse’ /k@yvu/: OKC {ka yv};修正案 {ka yvuu}
13. ‘table’ /khuN/: OKC {khun’};修正案 {khung’}
14. ‘car’ /gar1/: OKC {gaa rY};修正案—

15. ‘shellfish’ /gúN/: OKC {ghuuM:};修正案 {gung’:}
16. ‘shark’ /N@́maiN/: OKC {ngaa meM:}注50;修正案 {nga:meng’}
17. ‘banana tree’ /c@PúpháN/: OKC {ca u phaM:}; 修正案

{ca @uu:phang’:}
18. ‘shop’ /chaiN/: OKC {cheM};修正案 {cheng’}
19. ‘a kind of myna’ /gyeráP/: OKC {je rak’}注51;修正案 {gye rak’:}
20. ‘jug’ /joP/: OKC {jhok’};修正案 {jok’}
21. ‘banyan tree’ /NyoNpháN/: OKC {nyong’phaM:}注52; 修正案

{ngyong’phang’:}
22. ‘weaving.loom weave=DP’ /taPcuP taP=heP/: OKC {Tak’cuk’

tak’he}注53;修正案 {tak’cuk’ tak’heh’}

注45 OKCによる綴字を音韻表記すれば/Pójası́/である。筆者の観察では/Pója/と/sı́/との間に
形態素境界があるために、/a/が弱化して [@]となる。

注46 OKCによる綴字を音韻表記すれば/Pole Pó=he/である。
注47 OKCによる綴字を音韻表記すれば/PaiP/である。
注48 OKCによる綴字を音韻表記すれば/PẂNs1/である。
注49 修正案を音韻表記すれば/Pvukvú/となる。だが/Pvu/は音声的には [Pvu] とはきこえな
い。そこで表記上の {@vuu} を/wvu/と解釈する。表記上 {wv} としないのは、他の母
音記号と同等にあつかうためである。

注50 OKCによる綴字を音韻表記すれば/NamáiN/である。この語はマルマ語/N@máiN/からの借
用語である。マルマ語によりちかい形式で借用すると OKCの表記になる。

注51 OKC による綴字を音韻表記すれば/jeraP/である。これはナイキョンチョリ方言の
/jyeráP/に類似する。

注52 OKCによる表記はナイキョンチョリ方言の/ñoNpháN/に類似する。
注53 {Tak’}も {tak’}も語根としては ‘weave’で同一である。名詞か動詞かによってかきわけ
ている可能性はある。だが、OKC［2013］では他に類例が確認されない。



23. ‘mortar=LOC paddy mill=DP’ /thuN=Na PaN thvu=heP/: OKC

{ThuM ngaa @ang’ thv he}; 修正案 {thung’ngaa @ang’

thvuu heh’}
24. ‘water jug’ /duN/: OKC {Dun’};修正案 {dung’}
25. ‘a long bamboo basket to keep fish’ /dula/: OKC {Dhuu laa};修正案

{duu laa}
26. ‘pineapple’ /naiNd@́r@sı́/: OKC {NeM da raa sY:}注54; 修正案

{neng’da: ra sY:}
27. ‘bee’ /t@lúN/: OKC {ta luuM:};修正案 {ta lung’:}
28. ‘a place to keep firewoods’ /tháNruN/: OKC {thaM:ruM}; 修正案

{thang’:rung’}
29. ‘electric torch’ /dáiPtóP/: OKC {dek’tok’}注55; 修正案

{dek’:tok’:}
30. ‘a big water pot’ /dó/: OKC {dho’:};修正案 {do:}
31. ‘unmarried young woman’ /náNs1/: OKC {naang’:sY}; 修正案

{nang’:sY}
32. ‘flower’ /PapáiNpo/: OKC {@a peng’:po’}; 修正案

{@a peng’:po}
33. ‘a kind of edible frog’ /pháso/: OKC {pha so’};修正案 {phaa:so}
34. ‘wild dove’ /b@hrı́P/: OKC {bvaa hrWuk’}注56;修正案 {ba hrYk’:}
35. ‘pig’ /vaP/: OKC {bhvk’};修正案 {Vak’}
36. ‘chili pepper’ /m@ruP/: OKC {ma rut’}注57;修正案 {ma ruk’}
37. ‘spinning top’ /yaN/: OKC {yaM};修正案 {yang’}
38. ‘coil of thread’ /r1t1N/: OKC {rY tWuM};修正案 {rY tYng’}
39. ‘catapult (slingshot)’ /lóPle/: OKC {lok’le:}注58; 修正案

{lok’:le}

注54 OKCによる綴字を音韻表記すれば/naiNd@́rası́/である（/@/の声調は高声調に修正した）。
筆者の観察では/naiNd@́ra/と/sı́/との間に形態素境界があるために、/a/が弱化して [@]と
なる。

注55 OKCによる綴字を音韻表記すれば/daiPtoP/である。
注56 OKCの表記が実際にどのような音声をあらわそうとしているかは不明である。
注57 対応するマルマ語/N@rouP/がビルマ文字で N`Ôut¸ {nga rut’} と表記されるので、チャッ
ク文字としても語末が {-t’}で表記されているものとおもわれる。

注58 OKCによる綴字を音韻表記すれば/loPlé/である。この語はマルマ語/lOPhlě/からの借用
語である。マルマ語によりちかい形式で借用すると、OKCの表記になる。



40. ‘bear’ /wáPwaiN/: OKC {wak’wen’};修正案 {wak’:weng’}
41. ‘onion’ /súN/: OKC {sun’:};修正案 {sung’:}
42. ‘squirrel’ /SáiN/: OKC {SeM:};修正案 {Seng’:}
43. ‘boat’ /hó/: OKC {ho:};修正案—

44. ‘bag’ /ấıP/: OKC {ddit’}注59;修正案 {ddik’:}
45. ‘butterfly’ /ááPphi/: OKC {bbak’phi};修正案 {bbak’:phii}

附録 2・OKC［2013］にみられる閉音節の表記
OKC［2013］における開音節表記には、高声調記号がつくべきところでついてい

ないという問題が散見される。ただし、それ以外の問題点はすくない。OKC［2013:

28–30］には開音節についての表記見本もみられる。しかし、閉音節については網羅的
な見本が存在しない。ここでは OKC［2013］にみられる語例における閉音節の表記を
ラテン文字転写し、実際の発音にもとづく音韻表記と対照してしめす注60。高声調記号
が省略されている例のほかに、同一韻母に対して母音の長短が混在している例や、複
数の語末子音が使用されている例などが散見される。
ラテン文字転写が太字となっているものは、筆者が推奨する表記である。ラテン文
字転写後の括弧内数字は OKC［2013］における該当頁をしめす注61。数字の右肩に 2

以上の数字がついているばあいは、当該頁における出現回数をしめす。たとえば (142)

とあれば、14頁に該当する例が二例あるということをしめす。一例のみのばあいは特
に表記しない。また、該当例がないばあいは—でしめした。

1. /-aP/: {-ak’} (142, 20, 25, 322, 343, 35, 38, 393), {-aak’} (32, 46, 4714), {-aat’}
(34, 462, 47), {-a} (33注62), {-aa} (47注63)

注59 OKC による綴字を音韻表記すれば/âiP/である。語末の {-t’} は誤記である可能性があ
る。

注60 OKC［2013］には母音記号や声調記号の説明にチャック文字表記によるチャック語が、
バングラ語やビルマ語での説明と併記されている部分がある。そのような箇所（OKC

［2013: vi, 8, 26–30］）には、Mong Mong Cak氏が独自につくりだしたと推定される用語
（たとえば文字に対する呼称）が散見される。そこで本稿では考察の対象外とする。また
11から 100までの数詞が列挙されている箇所（OKC［2013: 41–45］）も対象外とする。

注61 OKC［2013］には同一の語がことなって表記される例が散見される。あきらかに誤植で
ある例もある。それらの例も表記されているままに採録した。特に注意を要する例につ
いては別途注記した。

注62 /naP/とすべきところで {na} と表記されている。OKC［2013］は、母音が弱化して [@]

となっているとかんがえている可能性がある。
注63 複数語尾/=raP/が {raa}と表記されている。あきらかに誤植である。



2. /-áP/: {-ak’:} (342), {-ak’} (12, 23, 312, 322, 33, 382, 402), {-aak’} (34), {-ok’}
(332注64)

3. /-aN/: {-ang’} (312, 322, 33, 342, 35, 363, 37, 382, 463, 47), {-aang’} (33, 382,

39, 46, 474), {-aM} (14, 21, 463, 47), {-aaM} (39, 479)

4. /-áN/: {-ang’:} (5, 334, 37), {-aM} (31), {-aM:} (3, 11, 13, 17, 31), {-aaM} (31,

463, 47), {-aaM:} (46, 47), {-ang’} (31, 36), {-aang’:} (18, 382, 46)

5. /-iP/: {-ik’} (312, 322, 34, 383)

6. /-́ıP/: {-ik’:} (32), {-ik’} (32, 342), {-it’} (25)

7. /-iN/: {-ing’} (—), {in’} (31, 34, 36, 37, 464, 475), {-ina}注65 (47)

8. /-́ıN/: {-ing’:} (—), {-iM} (33), {-iM:} (31), {-iiM:} (32, 332, 37, 38), {-in’}
(32), {-in’} (33, 474), {-in’:} (31, 32, 38, 402, 463, 472), {-iin’:} (47), {-im’:}
(342), {-ii:} (352注66)

9. /-uP/: {-uk’} (14, 372, 394, 46), {-ut’} (21, 462, 47)

10. /-úP/: {-uk’:} (322), {-uk’} (344, 35, 363, 372), {-ut’} (362, 372, 464)

11. /-uN/: {-ung’} (—), {-uM} (14, 17, 31, 333, 345, 352, 39), {-un’} (9, 15, 35, 40,

472), {-u} (40注67)

12. /-úN/: {-ung’:} (—), {-uM} (31, 32, 34, 35, 362, 38, 39), {-uM:} (31, 37, 474),

{-uuM:} (10, 16, 392, 472), {-un’} (32, 34, 46), {-un’:} (23, 33, 34, 35)

13. /-eP/: {-eh’} (—), {-e}注68 (6, 14, 315, 325, 337, 347, 355, 364, 3717, 382, 395,

4612, 4710), {-e:} (47), {-e#} (46), {-ek’} (47)

14. /-éP/: {-eh’:} (—), {-e:}注69 (39), {-ek’} (475)

15. /-aiP/: {-ek’} (33, 34, 37, 38, 46, 475), {-et’} (465, 476)

16. /-áiP/: {-ek’:} (36), {-ek’} (7, 17, 33, 36, 372, 392, 473), {-et’} (472)

17. /-aiN/: {-eng’} (352), {-eM} (12, 16, 23, 31, 332, 34, 352, 46, 472), {-eM:}

注64 筆者の観察では/láPkóPs1/ ‘lock (n)’である。ただし OKC［2013］は/lóPlóPs1/であると
かんがえている可能性がある。

注65 {-in’}とすべきものが誤記されている。
注66 /ph ı́N/が {phii:}と表記されている例が二例みられる。
注67 /suNNyá/ ‘zero’が {su nya}と表記される。対応するマルマ語/TuNNyǎ/は、ビルマ文字で
はsuF` {su N˜a}と表記される。OKCは、このビルマ文字表記に影響されているとおも
われる。

注68 OKC［2013］において/-eP/に対して {-e}と表記されるものは、動態述部標識の/=heP/

と条件をあらわす接続助詞/=neP/にかぎられる。
注69 OKC［2013］において/-éP/に対して {-e:}と表記されるものは、否定命令標識の/=NéP/

にかぎられる。



(11注70, 312), {-e} (35注71), {-aa} (362注72), {-en’} (47), {-an’} (372注73)

18. /-áiN/: {-eng’:} (—), {-eng’} (34), {-eM} (352, 373, 465, 473), {-eM:} (24, 312,

322, 332, 362, 37, 38, 40, 46), {-en’} (32, 35), {-en’:} (19, 34, 352, 372, 47)

19. /-oP/: {-ok’} (13, 22, 31, 352), {-o}注74 (31, 35, 37, 474), {-o#}注75 (46, 473)

20. /-óP/: {-ok’:} (—), {-ok’} (17, 334, 39), {-ot’} (332), {-o} (475)

21. /-oN/: {-ong’} (13, 372, 40), {-oM} (46)

22. /-óN/: {-ong’:} (342, 362, 39, 40, 462, 4711), {-ong’} (47)

23. /-1P/: {-Yk’} (—), {-Wuk’} (32)

24. /-ı́P/: {-Yk’:} (—), {-Yuk’} (31), {-Yuk’:} (31), {-Wuk’} (20), {-Wuk’:} (312)

25. /-1N/: {-Yng’} (—), {Wn’} (352), {-WuM} (22, 372)

26. /-ı́N/: {-Yng’:} (—), {-Wn’:} (7, 332), {-WuM} (39), {-WuM:} (39)

27. /-WP/: {-Wk’} (—), {-Y#} (464注76), {-ok’} (47), {-aa} (47注77)

28. /-ẂP/: {-Wk’:} (382)

29. /-WN/: {-Wng’} (—)

30. /-ẂN/: {-Wng’:} (—)
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新谷忠彦・Cao Caay Hän Maü（2000） 『シャン（Tay）語音韻論と文字法』v + 112pp.

東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所.

藤原敬介（2002a） 「言語民主主義から言語帝国主義へ―少数言語からみたバングラ
デシュの言語問題―」『社会言語学』2: 99–117.

藤原敬介（2002b） 「チャクマ文字の現在」『遡河』13: 20–24.

藤原敬介（2003） 「ムル人の文字」『遡河』14: 77–81.

藤原敬介（2008） 「チャック語の記述言語学的研究」京都大学大学院文学研究科博
士論文.

藤原敬介（2011） 「マルマ人の文字」『遡河』16: 67–73.

藤原敬介（2012） 「ルイ祖語の再構にむけて」『京都大学言語学研究』31: 25–131.

藤原敬介（2014） 「国際母語研究所」『遡河』17: 80–82.

藪　司郎（2001a） 「シャン文字」河野六郎・千野栄一・西田龍雄編『言語学大辞典
別巻世界文字辞典』488–494. 東京: 三省堂.

藪　司郎（2001b） 「チャクマ文字」河野六郎・千野栄一・西田龍雄編『言語学大辞
典別巻世界文字辞典』601–603. 東京: 三省堂.

藪　司郎（2001c） 「ピュー文字」河野六郎・千野栄一・西田龍雄編『言語学大辞典
別巻世界文字辞典』811–812. 東京: 三省堂.

藪　司郎（2001d） 「モン文字」河野六郎・千野栄一・西田龍雄編『言語学大辞典別
巻世界文字辞典』1049–1057. 東京: 三省堂.

藪　司郎（2001e） 「ルシャイ文字」河野六郎・千野栄一・西田龍雄編『言語学大辞
典別巻世界文字辞典』1134–1135. 東京: 三省堂.

【バングラ語文献】

aM KUAi cAk (Ong Khyaing Cak) (2013) (aAEnA+Ht˚H s˛Yn+MgAH). vi +

48pp.（出版社記載なし）
m+M n˚ Yc+M (Mong Nu Cing) (1998a) cAk gAn – ek / iv + 50pp. bAÅ+rbAn :

up+jAtIy+ sAMø˘Yt+k iÊYw+Yw+uw.

m+M n˚ Yc+M (Mong Nu Cing) (1998b) rAkAh˛ / viii + 38pp. bAÅ+rbAn : up+jAtIy+

sAMø˘Yt+k iÊYw+Yw+uw.

【ビルマ語文献】

TW`n’:erôKuiN¸ (Thun Shwe Khaing) (1988) r`KuiN¸eRm`Ak¸PYA:eds`mH` s`k¸tuiN¸:r`N¸:

sA:mYA:| x + 159pp. r`n’kun’ : c`c¸s`F¸etA’cAep/

注78 http://www.aa.tufs.ac.jp/˜sawadah/burroman.pdf（最終閲覧 2015年 9月 1日）



【その他の言語の文献】

Bernot, Lucien (1967) Les Cak: Contribution à l’étude ethnographique d’une
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Cak script: problems and proposals

HUZIWARA Keisuke

Abstract

The Cak script is a newly developed Indic script used for the Cak language (Luish group of

the Tibeto-Burman language family, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh). Ong Khyaing

Cak (2013) is a textbook of the Cak script and explains its fundamental system.

Although well designed overall, the current Cak writing system has several

shortcomings: (A) no independent letter for /v/, (B) unnecessary letters for the

non-phonemic elements such as the voiced aspirated consonants and the retroflexes, (C)

the arbitrary use of short and long vowel signs, (D) the frequent omission of high tone

marks in checked syllables, and (E) multiple ways to denote coda consonants.

This paper discusses these problems and proposes a revision of the Cak orthography.

Keywords: Cak language, Cak script, Indic script, writing system
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