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京都大学言語学研究

モーラン・カドゥー語音韻論の概要

藤原敬介

【要旨】本稿では、ビルマ・ザガイン管区・ピンレーブー郡区・モーラン村ではな

されるモーラン・カドゥー語について、音韻論の概要を報告する。調査の結果、

以下の諸点があきらかとなった。

1.モーラン・カドゥー語の音素は／p,p見b,t, t見d,C [t~] ，沙 [t砂］， j ［曲］， k,k見
g, ?,s,s凡~, z, h, m, n, ii [ni], JJ, 1, w, y [j]; a, i, u, e, £, o, :>, ;)/である。

2.高声調、中声調、低声調、下降（緊喉）声調の四声調が弁別的であるほ

か、固有の声調をもたない軽声がある。

3.セットー・カドゥー語と比較すると、有声阻害音が音素的になっている

点が特徴的である。

4.モーラン・カドゥー語の有声阻害音は、一般的には、ルイ祖語に推定され

る入破音に対応する閉鎖音に由来する。

5.低声調は、一般的には、高声調に後続する中声調が変調した結果、二次的

に発生したものである。

6.下降（緊喉）声調は、一般的には、中声調に後続する低声調が変調した結

果、二次的に発生したものである。

7.赤タイ語からの借用語については、赤タイ語の低声調は、モーラン・カ

ドゥー語でも低声調で借用される。

【キーワード】 モーラン・カドゥー語、チベット・ビルマ語派、ルイ語群、比較

言語学、赤タイ語

1 はじめに

1.1 モーラン・カドゥー語とは

モーラン・カドゥー語(MolangKadu)とは、ビルマ・ザガイン管区(SagaingDivision)・ 

ピンレーブー郡区（PinlebuTownship)・モーラン村 (Molang)を中心に周辺のミャ

ウッモー村 (Myau血 o)、タウンモー村 (Taungmo)など十ヵ村ほどではなされる言語

である。言語系統的には、チベット・ビルマ語派 (Tibeto-Burman)のルイ語群 (Luish

group)に属するカドゥー語 (Kadu:ISO 639-3 zkd)の変種である。 Eberhardet al. 

(eds.) [2018]によればカドゥー人の人口は 30000人である。このうちモーラン・カ

ドゥー語の話者は 5000人程度であると推定される。

カドゥー語には大別して三種の変種がある。すなわち、バマウッ郡区 (Banmauk

Township)ではなされるセットー・カドゥー語 (SettoKadu)、モークワン・カドゥー

語 (MokhwangKadu)、そしてピンレーブー郡区ではなされるモーラン・カドゥー語

である。モーラン・カドゥー語は、セットー・カドゥー語とよくにた言語であり、意
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思疎通に問題はない。しかし、モークワン・カドゥー語は、セットー・カドゥー語や

モーラン・カドゥー語と基礎語彙は共有するけれども、意思疎通はやや困難になる。

モーラン・カドゥー語地域は、西端のシュウェヘンダー村とコーター村ではビルマ人

との共住がすすみ、ビルマ語化が進行し、若年層ではカドゥー語が継承されなくなっ

てきている。しかし、他の地域では、日常的にモーラン・カドゥー語が使用されてい

る。ただし、それらの地域でも、モーラン・カドゥー語の話者は、ほぼ全員がビルマ語

との二言語使用者である。したがって、ビルマ語からの借用語が多用される。ビルマ

語からの借用語はもっばら内容語である。他方、赤タイ語 (RedShan, Tai Naing: ISO 

639-3 tjl)からの借用語もある。赤タイ語からの借用語では、内容語のみならず機能語

も散見される。しかし、モーラン・カドゥー語話者で赤タイ語にも堪能である人はい

ないとおもわれる。

モーラン・カドゥー語地域では、カドゥー語を表記する文字として作成された「ウル

シ文字」注1が子どもたちに対して教育されており、若年層は「ウルシ文字」で読み書

きができる。ウルシ文字表記によるカドゥー語の看板がミャウッモー村やタウンモー

村などにみられる。

1.2 先行研究

カドゥー語の研究といえば、実質的にはセットー・カドゥー語の研究であり、初期の

報告である Houghton[1893]やBrown[1920]、Grierson[ 1921]、文法を包括的に記

述した Sangdong[2012]、音韻論をあつかった KhinMoe Moe [2004]と藤原 [2013]

などがある。モークワン・カドゥー語については、ガナン語 (Ganan:ISO 639-3 zkn) 

をふくむカドゥー諸語 (Kadulanguages)における位置を考察した藤原 [2015]や、

モークワン・カドゥー語東部方言の音声学をあつかった藤原 [2019]がある。モーラ

ン・カドゥー語については基礎語彙を提示した Luce[1985, vol. II, Chart K & L]、初

歩的な音韻論をあつかった Huziwara[2019]、民話を報告した藤原 [2020]がある注20

汁1 「ウルシ」とはカドゥー語で「星」を意味する？ulufiに由来する。この文字を考案した

人の愛称が「星」であることから、考案した文字に「星」？ulufiと名づけたという。ウル

シ文字はインド系文字の一種であるといえる。カドゥー語を表記できるように工夫され

てはいるけれども、カドゥー語にある四種類の声調のすべてをかきわけることはできな

いようである。ウルシ文字による看板の写真が藤原 [2020:173]にみられる。

注2Luce [1985]はタウンモー村、 Huziwara[2019]はモーラン村、藤原 [2020]はミャウッ

モー村の変種をあつかう。三者の差異はわずかである。
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1.3 本稿であつかう資料について

本稿であつかう資料は、服部 [1957] をルイ語群調査用に改訂した 800語規模の語

彙調査票をもちいて、 2015年3月にピンレーブー郡区のモーラン村で 60代男性であ

るATさんからおしえていただいたものを基本とする。その後 2020年 3月にも追加

調査をおこなった。

2 音韻論の概要

本節ではモーラン・カドゥー語の音韻論の概要をあつかう。

2.1 音節構造

音節構造は (1)のとおりである。 Cは頭子音、 Gは介子音、 Vは母音、 Fは末子音

である。

(1) a. CV 

b. CGV 

C. CVF 

d. CGVF 

e. CVVF 

f. CGVVF 

2.2 音素

音素は (2)のとおりである。モーラン・カドゥー語の音素体系は、セットー・カ

ドゥー語のものと基本的にはおなじである。ただし、セットー・カドゥー語では音声

的には観察されるけれども音素的とはいえない有声阻害音が、モーラン・カドゥー語

では音素的になっている点にちがいがある注3。具体的には (2) にしめす音声があら

われる。

(2) a.頭子音 (C): /p, p見b,t, t見d,c [t~], ch [t炉］， j[di], k, k見g,?,s,s凡 ~'Z, h, 

m, n, fi. [nり， U,1, w, y [j]/ 
•介子音 (G) : /-y-, -w-/ 
•末子音 (F) : /-p, -t, -?, -m, -n, -u/ 

b.母音 (V): /a, i, u, e, r, o, :J, g/ 

注3モーラン・カドゥー語において有声阻害音が音素となっていることの具体例は（3)でし

めす。
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•二重母音：二重丹音は閉音節のみであらわれうる。具体的には/-ai?,

-aig, -au?, -aUIJ, -ei?, -eig, -ou?, -OUIJ／である注40

C. 声調：四声調（高声調 [H：二］、中声調 [M:＿］、低声調 [L：こ］、下降（緊

喉）声調 [F:／］)であり、固有の声調をもたない軽声として／a／がある。軽

声は開音節のみであらわれるけれども、語の最終音節にはあらわれない。

他の声調は、すべての音節構造であらわれうる。

2.3 語例

2.3.1 頭子音

頭子音について最小対語または準最小対語の例を (3)~ (5)にあげる注50

(3) a. p vs ph vs b 

pi=ma'fly=PRD'vs p犀 ma'kick=PRD'vsbi=ma'ride=PRD' 

b. t vs th vs d 

ti=ma'be.sweet=PRD'vs thi=ma'lave.water=PRD'vs di=ma'come=PRD' 

C. k vs kh vs g 

k:)=ma'call=PRD'vs kho'pigeon'(< B kho) vs gJbya、spade'(<B gうbya)

d. c vs ch vs j 

ci'dog'vs ?gchf'barking deer'vsいja、sugar'(<B ogd約

e. s vs sh vs z vs ~ vs h 

kgs紐 ＝ma'touch=PRD'vssham'three'vs zam注6、mirror'(cf.Shan tsamり

vs ~i~a'child'vs ha=ma'be.bitter=PRD' 

(4) m vs n vs IJ 注7

ma=ma'sell=PRD'vs kgna'ear'vs IJa'I' 

(5) w vs y 

wa?'pig'vs m初ya?'today'

注4藤原 [2013]ではセットー・カドゥー語で/-ai?,-aiJJ／を記述していない。だが、実際には

確認されている。

注5本稿でのビルマ語は MyanmarLanguage Commission (ed.) [1993]に依拠した SEALang

Library Burmese dictionary (http://www. sealang. net/burmese/）に準じる。

汁6 この語は赤タイ語からの借用語である。赤タイ語の形式は不明である。シャン語にお

ける同源形式を SaoTern Moeng [1995]に依拠する SEALangLibrary Shan dictionary 

(http://www.sealang.net/shan/）からあげる。

汁7I:ii／はビルマ語からの借用語でのみ確認されている： :iii-dg=ma'be.level-LINK=PRD'
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2.3.2 母音

母音について最小対語または準最小対語の例を (6) にあげる。

(6) a. a vs 1 vs u 

ba=ma'spill.out=PRD'vs pi=ma'be.smooth=PRD'vs pu=ma 

'appear=PRD' 

b. e vs r 

?gte'elder sister'vs dt=ma'wait=PRD' 

C. 0 VS:> 

?}恥＝wa'NEG-not.exist=NEG'vsp?l叫 iIJ'widower'

2.3.3 末子音

末子音について最小対語または準最小対語の例を (7) にあげる。

(7) a. -p vs -t vs-? 

kap=ma'peel=PRD'vs kat=na'run=PRD'vs ka?=ma'wear.turban=PRD' 

b. -m vs -n vs -1] 

k細 ‘cup'vskan=na'bite=PRD'VS k句＝ma'erect(vi)=PRD'

2.3.4 声調

声調について最小対語または準最小対語の例を (8) にあげる。

(8) a. H vs M vs L 

K年＝ma 、shoot=PRD'vs kap=ma'peel=PRD'vs kap=ma 

'prepare(food)=PRD' 

b. H vs M vs L vs F 

2.4 連声

kgna'ear'vs mat=na'forget=PRD'vs shut=na'burn(vt)=PRD'vs sit=na 

'be.few=PRD' (sit=naも可）

モーラン・カドゥー語の機能語には、先行する音声に初頭音が同化するものがおお

い。現在までに確認されている同化の概要は表 lにしめすとおりである注80

注8モーラン・カドゥー語の連声は、セットー・カドゥー語の連声とほぼおなじである。本稿

では藤原 [2013:12]の記述に準じて子音の連声についてのみ記述する。
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•一番上の欄は先行する語の末尾音をしめす。

•同化の種類は大別して (9) ~ (12) にしめす 4種類である。

•例文番号の右側には、実際にあらわれる子音をしめす。 O—となっているところ

は、先行する語末の母音に直接つながることをしめす。

• -e や—O は語例が非常にすくないので、表にいれていない。ただし、少数の語例

から判断するかぎりでは、該当する例があるばあいには、—c や—3 のばあいとお

なじように同化することが予想される。

-p -t -? -m -n -IJ -1. , -E 

(9) m- n- m- m- n- m- m-

(10) K凡 kh- kh- h- h- h- h-

(11) m- n- ?- m- n- IJ- y-

(12) m- n- ?- m- n- り一

表 l モーラン・カドゥー語の連声

連声の具体例を (9)~ (12) にあげる。

(9) -p, ?, m, IJ, i, £,a,::>, u/t, n: 

=ma/na'=PRD' 

(10) -m, n, IJ, i, £,a,::>, u/p, t, ?: 

-haIJ/khaIJ'-again' 

(11) -p, m/t, n/IJ/?, a/i, r/::>, u/a注9:

-maIJ / naIJ / IJ叩/?aIJ/yaIJ/waIJ/IJ'-CMPL'

(12) -p, m/t, n/IJ/?, a/r/::>/u/i: 

-miIJ / niIJ / IJiIJ / ?iIJ / aiIJ注10/waiIJ注11/wiIJ/IJ'-VEN' 

3 通時的考察

-a 

m-

h-

0-

0-

本節ではモーラン・カドゥー語の音韻論を通時的に考察する。

-3 -u 

m- m-

h- h-

w- w-

w- w-

汁9-aにおわる動詞に後続する助詞類においては、助動詞の母音があらわれなくなる。

注10たとえばer'recite'に後続すると、全体としては caiJJ'recite.VEN'になる。

汁IIたとえば叩 ‘say'に後続すると、全体としては JJ:S-waiJJ'say.VEN'となる。
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3.1 有声阻害音

セットー・カドゥー語では、有声阻害音は一般に音素的ではない (Sangdong[2012]、

藤原 [2013]）。対応する無声阻害音の異音としてのみあらわれる。しかし、モーラン・

カドゥー語では音素的である注12。モーラン・カドゥー語の有声阻害音を通時的に観

察すると、以下にのべる環境であらわれていることがわかる注130 

3.1.1 母音間

ルイ祖語の無声阻害音は、モーラン・カドゥー語では母音間で有声阻害音であらわ

れる傾向にある注14。特にビルマ語からの借用語で顕著である。 (13)に例をあげる。

(13) a.？ふbo=wa、NEG-exist=NEG.PRD'cf.Setto ?g-po=wa, Ganan？吋po

b. tgbau?=ma、speak=PRD'cf.Setto tgpau?=ma, Ganan tgpau?=ma 

C. y:Sga'disease'< B y:S g砂 15

3.1.2 ルイ祖語における入破音と関連する問題

モーラン・カドゥー語においては、有声阻害音は語頭においてもきかれうる。その

ような場合、概していえば、チャック語やルイ祖語における入破音が関係している。

(14)は両唇入破音にかかわる例である。モーラン・カドゥー語の／b/が、セットー・カ

ドゥー語では／p/、モークワン・カドゥー語とガナン語では／m/、チャック語では／6／‘

ルイ祖語では＊6で対応している。

(14) a. b紅wt'rain(n)'cf. Setto p紅wt,Mokhwang mau?we, Ganan m紅we,Cak 

紐？ ‘sprinklewater'; PLu *6紐

b. kgbr'goat'cf. Setto kgpr, Ganan kgpr(?), Cak kg6i?; PLu *kH-6(i/e)-k注16

c. ?gbu、fishsauce'cf. Setto ?gpu, Mokhwang ?gmu, Ganan ?apmu, Cak ?a6u; 

PLu *a-6u 

d. kgbu=ma'be.rotten=PRD'cf. Setto kgpu=ma, Mokhwang kgmu=ma, Ganan 

mu=ma, Cak 6u; PLu *6u 

注12モークワン・カドゥー語東部方言でも有声阻害音は音素的である。ただしモーラン・カ

ドゥー語とは来源がことなる場合がある。詳細は藤原 [2019]を参照。

注13以下にのべるように、モーラン・カドゥー語では／b,d, j, g, z／が音素的である。ただし、

/j, g／については本来語で語頭にあらわれる例が未確認である。

汁14セットー・カドゥー語でも、母音間においては、音声的には有声阻害音がきかれうる。

注15この語はセットー・カドゥー語では／y:Ska/[j:Ska J ~ [j:Sga Jとなる。

汁16H は高声調の要素であることをあらわす。
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e. bet=na'fish(v)'cf. Setto pet=na, Mokhwang met=na, Ganan mrt=na, Cak 

恥 PLu*6e-t注17

f. bau?b::>~i'eggplant'cf. Setto pau?p::>~i, Ganan mou?m函 i,Cak 6g?6gsi; PLu 

*6ok 

g. shgb:St'foam, bubble'cf. Setto shgp:St, Mokhwang shgm:St, Ganan shgp叩 18,

Cak ?asg66?; PLu *66k 

h. trt-bu=ma'hear=PRD'cf. Setto trt-pu=ma, Ganan tatrnu=ma, Cak 60'can'; 

PLu *6(0/u) 

(15) は、一例だけであるけれども、歯入破音にかかわる例である。モーラン・カ

ドゥー語の/d/が、セットー・カドゥー語では/t/、モークワン・カドゥー語とガナン語

では/1/、チャック語では/cf/、ルイ祖語では＊dで対応している。

(15) dep=ma'wrap=PRD'cf. Setto tep=ma, Mokhwang lep=ma, Ganan lrp=ma, Cak 

cfi?; PLu *cf(i/e)p 

対応するチャック語の形式が不明であっても、モーラン・カドゥー語の/b／がセッ

トー・カドゥー語では／p/、モークワン・カドゥー語とガナン語では/m／で対応してい

るような例は、ルイ祖語の段階では＊6であったことを示唆する。 (16)に例をしめす。

(16) a. ba?k:Sp'ladle'cf. Setto pgk:Sp, Mokhwang mau閑 a,Ganan ma?sha 

b. b紅＝ma'be.wide=PRD'cf.Setto p紅＝ma,Ganan ma?=ma 

c. baUIJ屈 ‘basket'cf.Setto p四ka,Mokhwang m四ka,Gananm徊 ka

d. t:;>bu'blancket'cf. Setto t:;>pu, Mokhwangはmu,Ganan tu?mu 

e. bunshun'straw'cf. Setto punshUIJ, Mokhwang ?agpunshun注19

f. bglan'middle'cf. Setto p湿 n注20,Mokhwang mg lag, Ganan mgl釦

ただし、 (17)にしめす一例のみであるけれども、モーラン・カドゥー語で／b/、セッ

トー・カドゥー語で／p/、モークワン・カドゥー語とガナン語では／m／で対応する例が、

注17査読者 Bの指摘によると、シャン語met4と閲係している可能性がある。しかし、シャン

語からの借用語ならば借用語動詞のつなぎ標識である—fa'-LINK' が (34e) や (35a) と

同様にあらわれて、全体しては bet-fa=na'fish(v)-LINK=PRD'のようになるはずである。

だが、実際にはそうなっていない。したがって、本来語であるとかんがえられる。

注18ルイ祖語の＊6はガナン語では一般に mで対応する。ただし、この例のように pで対応す

ることもある。

汁19この例ではモークワン・カドゥー語が例外的に pで対応している。

注20藤原 [2013]ではセットー・カドゥー語に plをみとめていた。しかし、音韻論的には pal-

と解釈することにした。
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チャック語では／m／で対応しているものが確認されている。したがって、 (16) にしめ

した例のすべてがルイ祖語で入破音に由来するかどうかは不明である。

(17) ba=ma'spill.out=PRD'cf. Setto pa=ma, Mokhwang ma=ma, Ganan ma=ma, 

Cakma 

また、同源形式がほぼ不明であるものとして (18)にあげる例がある。

(18) a. bi=ma'ride=PRD'cf. Setto pi=ma 

b. bilu~i'orange' 

(19) にしめす二例については、モーラン・カドゥー語の/d/がセットー・カドゥー

語で／t/、モークワン・カドゥー語とガナン語では／l／で対応する。

(19) a. M=ma'wait=PRD'cf. Setto tt=ma, Mokhwang lt=ma, Ganan le=ma; 

cf. Cak le 

b. kgd血＝ma'be.beautiful=PRD'cf.Setto kgtam=ma, Mokhwang, Ganan 

kgl血＝m釦cf.Cak kgn句

モーラン・カドゥー語における語頭の/d／は、（20)にしめすように、他の対応であ

らわれることもある。

(20) a. du=ma'carry.on.the.head=PRD'cf. Mokhwang tu=ma, Cak to 

b. du=ma'use.a.walking.stick=PRD'cf. Setto tu=ma, Mokhwang tu=ma, 

Ganan tu=ma, Cak IDOIJd6'stick' 

c. di=ma'come=PRD'cf. Setto li=ma, Mokhwang li=ma, Ganan li=ma 

(21)にしめす一例だけであるけれども、語頭で／z／があらわれる本来語の例も確認

されている。

(21) hgmou? zihap=ma'sky lightning.occur=PRD'cf. Setto hgmou? sihap=ma, 

Mokhwang hgmou? ~ap=ma 注21

叩 l¢apはsihapが縮約した形式であるとおもわれる。
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3.1.3 借用語

ビルマ語からの借用語は、ビルマ語で有声阻害音があれば、モーラン・カドゥー語

でも有声阻害音として借用される注22。(22)に例をあげる。

(22) a. ze'bazar'< B zei 

b. g::>bya、spade'<B 93 bya 

C. b血.gbig'pants'<B b的 bi

d. b:Spi:n'pen; ballpoint pen'< B b:S pi注23< Eng. 

e. t堀 'sugar'<B ogd3a 

f. sもza'sweets'<? + B (0gyei)za注24

赤タイ語からの借用語について、 (23)にしめす一例だけであるけれども、語頭で有

声阻害音があらわれている例がある。

(23) z血 ‘mirror'cf.Shan tsam3 

3.2 声調

3.2.1 低声調

共時的にみると、原則として、低声調は高声調のあとであらわれる。

(24) a. mi?tu'eye'< mi?'eye'+ tu'seed' 

b. pu?m誼ku'ribbone'< pu?'belly'+ ma?ku'bone' 

C. pu?khi'stomach'< pu?'belly'＋沙i'feces'cf.Setto pu?chi, Ganan pu?k喩

d. ?usi?sha'bird' 

e. m句ya?'day'

共時的にみると、接頭辞のあとで低声調があらわれる例が多数みられる。 (25)は身

体部位、 (26)は動物名、 (27)は動詞、 (28)はその他の例である。いずれの例につい

ても、通時的にみれば、接頭辞が本来的には高声調と関連しているとおもわれる注250

注22セットー・カドゥー語では、ビルマ語からの借用語で有声阻害音に由来するものは、対応

する無声阻害音でも発音される。しかし、モーラン・カドゥー語では、常に有声阻害音で

ある。

注23SEALang Library Burmese dictionaryには登録されていない。ここでは推測される音声表

記をあげた。

汁24zaの部分は「たべもの」をあらわす。

注25これらの接頭辞が本来的に高声調であったことをしめす、独立した証拠は確認されてい

ない。
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(25) a. ?;::,s怜n'heart'cf.Ganan shtn 

b. ?;::,ha'jaw' 

c. k;::,tu'forehead' 

d. k;::,お ‘neck'

e. k;::,tou?'nape' 

f. k;::,p3ti'scrotum' 

h g. sn;::,na'nose' 

h. sh;::,tt'lip' 

i. sh;::,pa'cheek' 

j. l;::,p初 ‘cheek'注26

(26) a. k;::,toUIJ'insect' 

b. k;::,shap'bear'cf. Cak k;::,sa? 

C. k;::,yu'mouse' 

d. k;::,tu'porcupine'cf. Ganan k;::,tu? 

e. k;::,tbUIJ'maggot' 

f. k;::,shou?'frog'cf. Cak k;::,su? 

g. fame'deer' 

h.いlep'turtle'

i. faha'red ant' 

(27) a. ?;::,tha?=ma'be.ugly=PRD' 

b. ?;::,sa?=ma'be.hard=PRD'cf. STEDT #186 PTB *tsak-t HARD/ SOLID 

C. k;::,t血＝ma'be.beautiful=PRD'

d. k;::,呵＝ma'find=PRD'

e. k;::,ton=na'break=PRD' 

f. k;::,y如 ma'disappear=PRD'

g. k;::,y3=na'mix=PRD' 

h. s;::,nat=na'choke=PRD' 

i. s;::,lep=ma注27'dislike=PRD'

j. sh;::,fa=ma注28、be.rough=PRD'

汁26 (25i) と（25j)は同義語である。

汁27ガナン語の形式がsrp=maなので、モーラン・カドゥー語の 1は接中辞である可能性があ

る。したがって、 S;;J-の部分は接頭辞とはいえないかもしれない。

汁28対応するガナン語の形式は未確認であるけれども、 1が接中辞であるとしたら、 S;;J-の部分
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k. Shdnan=na'rob=PRD' 

(28) a. ng~l'younger brother'cf. Cak ?anesi 

b. hgmou?'sky'cf. STEDT #2473 PTB *r-mgw SKY/ HEAVENS I CLOUDS 

C. ?gs怜i?'master'

共時的にみて語頭で低声調があらわれているとき、通時的には高声調にかかわる接

頭辞が先行していたことを示唆する。 (29)に例をあげる。いずれの例も、他言語と比

較すると、接頭辞がある。

(29) a. IJa?=ma'drive=PRD'cf. Cak rgna?'chase; drive' 

b. ta?=ma'lick=PRD'cf. Cak ?ata?; STEDT #629 PTB *m/s/g-lyak LICK/ 

TONGUE 

c. tu=ma'sprout=PRD'cf. Cak ?atvu 

d. n畑＝na'wipe=PRD'cf.STEDT #2512 PTB *s-nu(l/r) RUB AGAINST / 

GRAZE/TOUCH 

e. nt'taro'cf. STEDT #5598 PTB *m-n(w)ay YAM/ TARO 

f. mう‘waterleech'cf. Written Burmese hmo < *s-mo 

g. laIJ'body'cf. STEDT #1801 PTB *s-lwaIJ BODY/ CORPSE/ DISCARDED 

OBJECT 

h. sa?=ma'fear=PRD'cf. Mokhwang kgsau?=ma, Ganan kgs誼＝ma,Cak 

?aca? 

i. hgl誼， h誼 ‘branch'cf.Cak ?aha?, STEDT #1278 PTB *s-ka(:)k FORK / 

BRANCH/CROTCH 

j. wat'land leech'cf. STEDT #2555 PTB *k-r-pwat LEECH 

以上より、モーラン・カドゥー語における低声調は、高声調に後続する中声調が変

調した結果、二次的に生じたものであると推定される。

3.2.2 下降（緊喉）声調

共時的にみれば、原則として、下降（緊喉）声調は中声調のあとであらわれる。 (30)

に例をあげる。

(30) a. sha? shan=na'breath=PRD' 

b. ?is:;i'woman' 

は接頭辞とはいえないかもしれない。
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c. loUIJk8~i'stone' 

d. cinu'earthworm'cf. Mokhwang cinu 

(31)にしめすように、下降（緊喉）声調は、低声調が中声調のあとで変調した結果

生じたものである。

(31) a. ka nop=ma'burry=PRD'< ka'earth'+ nop=ma'burry=PRD' 

b. takgtou?'ankle'< ta'foot'+ kgtou?'nape' 

C.回 nut=na'whet=PRD'<taり‘knife'+nut=na'whet'注29

d. yu-ni=ma'hate=PRD'< yu'watch'+ ni'be.lazy' 

下降（緊喉）声調は、ビルマ語で下降（緊喉）声調であるものが借用された結果あ

らわれることもある注300

(32) my6'city'< B myg 

3.2.3 不規則な声調対応

ルイ諸語の声調対応は概して規則的である。すなわち、チャック語の高声調は（モー

ラン・）カドゥー語注31でもガナン語でも高声調で対応し、チャック語の低声調は

（モーラン・）カドゥー語でもガナン語でも中声調で対応するのが原則である。チャッ

ク語の低声調が（モーラン・）カドゥー語やガナン語で低声調で対応するのは、高声

調に後続する中声調が変調しているときというのが原則である。

通時的にみれば、ルイ祖語の高声調は（モーラン・）カドゥー語でも高声調で対応

する。ルイ祖語の低声調は、（モーラン・）カドゥー語では、原則としては、中声調で

対応する。ただし、ルイ祖語の高声調に後続するばあいには、ルイ祖語の低声調は、

（モーラン・）カドゥー語では低声調で対応する。

しかし、 (33)にしめすような不規則な声調対応も散見される。原因は不明である。

(33) a. ?gwa'father'cf. Ganan ?gwa, Cak ?ava 

b. kam'cup'cf. Ganan kam 

C. kうham'otter'cf.Ganan k:Sham 

d. faha、right'cf.Ganan tgkha 

e.飩ig=ma'be.deep=PRD'cf.Mokhwang theig=ma 

汁29本来 MHMの連続であるものは、 MHLと変調し、最終的には MMFとなる傾向にある。

汁30ビルマ語の下降（緊喉）声調は、セットー・カドゥー語では高声調で借用されるのが一般

的である。

汁31 カドゥー語一般にあてはまる規則なので「（モーラン．）カドゥー語」と表記している。



60

藤 原 敬 介

f. sとt=na'urinate=PRD'cf.Mokhwang sit=na, Ganan srt=na 

3.2.4 借用語の低声調

（モーラン・）カドゥー語には赤タイ語からの借用語が散見される。赤タイ語の資料

はかぎられているけれども、同系のシャン語については豊富である。 Gedney[1972]を

もちいて赤タイ語とシャン語の声調対応を表 2にしめす。表中、たとえば ‘TN1/TL2'

とあるのは、赤タイ語 (TN)で第 1声調であるものが、シャン語 (TL)では第 2声調

で対応している、ということをしめす注320

A B C D-long D-short 

無声有気 TNlパLl TN3/TL2 TN2/TL3 TN3/TL4 TN3パL2

無声無気 TN4パLl TN3/TL2 TN2/TL3 TN3/TL4 TN3パL2

声門 TN4パLl TN3/TL2 TN2/TL3 TN3/TL4 TN3パL2

有声 TN4パL4 TN2パL3 TN2バL5 TN2/TL5 TN2パL3

表2 赤タイ語とシャン語の声調対応

シャン語の第 3声調（中声調）は赤タイ語では第 2声調（低声調）で対応し、（モー

ラン・）カドゥー語でも低声調で対応するのが通則である。 (34)に例をあげる。

(34) a. ?gs怜i~'intestine'< Shan shaj3 cf. Ganan s怜

b. k四 ‘nine'<Shan kaw3 

C. pou?kha'forest'< ? + Shan khy4 

d. p?lrn細 ‘widower'<Shan p33 rnaaj3 cf. Setto p?lrnai~注 33

e. p?lt-fa=rna、rub-LINK=PRD'<Shan p面

f. rnrsa叫 ‘rnother-in-law'<Shan rn砂tsaw3

g. Illflll細 ‘widow'<Shan rn砂rnaaj3cf. Setto rnern画

h. lou?l血 ‘nephew;niece'< Shan luk3'child'+ laan1'nephew; niece' 

i. lou?khwe'son-in-law'< Shan luk3帖ojl注34

注32数字と声調の対応は次のとおりである。シャン語 1:上昇、 2:低、 3:中、 4:高、 5:下降。

赤タイ語 1:上昇、 2:低、 3:中～高、 4:下降。

注33(29d)と(29g)の後半にあらわれる m細の声調は、対応が不規則である。ただし、セッ

トー・カドゥー語では、規則的に低声調である。

汁34SEALang Library Shan dictionaryでは khojに声調がついていない。ただし、つづり字か

ら判断すると第 1声調である。シャン語の第 1声調は赤タイ語では第 1声調または第 4

声調で対応する。赤タイ語の第4声調は、 (34c)にしめすように（モーラン・）カドゥー

語では高声調で対応する。したがって、この例は規則的な声調対応をしめしている。
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j. shasha'slowly'< Shan sham2 sham2注35

k. z血 ‘mirror'<Shan tsam3 

1. za叩 ‘God'<Shan tsaw3'lord' 

m. ha、five'<Shan haa3 

n. h如JJhr'corn'<Shank％炉 kh茫

シャン語の第 5声調（下降声調）、すなわち赤タイ語の第 2声調（低声調）が、（モー

ラン・）カドゥー語で低声調で対応することもある。 (35)に例をあげる。

(35) a. ptt-t~=ma'lie-LINK=PRD'< Shan p面

b. hau?'fence'< Shan h炉（？）

ビルマ語からの借用語については、 (36a)にしめすように高声調は高声調、 (36b)

にしめすように低声調は中声調で借用されるのが通則である。しかし、 (36c)にしめ

すように、高声調に後続する低声調は、（モーラン・）カドゥー語の規則により、低声

調となる。

(36) a. ka'car'< B ka < Eng. 

b. yanshu'enemy'< By£ ou 

C. ?;Sz郎i'custardapple'< B ;S za'custard apple'+ ~g~i'fruit' 

3.2.5 語源不明のもの

語源不明ながら語頭で低声調があらわれるものもある。 (37)のようなものが確認さ

れている。

(37) a. ?a叫 ‘mother'

b. ka=ma'show=PRD' 

c. map=ma'scold=PRD' 

d. ni=ma'be.lazy=PRD' 

e. nu=ma'swing=PRD' 

f. mt=ma'pick.up=PRD' 

g. mu=ma'be.mad=PRD' 

汁35このシャン語の形式は査読者 Aの教示による。また、査読者 Aの教示によるとタイ・

ルー語 (TaiLue: ISO 639-3 khb)のcaa6'slow'[Hanna2012: 121]に形式的によく対応

する。なお、（モーラン．）カドゥー語の就aは副詞形成語尾である。
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h. kgl油注36 sヽtalk'

4 おわりに

以上、本稿ではモーラン・カドゥー語の音韻論について概要をしめした。その結果、

(38)にあげる諸点があきらかとなった。

(38) a.モーラン・カドゥー語の音韻論は、セットー・カドゥー語とほぼおなじと

いってよい。

b.ただし、セットー・カドゥー語やモークワン・カドゥー語などでは音素的

ではない有声阻害音が音素的となっている点がことなる。

C. 有声阻害音は、基本的には、ルイ祖語の入破音に由来する。

特に声調については、セットー・カドゥー語と同様に、 (39)にあげる諸点が確認さ

れた。

(39) a.低声調は、基本的には、高声調に後続する中声調が変調することにより、ニ

次的に発生したものである。

b.語頭で低声調があらわれるのは、基本的には、高声調要素をもつ接頭辞が

かつては存在していたばあいであると推定される。

C. 下降（緊喉）声調は、基本的には、中声調に後続する低声調が変調すること

により、二次的に発生したものである。

d.赤タイ語からの借用語で低声調があらわれるのは、赤タイ語でも低声調の

語が借用されたときである。

記号・略号一覧

/X/ Xは音素表記

X<Y XはYに由来する

B ビルマ語 (MyanmarLanguage Commission [1993]) 

Cak チャック語 (Huziwara[2016]) 

CMPL (CoMPLetive) 完遂

Eng. 英語

Ganan ガナン語（筆者による一次資料）

LINK (LINKer) 借用語動詞のつなぎ小辞

汁361は接中辞である。
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Abstract 

モーラン・カドゥー語音韻論の概要

An overview of Molang Kadu phonology 

HUZIWARA Keisuke 

This paper aims to give an overview of Molang Kadu phonology. Molang Kadu is a 

member of the Luish group of Tibeto-Burman spoken in Molang region of Pinlebu Town-

ship, Sagaing Division, Burma. 

The findings in this research can be summarised as follows. 

1. Following phonemes can be postulated in Molang Kadu: /p, p凡b,t, t凡d,C [t~], 

茫[t他］，j［叫 k,k見g,?,s,s凡 ~'z, h, m, n, ft [nり，IJ,1, w, y [j]; a, i, u, e, e, o, :l, g/ 
2. There are four distinctive tones: high, mid, low, and falling (creaky) in addition to 

an atonic schwa. 

3. Compared with Setto Kadu, it is characteristic that voiced obstruents are phonemic. 

4. Voiced obstruents of Molang Kadu are generally derived from corresponding 

implosive stops reconstructed for Proto-Luish. 

5. A low tone is generally a result of the tonal alternation of a mid tone into a low 

tone after a high tone. 

6. A falling (creaky) tone is typically a secondary result of the tonal alternation of a 

low tone into a falling (creaky) tone after a mid tone. 

7. For words borrowed from Red Shan (Tai Naing), a low tone of Red Shan (Tai 

N aing) corresponds to a low tone in Molang Kadu. 

Keywords: Molang Kadu, Tibeto-Burman, Luish, comparative linguistics, Red Shan (Tai 

Naing) 
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