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京都大学言語学研究

アタヤル語群の「酒」と「器具を洗う」のつながり

落合いずみ

【要旨】オーストロネシア語族アタヤル語群（アタヤル語とセデック語）におい

て、「酒」が「器具を洗う」から派生された可能性を示す。セデック語の「酒」

sinawは、「器具を洗う」 sinawと同形である。アタヤル語の「酒」 quawは、「器

具を洗う」 quaxに酷似する（しかも語末 w とxは同一音素に遡る）。セデック

語とアタヤル語のそれぞれの「酒」の形式は同源と見なすことはできないが、そ

れぞれの「酒」の形式は、それぞれの言語における「器具を洗う」と同形と見なせ

る。さらに、セデック語の「器具を洗う」は、オーストロネシア祖語の＊Sifiaw

に遡る。そのためセデック語においては「器具を洗う」が先で、「酒」はその語

根を転用したのだろう。この「器具を洗う」から「酒」への転用が、アタヤル語

にも起こったのではないか。オーストロネシア祖語に「酒」が再建され得ないこ

とも、「酒」が後に創られた形式であることを支持する。＊

【キーワード】アタヤル語，セデック語，酒，器具を洗う，森丑之助

1 はじめに

本稿はオーストロネシア語族のアタヤル語群を扱う。アタヤル語群は台湾オースト

ロネシア諸語に含まれる言語群である。台湾オーストロネシア諸語とは、台湾先住民

族によって話される、或は話されていたオーストロネシア語族に属する諸言語のこと

である。山地では現在も話されている言語が多いが、平地では漠民族化により現在で

は話されなくなった言語もある。台湾オーストロネシア諸語にはアタヤル語、セデッ

ク語、サイシャット語、ツォウ語、カナカナブ語、サアロア語、アミ語、バサイ語、ブ

ヌン語、ルカイ語、カバラン語、パゼッヘ語、サオ語、パイワン語、プユマ語、バブ

ザ語、パポラ語、ホアニャ語、シラヤ語などの言語が含まれる。なお、台湾の離島で

ある蘭嶼で話されるヤミ語もオーストロネシア語族に属するが、これは台湾オースト

ロネシア諸語には含めず、オーストロネシア語族マラヨ・ポリネシア語群に含める。

Blust (1999)によると、オーストロネシア祖語は 10の言語群に分岐する。その中の

九つが台湾オーストロネシア諸語である。のこりの一つがマラヨ・ポリネシア語群で

＊本稿は北海道方言研究会第 230回例会 (2021年 1月23日，オンライン）における研究発表

に基づく。助言をくださった方々に感謝する。狙し本稿の不備は執筆者の責任である。
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ある。 つまり、台湾オーストロネシア諸語のデータはオーストロネシア祖語の再建に

とって重要な役割を果たす。

図 1
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台湾オーストロネシア

諸語における「酒」

2
 

台湾オーストロネシア諸語にお

巳ヤミ語 ける「酒」の形式を表 1にまとめ

た汽表 1におけるバブザ語以下

の言語はすでに消滅した言語であ

これらの形式が記録されたのる。

は数百年から百年ほど前のことで

あり、表記は言語学的な正確さに欠ける場合が多いことに留意されたい。形式は実に

多種多様である。 同源と見なせる形式はほとんど見当たらない。

かろうじて、パイワン語とルカイ語における「酒」の形式 vava、vawa（パイワン語）

1この方言の分類は小川・浅井 (1935:21, 559)に基づく。また、本稿におけるアタヤル語と

セデック語のデータについて，特に引用の情報が無い場合は執筆者のフィールド調査による。

その場合、アタヤル語はスコレック方言、セデック語はパラン方言である。

2それぞれの言語におけるデータの出典は以下の通りである。アタヤル語 (Egerod1980: 

543)、セデック語 (Rakaw他 2006:757-756)、サイシャット語（原住民族委員會 2013)、

パイワン語・ルカイ語・プユマ語・アミ語・ブヌン語・ツォウ語・カナカナブ語・サアロア

語（小JII．浅井 1935:付録 28）、カバラン語 (Ferrell1969: 269)、バブザ語 (Ogawa2003: 

118）、シラヤ語（小川 2006:280-281)、サオ語（新居田 2018:118)、パゼッヘ語 (Liand 

Tsuchida 2001: 131)、パポラ語・ホアニャ語 (Tsuchida1982: 77)。
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とbava、bawa（ルカイ語）は同源語の関係にあるだろうと判断できる。但しこれらは

一方から他方への形式の借用の可能性もある。

さらに、パポラ語とホアニャ語ににおける「酒」の形式 vura、bula、wura（パポラ

語） とbuba、wuha、guhha（ホアニャ語）も同源語の関係にあるだろうと判断でき

るが、同様に一方から他方への形式の借用の可能性もある。

カナカナブ語とサアロア語の形式も類似しているように見受けられる。これらが同

源であることについては以下で論じる。

つまるところ、台湾オーストロネシア諸語における「酒」を表す形式は多様すぎて

祖形を再建できないのである。事実、オーストロネシア祖語並びにその下位の語群の

祖語を再建した語彙集である Blustand Trussel (2010)においても、オーストロネシ

ア祖語に「酒」の項目は見当たらない。このことから、原初オーストロネシア民族に

とって「酒」は縁のない飲料であったらしいことがわかる。

表 1：台湾オーストロネシア諸語の「酒」

アタヤル語 quaw カナカナブ語 pa?i知i

セデック語 sm. aw サアロア語 mapa知i

サイシャット語3 pinob釦：叫h,4 pinosakan カバラン語 ya?ak 

パイワン語 vava, vawa バブザ語

゜ルカイ語 bava, bawa シラヤ語 it 

プユマ語 kota, ?rao サオ語 qila 

アヽ ミ韮日口 ?pah パゼッヘ語 inusat 

ブヌン語 dabus パポラ語 vura, bula, wura 

ツォウ語 rem1．, J．em1 ． ホアニャ語 buha, wuha, guhha 

そのため、「酒」の形式は他民族の語から導人されたか、それぞれの台湾オーストロ

ネシア諸語内に固有の語を巷に創られたはずである。後者に関連して、表 1の「酒」の

形式の中には、その語源を固有語の中に求めることができるものがある。サイシャッ

ト語、ブヌン語、カナカナブ語、サアロア語の形式である。

サイシャット語に二つある「酒」の形式の中、 pinob犯初hの方は、 b紀初h「木炭」か

ら派生された語である凡「酒」の形式において語根 bぉ：ぉh「木炭」に前接している要

3サイシャット語の「酒」を表す二つの語について、 pinobぉ：ぉhの語根 bぉ：ぉhは名詞である

が、 pinosakanの語根 sakanは動詞である点が異なる。
4 この形式中の「：」は長母音を表す。

5サイシャット語における「木炭」の形式は原住民族委員會 (2013) を参照した。
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素 pino—は、接頭辞 po—と接中辞<in>に分節できる。 Zeitoun 他 (2015: 248, 428) 

によると po—は使役を表す接頭辞尺 <in>は過去時制・非動作主態を表す接中辞であ

る。そのため「酒」は、 p<in>o-b犯初hと分節される。その語源を基に意味を捉えな

おすならば「木炭化されたもの」とでもなるだろうか。森 (1917:217)によると、ア

タヤル族の萬大集落における醸造の工程では煤を混ぜる (5節に引用）。このことか

ら、サイシャット族も古くは醸造の工程で木炭を混ぜていたことが想像される。しか

も、アタヤル族萬大方言における「酒」は Ferrell(1969: 269)において、？avu'と報

告されている。これは管見の限り、アタヤル族の他の集落では見られず、萬大集落の

みに見られる形式である7。Blustand Trussel (2010)ではオーストロネシア祖語に

*qabu「灰、燃えがら、粉」と再建されている。アタヤル族萬大方言では本来の「灰」

の意味が「酒」の意味に代わっている。

サイシャット語にもうひとつある「酒」の形式 pinosakanにも、上述の前節要素で

ある p<in>o—が見られる。この語の語根は動詞 sakan 「醸す」である凡その語源を

巷に意味を捉えなおすならば「醸されたもの」となる。

ブヌン語の「酒」の形式 dabusは、「甘い」という意味の語 ma-dabusとの関連が

明らかである巴「甘い」の方は、その語根 dabusに対し、動詞であることを示す接頭

辞 ma—が付されている。「酒」の場合は、「甘い」の語根 dabus が、「酒」の意味とし

て転用されるに至ったものだろう。または逆の説明も考えられるだろう。つまり、先

に dabus 「酒」という名詞があり、これに対し静態動詞を表す接頭辞 ma—が付いて、

ma-dabus「甘い」が派生されたという可能性である。「酒」が先か「甘い」が先かは

決定できないが、両者は派生関係にある 100

カナカナブ語の形式、 pa?i屈も上記のブヌン語のように、味覚に関する語と派生関

係にある。ブヌン語の場合は「甘い」と関連していたが、カナカナブ語の場合は「酸っ

6ただし、 Zeitoun他 (2015:428) において、使役を表す一般的な接頭辞は pa—である。一方
po—も使役を表すが、移動に関わる語に付くらしい。なぜ一般的な pa,- ではなく po—が使わ

れるのかは不明である。

7馬淵 (1954:131-132)は、萬大集落には異民族が混入しているらしいことを述べている。

8サイシャット語における「醗す」の形式は原住民族委員會 (2013)を参照した。

，ブヌン語における「甘い」の形式は原住民族委員會 (2013)を参照した。ブヌン語の「酒」と

「甘い」の関連は Nihira(1988: 55)にも示唆されている。

10査読者のお一人から「甘い」や「酸っばい」は基礎語彙であるから、これらが先にあって然る

べきではないか、つまり「甘い」「酸っばい」から「酒」が派生したのではないかというよう

なご意見があった。しかし本稿筆者は、味覚に関わる語彙レパートリーは、一般的に言われる

ところの「基礎語彙」が文化的背景に関わらずあらゆる言語が同等に所有していると見なさ

れるように、あらゆる言語が同等に所有しているとは考えない。味覚の語彙は文化的背景が

おおきく影響する語彙ではないだろうか。実際、セデック語パラン方言における「甘い」は、

「サトウキビ」から派生される。「サトウキビ」は sibusであり、「甘い」は su-sibus（直訳：

サトウキビのような味がする）である。
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ばい」と関連する。カナカナブ語の「酸っばい」は小川・浅井 (1935:付録 37)によ

ると mapa?i面である。これは ma—が静態動詞を表す接頭辞であると考えられるた

め11、語根が pa?i屈となる。「酒」は「酸っばい」の語根そのままの形式である。こ

れは「酸っばい」が先で、その語根が「酒」に転用されたのか、または「酒」が先で接

頭辞を付けることで「酸っぱい」を派生したのか、どちらかは決定できないが、両者

は派生関係にある。

サアロア語の「酒」の形式、 mapa邸は上記のカナカナブ語の「酸っぱい」の形式

である mapa?j邸に酷似している（カナカナブ語の形式を基準にすると、サアロア語

の「酒」は語中の？iが欠けているが）。ちなみに、サアロア語において「酸っばい」は

rito?a（小川・浅井 1935:付録 37)という形式であるから、「酒」との関連は認められ

ない。これらから、サアロア語の「酒」は、カナカナブ語の「酸っぱい」を借用したと

考えられる。サアロア語とカナカナブ語が話されている地域は図 1に示したように隣

り合っていることからも、借用の可能性は低くないだろう 120

ちなみに、伊能・粟野 (2017:210)における台湾先住民族の醸造についての記述に

よると、アタヤル族、ルカイ族、パイワン族、プユマ族、アミ族など多くの台湾先住

民族において麹を用いた醸造を行っていたそうである。それに対し、ブヌン族とツォ

ウ族は南太平洋諸島の先住民族と同様に、原料に唾液を混入する醸造を行っていたそ

うである。唾液を混人する醸造方法を持つ台湾先住民族、ブヌン族とツォウ語族の一

部であるサアロア族とカナカナブ族では、上述のように「甘い」（ブヌン語）または

「酸っぱい」（サアロア語・カナカナブ語）を表す語、「酒」を表す語が派生関係にある。

唾液混入による醸造方法によって造られた酒は、麹を用いる醸造方法よりも、味に特

徴があったということだろうか。

まとめると、サイシャット語の「酒」は「木炭」から派生される。もう一つ、「醸す」

から派生される語もある。アタヤル語萬大集落では「灰」を表した語を「酒」として

用いている。ブヌン語の「酒」と「甘い」は派生関係にある。カナカナブ語の「酒」と

「酸っばい」も派生関係にある。そして、サアロア語の「酒」はカナカナブ語の「酸っ

ぱい」を借用しているらしい。ブヌン語とカナカナブ語において「酒」という語が味

覚を表す関連語より先にあったかどうかは決定しがたいが、サイシャット語に関して

言えば、「酒」は後に創られた形式だろうことが分かる。本稿で間題にしているアタヤ

ル語群の「酒」 (4節）は動詞から派生されているという点で、サイシャット語の動詞

11小川・浅井 (1935:725)ではカナカナブ語の ma,..は形容詞を表す接頭辞と記している。オー

ストロネシア諸語一般に形容詞は動詞的振る舞いをするので、ここでの形容詞は静態動詞と
言い換えられるだろう。

12また、サアロア語・カナカナブ語とツォウ語の三つの言語は、ツォウ語群に属する系統的に近

い言語である。
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「醸す」からの派生される「酒」と語形成の過程が類似している。アタヤル語群で用い

られる動詞は「器具を洗う」であると考えられる。これに関し次節では「洗う」につ

いて台湾オーストロネシア諸語を概観する。

3 台湾オーストロネシア諸語における三系列の「洗う」

小川・浅井 (1935:付録 46)には、台湾オーストロネシア諸語の 11言語（アタヤル

語、セデック語、サイシャット語、パイワン語、ルカイ語、プユマ語、アミ語、ブヌン

語、ツォウ語、カナカナブ語、サアロア語）についての「洗う」の形式があげられてい

る。ただし、台湾オーストロネシア諸語において「洗う」は一つの形式で表されるので

はなく、洗浄の対象物によって形式の違いが見られる。そのため、小川・浅井は台湾

オーストロネシア諸語の「洗う」を「衣服を洗う」、「器具を洗う」、「身体を洗う」、「顔

を洗う」、「手・足を洗う」の五つに細かく分類している。さらに「手・足を洗う」は、

手を洗うか足を洗うかに細分化されることもある。「手」、「足」という名詞に対し、接

辞を付加してその部位を洗う意味の動詞が派生される場合がほとんどである 130

これらのうち、「身体を洗う」、「顔を洗う」、「手・足を洗う」は、すべて身体または

その一部を洗うという点で共通している。これら三つの項目にそれぞれ異なる形式を

用いる言語が見られる一方、二つの項目が同形、または三つの項目とも同形という言

語も見られる。

小川・浅井 (1935)の「洗う」の分類を大別すると「衣服を洗う」、「器具を洗う」と

「体（またはその一部）を洗う」の三つになるが、ほぼ全ての台湾オーストロネシア諸

語において、この三つの形式は区別されている。表 2に示したのは小川・浅井 (1935:

付録 46)における「洗う」の項目である。小川・浅井 (1935)では一つの言語に対し

複数の方言のデータが載せられていることが多い。例えばパイワン語では 10方言の

形式が挙げられている。小川・浅井 (1935) において複数の方言があげられている場

合、表 2では、五つの項目の形式的区別が最も多い方言を選んだ。形式的区別の多さ

13 Ochiai (2020: 4)は台湾オーストロネシア諸語において「手」から派生される「手を洗う」

を、小川・浅井 (1935)のデータを基にまとめている。表 2の「手・足を洗う」の項目にお
いて、ある言語について二つの形式があげられる場合、小川・浅井 (1935)は（手）または

（足）と括弧壽きで注釈を加えている。これらの場合、（手）とついている形式はすべて「手」
からの派生である。小川・浅井 (1935)では手・足の区別は記されていないが、ツォウ語、カ

ナカナブ語、サアロア語の形式も「手」からの派生である。また、 Ochiai(2020)によると

アタヤル語とセデック語における「身体を洗う」（「顔を洗う」「手・足を洗う」も含む）の形

式もそれぞれ「手」からの派生である。小川・浅井 (1935)が（足）と注釈を付けた形式（サ

イシャット語とパイワン語とルカイ語）もそれぞれの言語における「足」からの派生である。

また、サイシャット語とルカイ語の「顔を洗う」はそれぞれ「目」から派生されている。
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が同じ場合は、本稿筆者がその中で代表的と考える方言を一つ挙げた140 また、小｝I|． 

浅井は音声的な表記を用いているが、分析の便宜J:::、本稿筆者がより音韻的な表記に

書き改めた。

アタヤル語

セデック語

サイシャット語

パイワン語

ルカイ語

プユマ語

アミ語

ブヌン語

ツォウ語

カナカナブ語

サアロア語

表 2:台湾オーストロネシア諸語の「洗う」

衣服を洗う

mahuq 

mahu 

bahi 

v8nat8q 

． 
oas1naw 

ramamamas 

mifaぉ？

papas?aq 

tufuku 

numanavu 

sumalavu 

器具を洗う

q8muax 

saminaw 

bahe 

samunaw 

oaliuiaw 

18misaw 

m1sawsaw 
． 

mas1nav 

tonzovi 
.. 

mar1s1naw 

tara1:1n1:1 

身体を洗う

m1ma 

tarima 

rumanau 

mavanaw 

mabanaw 

damirus 

mililuts 

malihisoq 

mamtsino 

matsina 

mas1nu 

顔を洗う

m1ma 

tarima 

timasa 

mmaqup 

tawamatsa 

mari?nup 

malu?lup 

madanav 

yomuyu 

matsirupu 

masHrHpH 

手・足を洗う

mima 

tarima 

teRima（手），

te?a?ai（足）

milima（手），

mikula（足）

tawalima（手），

tawada?ala（足）

muras 

munanaw 

taliyima （手）

yoemutsu 15 

maramutsu 

mararamucu 

表 2で注目されるのは、 太字で示した同源形式である児 セデック語・ブヌン語・

カナカナブ語の 「器具を洗う」 とルカイ語の 「衣服を洗う」 である。 それぞれ分節を

付け、 語根が分かりやすいように太字で記すと、 セデック語は s<8m>inaw、ルカイ

韮・
日口は oa-sinaw、ブヌン語は ma-sinav、カナカナブ語は mari-sinawである。 ルカ

イ語（大南方言）だけは「衣服を洗う」 という異なる意味であるが、 ルカイ語のタラ

マカウ方言にこれと同源と考えられる wasinaw（分節すると wa-sinaw) という形式

があり、 この語は「器具を洗う」 の意味であるから、 これら同源形式は「器具を洗う」

14アタヤル語はスコレック方言（小川・浅井 (1935)における「大豹社」）、セデック語はトウル

ク方言（小川・浅井 (1935)における「タロコ」）、パイワン語はトブクン方言、ルカイ語は

大南方言、プユマ語は知本方言、アミ語は奇蜜方言、ブヌン語は中部方言（カトグラン集落）、

ツォウ語は阿里山方言である。

15小川・浅井 (1935)では emutsHという形式で載っている。しかしこの形式に相当する語で

ある emucuという形式は、原住民族委員會 (2013)によると単に「手」の意味であり、同資

料において「手を洗う」は yoemucuである。本稿ではこの形式を採用した。

16 パイワン語における s~munaw 「器具を洗う」も、その語根 sunaw はオーストロネシア祖語
の＊Siiiawに形式上よく似ている。ただ、パイワン語の形式において第一音節の母音が期待

される iではなく uで現れる点を考慮し、本稿では同源語として扱っていないが、同源語で

ある可能性もある。
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を意味していると見なせる。

Blust and Trussel (2010)は上記の言語におけるデータと、パゼッヘ語 si-sinaw

「器具を洗う」とサオ語 sh<m>inaw「洗う」のデータも加えて、オーストロネシア祖

語に＊Sifiawを再建している。但し Blustand Trussel (2010)において＊Sifiawに付

された意味は単に「洗う」である。上述のように、台湾オーストロネシア諸語内の同

源形式はほぼ全て「器具を洗う」を意味するため、本稿筆者はオーストロネシア祖形

の意味は「器具を洗う」であったと提案したい。次節ではセデック語の「器具を洗う」

が「酒」と同音であり、アタヤル語の「器具を洗う」も「酒」とほぼ同形であることを

見ていく。

4 セデック語とアタヤル語の「器具を洗う」と「酒」

前節で述べたように、セデック語の「器具を洗う」の語根は sinawである。そして

セデック語の「酒」も sinawである（表 1)17。これらを表 3にまとめた。この二つは

同形であるが、単に同音異義語の関係であるにすぎないのかも知れない。

また、アタヤル語の「器具を洗う」の語根は quaxである。表 2では q8muaxだが、

これは q<8m>uwaxと分節される 18。この語根はセデック語の sinawと同源ではな

い。アタヤル語の「酒」は quawである（表 1)。語末子音が wか xかが異なる点を

除けば同音である 190

表 3には、筆者が再建したセデック祖語とアタヤル祖語の形式も補足した。それぞ

れの祖語の形式になると、アタヤル語でも同音になる。これについて説明する。アタ

ャル語の語末子音の wとxは、本節で議論している語 quaxとquawのように、直前

の母音が aの場合、同一音素に遡る。この点を述べた Li(1981: 257-258)によると、

アタヤル語群祖語における語末＊—ag は、アタヤル語では—aw または -ax で反映され

るということである。これは方言によってどちらになるか決まっているらしい。そう

だとすれば、 quaxのアタヤル祖語の形式は＊quagに遡ることになる。同様に quaw

のアタヤル祖語の形式も＊quagとなる。 Li(1981) では、語末の＊—ag の子音＊g が

wになるか xになるかは方言に拠るが、ここでは同一の方言内に wで現れるものと x

17月田 (2009: 56-62)によると、セデック語トウルク方言の音素は、母音／ae i a/、二重母

音／away/、子音／pb t d kg q s x h m n JJ 1 r w y/である。

18筆者のフィールド調査 (2018年から 2019年にかけて）によると、アタヤル語スコレック方

言の音素は母音／ae i o u a/、二重母音／away/、子音／p13 t k ¥ q? s x h z;,r 1 m n JJ y 
w/であった。

19ちなみに、本稿筆者の調査によると、アタヤル語の quax「器具を洗う」も quaw「酒」も、

語中の母音連続 uaの間に渡り音 wが挿人されるため、音声的にはそれぞれ [quwax|または

[quwaw]と聡かれる。
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で現れるものが混在していることになる。さらに quawについて言えば、アタヤル祖

語において語末が—aw であり（仮の祖形は＊quaw)、それがそのまま保存されている

可能性もある200

表 3:セデック語とアタヤル語の「器具を洗う」と「酒」

セデック語（＜セデック祖語）

器具を洗う sinaw (< *sinaw) 

酒 sinaw(< *sinaw) 

アタヤル語（くアタヤル祖語）

quax (< *quag) 

quaw (< *quag, *quaw) 

「器具を洗う」と「酒」がセデック祖語において同音、さらにはアタヤル祖語におい

て同音であるというのは、どちらの言語においても「器具を洗う」と「酒」が同音異義

であるという、単なる偶然が重なっただけなのだろうか（但し、アタヤル祖語におい

ては可能性のある二つの祖形の内の一方が同形であるが）。どちらの言語においても、

「器具を洗う」と「酒」が同一起源の語である可能性もあるのではないか。 2節で述べ

たように、オーストロネシア祖語に「酒」は再建されない。ちょうど、サイシャット

語の「酒」が「木炭」や「醸す」から派生されたようにアタヤル語群の「酒」は他の語

を基に創られた可能性があるのではないか21。もしそうだったとすれば、「酒」は「器

具を洗う」という動詞の語根からの転用に違いない。セデック語の sinaw「器具を洗

う」はオーストロネシア祖語にまで遡るほどの古さなのだから、まず「器具を洗う」が

あって、これが後に「酒」をも意味するようになったのだろう。

アタヤル語の「器具を洗う」はオーストロネシア祖語に遡る形式ではないが、セデッ

ク語に起きた「器具を洗う」から「酒」への転用が、同系統のアタヤル語にも起こっ

たのではないだろうか22。その場合、現代アタヤル語では、一つの方言内で語末の x

と wが揺れていることになる。本来なら、方言ごとに語末が xか wか決まっている

ため、これは例外的な揺れと見なせる。アタヤル語では「器具を洗う」と「酒」が同

20 Li (1981: 272)によると、アタヤル語群祖語の語末＊＿awが、アタヤル語では -awで反映さ

れる。

21ただ、サイシャット語に「醸す」という動詞があったということは、酒が造られていたことを

示唆するが、そうだとしてもサイシャット語に「酒」を表す単独の語は無く、「醸されたもの」

と表現しなければならない。

22このアタヤル語の quaxとセデック語の sinaw「器具を洗う」ように、アタヤル語とセデック

語において非同源の形式が、同一の意味的変遷（ここでは、「器具を洗う」が「酒」をも意味

するようになる）を辿るのは、一見不思議な現象に思われるが、この二言語間における類似の

現象は、落合 (2021)にも報告がある。アタヤル祖語の＊muragとセデック祖語の＊ruanは

ともに「屋内」を意味した語であった。これらは非同源形である。ところが、両言語ともに、

家から離れた耕作地に対しての「本宅」の意味になり、別の地に移住後は「本村」の意味にな

るというように、各語の意昧的変遷を共有している。
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音であることに不便を感じ、両者の区別をしたいという動機が加わり、語末子音を多

少異なるものに取り換えたのだろうか。

ここに挙げた論拠は、憶測に過ぎないと思われるかも知れないが、本稿ではアタヤ

ル語群の「洒」は「器具を洗う」と同一語源である可能性を示唆するにとどめる。次

節では、アタヤル語群における醸造の過程を見る。ここから、僅かながらも「器具を

洗う」との関連性を汲み取りたい。

5 アタヤル語群の醸造について

森 (1917:217)は、アタヤル語群の醸造について詳述しているが、その抜粋を以下

に引用する。アタヤル族とセデック族の記述が混在している点に留意されたい。語形

や集落名が挙げられている場合、それらがどちらについての記述かは、本稿筆者に判

別できる範囲で脚注に付した。

（蕃名 Kowao,又は Shinau,)23酒は何れも自醸にして原料は粟と米の二種あり、

粗製の濁酒にして一般に蕃人は老幼を問はず酒を嗜好すること甚しと雖も、祝

事又は祭典の他は醸造せざるを以て、他に見る所の飲洒家の如く、日常之を飲

用する者なし蕃社には一定の醸造家あるにあらず、各自に随時醸造する者にし

て、米を多く産する蕃社にては米を用ひ然らざる蕃社にては粟を以て醸す、平

地に近き蕃社に於ては漢人制の白麹を用ふるも其他に於ては自製の酵母（蕃名

Tanmru)を用ふ、（憂渭に於ける各種族ともに酵母のことを Tanmruと稲し其

名稲一致せり）24酵母の製法は粟を蒸し、蕃名ワッサオタルと云ふ植物の菓にて

包み25、大箕に入れ更に同一の箕を以て蓋い、其上より足にて踏み薄くし燻の

上に乾かし後、日光に晒し骰酵せしもの、更に臼に掲き娯の賓を乾し臼にて揚

きたる其粉を交へ、少許の水に和して圏子とし櫨棚の上に置き、再び殺酵せし

めたるものを貯蔵し、用時之を雨手に砕きて使用す（此方法はトロコ蕃及タウ

ダア蕃に於て行はる〉もの）26又は蒸したる粟を草葉の上に盛り、少許の酒糟或

は楓樹の膠と煤を混じ更らに草菓を覆ひ足にて踏み付け、之を一握り位の分量

を楕円形に草菓にて包み、燻邊に置き殺酵せしむる虞あり（此方法ハック蕃及

南澳蕃萬大社等の一部に行はる）27又は酒糟を圏子にし櫨棚のJ:::に置き、半乾燥

23前者はアタヤル語 quaw、後者はセデック語 sinawを表している。

24アタヤル語とセデック語ともに tamunと言う。

25 「ワッサオタル」は wasawtarux (wasawは「葉」、 taruxは「サトイモの茎」）「サトイモの

葉」だと推察される。これはセデック語の形式である。
26括弧内の集落はいずれもセデック族の集落である。

27括弧内の集落はいずれもアタヤル族の集落である。
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の時を以て粟を蒸し之に禁の粉と前の酒糟を混和し、二箇の箕の間に入れ上よ

り足にて踏み堅めたるものを圏子とし、草又は茅葉に包み、櫨邊に起きて殺酵

せしめ酵母とする所あり（中部の蕃社に行はる〉もの）醸造法は蒸桶（蕃名コ

口と稲し桐製にして桶形に剖りしもの）28に米又は粟を入れ鍋上に置きて蒸し箕

に移し冷却せしめたる上粉砕したる酵母を適量に入れて混和し壺又は甕に入れ

少許の水を和し草葉又は芭蕉葉等を以て之を蓋ひ、火氣ある邊に置くこと三四

日にして登酵す、此時更に適量の水を和し藤製の濾筑（蕃名シミシシ）或は藤

筑籠（ブーシ）29を以て濾過し飲用す、…30

ここで注目されるのは、最後に述べられている筑で濾過するという工程である。こ

の濾過の工程が、アタヤル族・セデック族にとって、まるで筑を洗っているように比

喩的に捉えられたのだろうか。アタヤル語・セデック語において筑などの調理道具を

洗う場合は、「器具を洗う」という動詞を用いることになる。ただこれも根拠があるわ

けではなく、憶測に過ぎないが。

ちなみに、アタヤル語とセデック語において「器具を洗う」を表す動詞は、流水で器

具の汚れを落とすことを意味する。この動詞は、上記の比喩で挙げたような「濾す」を

意味する働きはない。アタヤル語とセデック語それぞれにおいて「濾す」を表すには、

別の形式の動詞を用いる。「濾す」は、アタヤル語では pas-habiり（小川 1931:136)で

あり 31、セデック語では q<um>epuである320

6 おわりに

アタヤル語群に属するアタヤル語とセデック語のそれぞれにおいて、「酒」と「器具

を洗う」は同形である（アタヤル語の場合はアタヤル祖語に再建されうる二つの祖形

の中、一つが同形）。これは、系統を同じくする二つの言語において、「酒」と「器具

を洗う」が単に同音異義であるという偶然が重なったのではなく、どちらの言語にお

いても「酒」が「器具を洗う」から転用された可能性がある。まず、セデック語の「器

具を洗う」は sinawであり、これはオーストロネシア祖語にまで遡る。そのため先に

「器具を洗う」があり、後に sinaw「酒」に転用されたのだろう。アタヤル語の「器具

を洗う」 quaxはこの言語に特有の形式であり、セデック語と同源ではない。しかし、

28 「コロ」は kulu「木製の蒸し器」。セデック語とアタヤル語ともに同形である。
29 「シミシシ」「ブーシ」ともに本稿筆者には不明の語である。

30 「南澳蕃」における「澳」は、原文では労の下が「万」、「白麹」における「麹」は原文では部

首が「米」で労が「曲」である。表示に技術的困難があるため占き換えた。
31この形式中の pasーは接頭辞である。

32著者のフィールドノートから引用したセデック語パラン方言の動作主態の形式である。語根

はqepuである。
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アタヤル語においてもセデック語に起きた「器具を洗う」から「酒」への転用が起きた

のではないだろうか。また、「酒」はオーストロネシア祖語に遡らない。台湾オースト

ロネシア諸語の内部でも実に様々な形式である。中には、由来の明らかなものもあり、

サイシャット語がその代表である。サイシャット語では「木炭」または「醸す」を表す

語から「酒」が派生されている。このように、本来ある語を基に「洒」が創られる変化

が、アタヤル語群に起きた可能性も排除できないだろう。憶測に過ぎないが、醸造に

おいて発酵液を筑で濾すという最終段階の工程が、アタヤル族・セデック族にとって

はまるで「器具を洗う」のように捉えられた故の、「器具を洗う」からの転用ではない

か。積極的な論拠があるわけではない。しかし今後、「器具を洗う」と「酒」が関連し

ている、世界のどこかの言語のデータが見つかり、本稿を支持することを期待したい。
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落合いずみ

The relationship between''wine" and "wash utensils" in the 

Atayalic languages 

Izumi OCHIAI 

Abstract 

This paper suggests that "wine" is derived from "wash utensils" in the Atay-

alic languages (Austronesian), including Atayal and Seediq. In Seediq, "wine" is 

sinaw, which is the identical form for "wash utensils." These seem to be homonyms. 

However, Atayal has an overlapping situation. In Atayal, "wine" is quaw, which 

resembles quax, the form for "wash utensils" In addition, the word-final w and x 

date back to the same phoneme in Proto-Atayal. It is unlikely that the similari-

ties in the forms for "wine" and "wash utensils" observed in these closely related 

languages is merely a coincidence. In Seediq, sinaw "wash utensils" reflects the 

Proto-Austronesian *Siiiaw "to wash." Therefore, Seediq sinaw originally meant 

"wash utensils." It probably gained the meaning of "wine" afterwards. The same 

semantic shift might occur in Atayal as well. That is, *quag (a Proto-Atayal form) 

originally meant "wash utensils," and it gained the meaning of''wine" afterwards. 

In present-day Atayal, the two meanings are differentiated by the final conso-

nants:、'washutensil" has the final x, and "wine" has the final w. Furthermore, a 

proto-form for "wine" cannot be reconstructed for Proto-Austronesian. This also 

supports the idea that the word for "wine" was innovated at a later stage. 

Key words: Atayal, Seediq, wine, wash utensils, Ushinosuke Mori 
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