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音声科学研究Ⅳ（1966）  

ア カ 語 の 音 素 体 系  

タイ国北部における山地民アカ族の言語の記述的研究  

西  田  龍  雄  

A preliminary report on the Akhalanguage  

Alanguage ofa hilltribein Northern Thailand  

The Akhalanguagein Northern Thailandis alanguage of a hilltribe  

belonglng tOtheBurmese－lologroupoftheTibeto－Burmanbranch・ItslingulStic  

SurVey had not been made befbre our research．Asfaras we can tell，the Akha  

tribeis fbundin the fbllowlngfiveareas：   

1・Southern Yunnan）mainlyln theSipsong pannaarea・   

2・Eastern Shan state〉mainlyin the Kengtungarea・   

3・Northern Laos，mainlyin thePhongsalyarea・   

4・Northwestern Laos）mainlyintheMuongslngarea・   

5. Northern Thailand, mainly in Amphur Maesai and Maechan, Chiengrai 

PrOVince・   

FromOctober toDecember1964，Iwas ableto researchthe Akhalanguage  

inNorthernThailand）aSpartOfourlingulStlCreSearChpr（リeCtOftheCenterfbr  
SoutheastAsian StudiesofKyotoUniverslty．   

Thispaperisafirst attemptto describe the Akhalanguage）SPOkenin the  

Saenchaivillage（with about50houses），Situated25km．Northwest of Maechan  

Clty，ChiengralPrOVince・Theintention hereis to show brie且y the phonemic  

StruCture Ofthelanguage・   

The Akhalanguage（of Saenchai）posse益s the fbllowing simple phonemic  

SyStem：   

Twentyninesingleconsonants：／kkhg［g丘】？：PPhb【b丘】：tthd［d丘］：tStSh  

dz［dz6］：t菖t弘d羞［d3丘］：S Z 菖j：h且Ⅹ冨：gmn且l／；   

fburconsonantclusters：／Riphj句【b句】mj［mBj］／；   

nine vowels：／ie〆ce u o tH冨a／；   

and three tonemes：／high［55］middle［33］low【11］／．   

Themiddletone［33】often occurswith glottalstricture．Thelowtoneisac－  

COmPanied byaslight falling glide at the end and becomesalowlevel－falling  

【2茄】type．  

西田龍雄：京都大学文学部助教授（言語学）  
TatsuoNISHIDA：AssistantProftssorofLingulStics，FacultyofLetters，KyotoUniverslty・   
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Eachsyllableconsists ofaconsonant〉Or Cluster）Plus avowelISpOkenon one  
of the three tonemes．The phoneme／m／（syllabic rp）may occurin the vowel  

position．   

The minirnalftee fbrms of thelanguage are monosyllables（CV）・A word  

consistsof one）tWO Or three morphemes・The secondtypeis predominant and  
the thirdis rare．   

Animportant characteristicofthislanguageis that）besides the tone system）  

the fbrms mayor may not receive astress・rrhis strcsslng OrnOt Ofa sy11able  
is determined automatically by its position within a sequence of two syllables. 

For example，themorpheme［5e：55］in theword【k’ul15s：55】＜鮎a＞receives  

astress）islong）andis saidatahightone・Whereas〉the samemorphemein the  
word［5ellm〇：55］くlouse＞does not receivea stress，is short，andissaid atalow  

tone．   

From thisexample）We Can See that vowellengthis not distinctivein the  

language・Sincechangein toneoftenoccurs）WOrdsconsistlngOftwo morphemes  
haveonlythefbllowingfivepossibilities oftoneme sequence（Thisdoesnotapply，  

however，When the secondmember ofthemorpheme sequenceis／丘tH／）・  

typelL－H  type4 M－L  

type2 L～M type5 H－L  
type3 M－M  

On the examples see P・8   

Itisinterestingtoseehowthisindicates that thelanguageisin theprocess  

ofchanglng ftomasyllabic－tOnetyPetOaWOrd－tOnetype・   
Togetherwiththispaper）thereisanAkha・Englishglossary，Whichwascollect－  

edbythewriterincooperationwithMr・MakioKatsuraanddescribedaccording  
the phonemic system explained above・  

Tatsuo NISHIDA  

I  

1964年9月から，1965年2月にかけて，私はタイ国北部チェン・ライ県とタークの県に  

おいて，チベット・ビルマ語系の中，ビルマ・ロ口語群に属する言葉をいくつか調査する  

機会を得た．この一連の調査で，最も初めに目指したのがここで報告するアカ（Akha）族  

の言葉，すなわちアカ語である1）．   

アカ族の分布地域はかなり広い範囲に及んでいる．まず雲南省の南部，とくに Sipsong  

panna（西双版納）地域にもっとも多くのアカ族がいる．その地域から南に下って，ビル  

マ，シャン州の東部Kengtung周辺地域と，ラオスの北部phongsalyおよび北西部muong  

1）この調査は京都大学東南アジア研究センタ←の調査計画の申，言語班の仕事の一つとして行っに   

今回私の調査した言葉は，このアカ語のほか，主だった言葉としては，ラフ・ナ語（LahuN「a），ラフ・   

シ語（Lahu Shi），リス語（Lisu），ビス語（Bisu）がある．それらの言葉の研究は，次第に発表する   

予定である．この言語調査の概略については，拙文「北部タイにおける言語調査」東南アジア研究   
3巻3号，ビス譜については拙稿「ビス語の研究」束南アジア研究4巻1号を参照されたい．   
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singの周辺地域一帯に同じ部族が拡がっている．もっとも南下したアカ族は，タイ国チ  

ェン・ライ県の北部アンポー・メーサイとアンポー・メーチャンで，そして少数がムアン  

・チェンライとメー・コック流域で，いくつもの小きい部落をなして定住している2）．   

したがって，現在わかっている限りでは，アカ族の分布地域は，大きくわけると，つぎ  

の五つになる（図Ⅰ参照）．  

Ⅰ．雲南省Sipsong panna地域   

Ⅱ．シャン州Kengtung周辺地域   

Ⅲ．ラオスPhongsaly周辺地城   

Ⅳ．ラオスMuongsing周辺地域   

Ⅴ．タイ，チェン・ライ県北部の地域   

これらの地域のアカ族の言葉は，いずれ  

も，よくわかっていない．わずかに各地域  

の言葉の少数の語彙が公表されているの  

みで，記述的な報告は発表されたことがな  

かった．管見の及ぶ範囲では，公表きれた  

語彙としては，つぎの諸資料がある．  

Ⅰ．雲南省のアカ語についてはDaviesが   

その著書y山王徴用 の中で95語を記録し   

ている．（この語彙はシャン州のアカ語  
図Ⅰ アカ族分布図  

を少し改めたもの）．  

Ⅱ．Kengtung周辺のアカ語はStirlingによって213語記録され，ScottのGazetteer4f   

乙軸erBurma and theShan siates Pt．1Vol．Ⅰ（Rangoon1900）に含められている．  

Ⅲ．Phongsaly周辺のアカ語はHenriRouxのDeux tribus deiar6gion dePhong－   

Saly（Laos septentrional）BEFEO241924 によってわかる．この記録はかなり正確   

になきれ，単語約590語と文章が提出されている．  

Ⅳ．Muongsing周辺地域のアカ語には，Dau耶sの記録があるが，全部公表されていな   

い．その語彙の中から，P．Cordierがチベット語と類似した単語27語を引き出し表にし   

ているのにとどまる3）．もし，この語彙全体が発表されたならば，より価値をもつこと   

になるが，今はそれがどこに所蔵きれているかわからない．  

Ⅴ．タイ国におけるアカ語は今までに全然記録されていない．   

これらの中，もっとも豊富な資料であった Rouxの語彙は，アカ語と同時に発表きれ  

た，プ・ノイ（p，unoi）語語彙とともに，Robert Shafbrによって注目され，ビルマ語と  

2）現存するアカ族の人口は，タイ国内のアカ語のほかは，今は詳しくはわからないが，概略の数字を   

示めすと，雲南省には48，700人（1938），シャン州には40，000人（1931），ラオスには4，500人   

（1954），タイ国には12，562（1964）〔110部落，1998世帯〕で，全体で約106，000人以上いるものと   

考えられる。  
雲両省のアカ族についてはDavies：Yiin－nan thelink betweenIndia and the Yang－tZe，   

Cambridge1909 および，陶雲達の幾個雲南士族的現代地理分怖及英人口之佑計「歴史語言研究所   

発刊」，七本四分1938を，Phongsaly地域の7つのアカ族の分布はRouxの論文に掲げられた地図   
を見られたい．タイ国のアカ族については，Dr．Hanks，I・Sharp：A report on tribalpeoplesin   

Chiengraiprovince．North ofthe Mae Kok river．The Siam Society，Bangkok1964に詳し   

い数字が出ている．  
3）M．Dau鵡s：Notes Ethnographiques surles Kos BEFEO61906   
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ロ口語の1inkをなす言葉として取り上げられた4）．Shaftrの研究は用いた資料の性格に  

限定されて，初歩的な段階にとどまったが，アカ族の言葉が，比較言語学的な見地からも，  

重要な価値をもっていることば，十分に強調されていに それにも拘らず，この言葉の調  

査は，不幸にして，その後進展しなかったのである．   

アカ族はかなり広範囲にわたって，点々として分布しているアキめに，五つの地域の間に  

差異があるのはもとより，同じ地域の中でも部落ごとに少しづつ言葉が相違していること  

は，タイ国内におけるアカ族の実状から，、十分に予測できる．今回，私たちが調査したア  

カ語は，上にあげた第Ⅴ地域の申，チェン・ライ県，アンポー・メーチャン，バン・セン  

チャイのアカ村の言葉である6）．これをセン・チャイのアカ語と称したい．私たちの資料  

は，第Ⅴ地域におけるアカ語のはじめての記録であると云って差支えがないと思う．   

バン・センチャイは，メ・チャン市か  

ら西北方約25kmの地点にある（図Ⅱ参  

照）．このアカ村から，さらに西北地方  

に向って，ビルマ国境にいたるまでに，  

なお数ケ村のアカ村がある．このセン・  

チャイ村は，アカ族のもっとも南下した  

集団の申，最有力な村落であったらしい．   

この調査は，当時チエラローンコーン  

大学留学中の京都大学大学院博士課程  

（言語学専攻）の桂滞希郎君の協力を得て  

行った．桂君はその後も調査を続行して，  

別の村のアカ族についても調査を進めて  図II SaenchaiのAkha village  

いるから，同君の報告は，近く発表されることと思う．   

この調査はタイ語を媒介として行った．インホーマントは，当時19才村長の息子A氏に  

なってもらったり．A氏は，この村に生れ，セン・チャイのほか，メーチャン市には屡々  

行き，チェン・ライ市やバンコックにも短期間行ったことがある．アカ語のほかに，タイ  

語（標準語と北方タイ語）とラフ・ナ語を話す．一般にアカ族のように文字をもたない社  

会では，言葉の個人差がより顔著であるが，A氏は新しい世代のアカ族を代表し，もっと  

も標準的なアカ語を話す人物と見倣して差支えがないようである．A氏はタイ語を自由に  

話すけれども，単語ごとに質問すると理解し誤ることがあった．たとえば くゎot＞ に対  

する答えは，【sEll’n〇：55】であったが，実はこれは くsandal＞ の意味であり，正しくは  

く払ot＞は［？勘1’k‘Ⅶ：55】である．この種の誤りは出来る限り訂正したが，なお少数含まれ  

ている可能性は否定できない．それらは今後の調査によって訂正したいと思う．本稿は，  

センチャイのアカ語調査の予備的な報告である．私は本稿にて，アカ語の音素体系の記述  

4）R．Shaftr：Thelinkbetween Burmese andlolo．Sino－Tibetica2Berkeley1938：Phunoiand   

Akhatones．Sino－Tibetica41938：Phon6tique historlque deslangueslolo TP411952  

5）正確にはAmphoe Mae Chan，Tambon Pasang，Ban Saen chaiである．この村は48軒，317人   

ら成る．  

6）この村落の今の青年たち，たとえば，このA氏はタイ国で生れたが，その父母はビルマで生れ，幼   

少の時にタイ国に移住している．それ故，この村のアカ人がタイ国に住みついてから大約60年ほど   

たっていると考えられる，なお，G．Young：The Hilltribes of Northern Thailand 2nd ed．   
Bangkok1962を見られたい．   
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と基礎語彙の提供を意図した．これまでに発表きれた他の地域のアカ語との相違点につい  

ては別の一文において述べたい7）．  

Ⅱ  

センチャイ・アカ語の音素体系  

つぎにセンチャイ・アカ語の音素体系を簡略に記述する．  

1．アカ語の一つの形態素は一音節あるいは2音節であり，一つの音節は，一種のトネ  

ームをともなったCV（Conを含む）の型に限られて，そのほかの結合タイプはない．   

アカ語の単純単語は，一つまたは2つまれに3つの形態素から成り，とくに2形態から  

7）たとえば，もっとも資料の多いPhongsaly地域のアカ語と比べると，つぎのようにⅠ）単語構成の   

違いと，Ⅱ）音素形式の差異を見出し得る．  

Phongsaly  

I）＜hand＞1a p’d  

＜払ot＞ shえkhα   

＜needle＞g9   

＜80Wer＞a ye  

？a－をもっている点は，   

Saenchai  

：？2い1え  

：？a－kh止Ⅰ  

；？a一首0  

：？a－b（ije  

セン・チャイの方がより規則的な構成法を示している．両者の語形のまっ  

たく異る単語も少なくない．   

＜heart＞  sik，ang ntⅡ－ma   

＜gra55＞  磁chu， za mら   

＜branch＞ ala   ？u p叫え  

Ⅱ）音素形式の差異として，たとえばつぎの対応関係を発見できる．   

i）Phongsaly地域のVOiceless子音にSaenchaiのVOiced子音があたる．  

＜far＞ca ma：甘ぇ－m6n，＜star＞a cu，：？a－gtir  

ヽ   ＜to count＞cu，：gtiI・丘tH，＜copper＞cu，：guI  

＜mountain＞c8ch6：gb d諭，＜to be high＞yo，ca：JO・g6  

＜near＞tb p’e：db phe，＜to drink＞ta：d6一点uI  

＜to wear＞t8ng：d血，＜to eat＞cha：dza一丘Ⅶ  

＜fan＞p6stl：bo－？h，＜wind＞chal邑：d羞a－1‘  

＜fire＞micha：mi－dza，＜ivory＞ya chd，：d孟d etc．   

ii）Phongsaly地域のangにSaenchaiのOn［6］が対応する．  

＜to open＞p’孟ng：phon，＜horse＞mang：man  

＜hair＞chak k，ang：t紬a－kh6n，＜bag＞b6th孟ng：Phさthe・n  

＜cotton thread＞sa k’Ang：Sa kh6n，＜mortor＞th左ng sang：thbn tsh血  

＜to be round＞yo，lang：jo－16n，＜to meet＞thang p’uo，：thbn ph亡l一点Ⅶ   

iii）Phongsaly地域の8ng，ungに，Saenchaiのmが対応する．（Roux師の表記では，ung  

は鼻子音のあとのみにあらわれ，それ以外は8ngになっている）．  

＜bear＞k’an h6ng：Ⅹa m血，＜to make＞ang：？m  

＜iron＞sh6ng：菖rh，＜ftnce＞k’8ng：ja kh血  

＜mortar＞th左ng sang：thbn tsh血，＜three＞s6ng：S血  

＜towear＞t8ng：d血，＜house＞nhdng：五血  

●ヽ′′   ＜now＞nh色ng：五m，＜to be short＞yo，nhling：JO・nm   

iv）Phongsaly地域のg－（一部）に，SaenchaiのZ－が対応する．  

＜to buy＞go，：Ztir一点tu，＜pig＞卵：？a・Za  

＜1adder＞g8（n）：dらz血，＜itch＞ma gu，：？a－ZⅦ  

＜tohide＞g8（gl駒（g）：jd za   
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成る単語が圧倒的に多い8）．   

2形態素から成る単語では，一つの形態素が，その単語構成のどの位置にたつかによっ  

て（すなわち第一メンバー になるか第ニメンバーになるかによって），強勢（Stress）をも  

つ形か強勢をもたない形かのいずれかに自動的に決る．したがって，アカ語には強勢対非  

強勢の対立はあるが，その対立は単語を弁別する職能をもたない，と云うことができる．   

2．トネーム   

アカ語のトネームは，高平型，中平型，低平型の三種類の平板型トーンを基本調とする  
registertonesystemをとっている．ト，ンの型の基本的な対立関係は，つぎの例によっ  

てわかる．  

HbowelsM［b〇1l’？u：55］ 郎to die乃‖i：丘u55：］  

“egg”【ja33T？嬰：33】   “seven”‖主‥33】  

日払nM【b〇33りu：2茄］   “bloodH［∬：2茄】   

高平型は［55］，中平型は［33】，低平型は【11］を基本型とするが，低平型は，休止の前に  

ある音節では，ゆるやかな低降型［2註Iになる．この現象は，いずれも音節のたつ位置に  

よって自動的に決定される母音のく長め＞とく強勢＞に関係をもつものと考えられる．た  

とえば，＜head＞［？u22’du：2茄】は複合単語くhair ofthe head＞では［？u22．du22t‡‘a33  

－k‘6：55】となり，主単語の最後の音節に（もし，それが付属語i一丘Ⅶ〉であれば，その前の  

音節に），第一強勢がおかれ，先行する単語のあとの音節に第二強勢があらわれる．いま  

一つ別の例をあげると，つぎのようになる．   

くsaliva＞【du22一Ⅹa：2茄】は複合単語くto spit＞では【du22．Xa227Ⅹa丘Ⅶ：2舘］となる．   

それ故，【2茄】は，【11】または【22】の平板型の位置による変型であると見倣すことができ  

る．この事天から，アカ語に3つのトネーム類の存在を認めて，それをつぎの記号で表記  

する．1．高乎型寸 2．中平型v 3．低平型キ  たとえば上例は，1．－？d 2．－フu  

3．－？血，1．菖i－ 2．芭i3．菖iのように表記する．   

中平型トーンをもつ音節では，しばしば緊喉母音が観察きれる．  

くfbrehead＞【na33一Ⅹ〇：55］くeye＞【m鮎a22fn甲：33】  

くboard＞［t‘支33．b鋸a：2Zi］くtobecold＞［j〇33ga33．ga：33］   

アカ語にも，ビス語と同様に，中平型トーンが緊喉母音によって特徴ずけられるという  

現象が観察されるが，この母音の緊喉性は，中平型トーンと並存し補い合う弁別的特徴で  

あるために，いずれか一万によって，他方を代表してあらわすことができる．換言すると，  

アカ譜には非緊喉母音と緊喉母音が音素として対立しないで，つぎに示したような関係に  

あるから，緊喉母音が中平型トーンを例外なく特徴ずけるわけではないけれども，中平型  

トーンをとる音節の大部分にあらわれるために，この緊喉性はヰ平型トーンによって代表  

させ得る特徴であるとして扱いたい．   

8）アカ語の単語は，3っの大きいタイプに分類できる．   

1）動作をあらわす単語は，原則として 〈一点Ⅶ〉 を後援する．   

2）状態をあらわす単語は，〈jo－〉 を前接する．   

3）事物を表現する単語は，（とくに1形態素から成るときに）i？a－〉を前接することが多い．  

1）／dza一丘Ⅶ／＜toeat＞2）／jo－htiI／とtobebig＞3）／？a－b6／＜tree＞／？a－tSa／＜rope＞   

2）／jo－dze＞／＜tobe fbolish＞ 3）／？a－dzb／＜aninsane＞  

そのほか，つぎのタイプの動詞も少なくない．   

／？a－t騨t料丘Ⅶ／（直訳すると）＜1it・tO SneeZe aSneeZe＞   

／？a－ha hあー丘Ⅶ／＜1it・tO yaWn a yaWn＞   
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音節がもつトネーム型  母音の性格（例）  母音音素とトネーム表記（例）   

中平型トネーム  緊喉母音［鼻】非緊喉母音【a：】  a  

高平型トネーム  

低乎型トネーム  ）  

非緊喉母音【a］［a：】  

つぎに，2音節連続で前後いずれの位置にたつかによって決定されるアカ語の強勢を中  

心に，議論を進めたい．ききに述べたごとく，アカ語では．（あとの音節が形態素i一飢可で  

ない）2音節（2形態素）連続の場合，つねにあとの音節（形態素）に強勢がおかれる．  

たとえば，  

［k‘ull－5s：55】＜貝ea＞ ：【fe11’m〇：55jくlouse＞  

［Ⅹalllm∈：55】くmouth＞：［mEll●1a：55］くtongue＞   

この［－JE：55］と【知1】，［－m∈：55］と【mEll】はそれぞれ同一の形態素であると考えられる．  

しかし，前者の形式は，強勢をもって［55］のトーンをとり，後者の形式は，強勢がなく［11】  

のトーンをとる・つまり同一の形態素が強勢をとるカ？とらないかということのみではなく，  

それと同時にトーンの型が高型【55】になるか低型【11】であるかも，音節のある位置によ  

って決定されることになる．その上，強勢のある音節の母音は，強勢のない音節の母音に  

比べてつねに長く，二音節連続はあとの音節が〈一丘Ⅶ〉でない限り，いつも〔短t長〕の型を  

とる．このタイプの単語がアカ語にもっとも多い．   

この申，トーンの問題は，一応変調現象として扱うことができる ．上にあげた例による  

と強勢をとる位置では，低平型が高平型に変ると考ることができる．  

［桓1】CVrCV【■iE：55］［mEll］CVrCV【■m6：55］   

この種の変調現象でもっとも極端な例が数詞である．アカ語の数詞は1から10までは1  

音節単語であり，それぞれ固有のトネーム型をもつ．  

【t主：33】く1＞，【n真：33】く2＞，［叩：55】く3＞，［？〆：2茄］く4＞，［gq：2茄】く5＞，  

【k〇毎3］く6＞，【i主：33】く7＞，［jE：33】く8＞，［g丘∝：2茄］く9＞，［ts‘∈‥55］く10＞   

しかし，20，30……100，200，300……1千，2千，3千……1万，2万，3万……の  

結合では，この1から9までの数詞は，固有のトネーム型からすべて低平型［11】になり，  

20，30などの2音節単語は，全部〔短11’長55〕のタイプに同一化する．  

【nilltS’E：55］く20＞，【srplltS‘E：55】く30＞，［？411tS’∈：55］く40＞［gcLlltS’E‥55】＜50＞，  

［k〇A11tS‘e：55］く60＞，［5i11tS’E：55】く70＞LielltS‘E：55】＜80＞，［g貼11tS’E：55］く90＞，  

［tilljq：55］く100＞【nilljq：55】く200＞，【srplljq：55】く300＞，［P411jQ：55］く400＞  

［gcLlljcL：55】く500＞，【k3611jcL：55］く600＞，［5illjcL：55］く700＞［jElljcL‥55】＜800＞，  

［g丘celljq：55】く900＞，【tillP‘cL：55］く1干＞［nillp‘cL：55］く2干＞，【tillmuI：55］く1万＞，  

【nillmtⅡ：55】く2万＞   

これらの例では，はじめの音節の本来のトネーム型，高平型・中平型・低平型の対立は  

機能を失って，中和していることになる．この事実は，アカ語のトーンの変化は，単に音  

節単位の変調現象のみではなく，単語を中心とするトーンの分配関係の固定化に向ってい  

ることを意味している．つまり，アカ語は≪音節高アクセント≫から≪単語高アクセン  

ト≫に移項したあるいは移項しつつある言葉であると考えてよいことになる．それ故，単  

語高アクセント体系として，アカ語のトーンの分配関係を整理すると，つぎのようになる．  

（Hは高平型，Mは中平型，Lは低平型）   
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1音節単語  2音節単語A類  2音節単語B類（CV一丘Ⅶ）  

4型 M－L  H－H  

5型 H－L ・  M－M  

L－L  

H  ：1型 L－H  

M  ：2型 L－M  

L  ：3型 MンM  

2音節単語A類の例  

1型 L－H   

【b‡allT？uI：55］＜honey＞  

匝11td叩：55】くcloud＞   

【？allTda：55］くfather＞   

［？alltma：55］くmother＞   

【jolllm〇：55］＜to belong＞  

3型 M－M   

【j如3り切33】くegg＞   

【？a33■1233］くsnake＞   

【フa33・’k‘如3】くcrab＞   

【ba33rX233】くbark ofa tree＞   

【nu33－■RicL：33］くbeans＞  

2型 L－M  

【sall’d首：33】＜salt＞  

【Ⅹallfkh鼻：33】くtodrop＞  

［joll－na33】くblack＞  

【ball－1如3】くmoon＞  

【Ⅹall’1933］くstone＞  

4型 M－L  

【go33’d2〇丘2茄】くmountain＞  

【フu22－Ⅹ∝：2茄】くsmoke＞  

【mE22●t62茄】qaw＞  

【5cL221j（£：2a］＜bone＞  

［sq22■1cL：2Ei］＜cotton＞  

5型 H－L  

【？i55．t5u：25i］くwater＞  

【mi55－ts‘a：25i］くearth＞  

【1〇55－b〇：2茄】くtea＞  

【n〇55’b6：2茄】くsocks＞  

【gtH55’m∈：2茄】＜to be true＞   

この5つの型にわけたトーンの分配関係をはじめの位置にある音節のトーンを基準にし  

て見ると，つぎのように云うことができる．  

Ia 低型のあとでは，高型と中型の対立のみが問題で，低型と中型の対立は中和（neut－   

ralize）する．  

Ib 中型のあとでは，中型と低型の対立のみが問題で，高型と中型の対立は中和する．  

Ic 高型のあとでは，低型のみが問題で，高型と中型と低型の三つの型の対立は中和する．   

このトネームの中和は，またあとの音節を中心にしても同様に考えることができる．  

Ⅱa 低型の前では，高型と中型の対立のみが問題で，低型と中型は中和する．  

Ⅱb 中型の前では，中型と低型の対立のみが問題で，高型と中型の対立は中和する．  

Ⅱc 高型の前では，低型のみが問題で，中型と高型は，いずれも低型と中和する．補注）   

実際には，この両方の条件による中和現象が起っているように考えられる．しかし，形  

態素ごとに，全般的にこのトネームの中和現象をとらえていくことはかなりむつかしい．  

たとえば，ききにあげた くtongue＞［me1111cL：55］のrmEll］からみると，【me22t6：2茄】  

qaw＞，［ms22mう：25i］＜board＞では中平型に変る．（この母音は緊喉音ではないし，【33】  

よりも低い【22】であるから，実際には中平型ではないが，便宜上中平型として扱いたい）．  

これは低乎型の前で，低平型と中平型の対立が中和した結果である．このL－LよりノM－L   
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への変化は，かなり頻繁にあらわれる．別の例を出すと，単独形【iq：2茄］は高乎型と結合  

するときには【5cLlld3i：55］くflesh＞，［5cLllt5‘E：55］くpickled鮎sh＞のように【iqll】CV（H）  

（すなわちI型）であるが，低平型と結合する場合には［5cL22j（£：2貧］＜bone＞，【icL22gu：2Ei］  

くsinew＞のようにriq22】CV（L）（すなわち4型）になる．これも同じく Ⅱaの条件の  

下に生じた中和であると考えられる．ところが【Ⅹqllm∈：55］くmouth＞で【mE】が高平  

型になるのは，中和条件としてあげた上記のどの条件にも合わない別の理由による変調と  

いうことになる．そして【回低平型とU（£］低平型がくmouth＞と同じようにⅠ型【吊  

低平型とH∝］高乎型にならないのも，それと同じ理由によるものであろう．等しく基本型  

L－Lの連続が，ある単語ではLJH型になり，ある単語ではM－L型になるのは何故で  

あるかは，今はよく理解できない．しかし，大体はつぎのように解釈できるようである．  

前者（L－H型）の連続になるのは2つの形態素が主要部←限定部（Head←attribute）の関  

係にあるとき，後者（M－L型）の連続になるのは，反対に限定部→主要部（Attribute→  

head）の関係にあるときと仮定できる．これらの問題は，今後の検討にまちたいと患う．   

ここで2音節単語B類としたタイプは，第二音節が－［丘Ⅶ］く動詞につく接尾詞＞であ  

る連続に限られる．この第二音節は，はじめの音節の母音と極めて密接なつながりになり，  

トーンも同じ高さを保って長められ，ときに最後がやや降り型になる．このタイプの結合  

は，すべて動作をあらわす単語である．  

2音節単語B類の例  

1）H－H【1u丘M：55：］くto丘y＞  

【d〇丘Ⅶ：55：】くto drink＞  

【フⅦ丘Ⅶ：55：】くtolaugh＞   

3）L－L［dzcL丘Ⅶ：11：］くto eat＞  

【pu且Ⅶ：11：】くtoboilrice＞  

【k〇丘Ⅶ：11：】くto stir＞  

2）M－M［ju丘tH：33‥］くtosleep＞  

【h〇且Ⅶ：33：］くtolook＞  

【t5’〇丘Ⅶ：33：】＜towalk＞  

3．子音音素   

アカ語の子音音素の目録は，29種の単純子音と4種の子音結合から成りたっている・  

1）単純子音29種は，つぎの表のように分類できる．  

stops  affricates fricatives nasales lateral 

k kh g？：  
P Ph b  

t th d ：tS tSh dz  

：t菖 t菖h d羞  

Ⅹ 苫 ： g  

h 丘： m ・  
S Z ： n l  

邑」： 員   

この目録にあげた諸単位から成立するアカ語の子音音素体系の特徴は，概略つぎの三つ  

の対立関係から出来上っている．  

i）stop：affricate：丘icative：naSal：1ateralの対立  

ii）voiceless：VOicedの対立  

iii）unaspirated：aSpiratedの対立  

ii）の対立関係は，Velar，bilabial，dentalの系列に，StOPS：affricates：丘icativesに  

並行してあらわれるが，naSalと1ateralには，この対立はない．そしてiii）の対立は   
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StOPSとa餌icatesにしか認められない．この特徴を表にするとつぎのようになる．（＋は  

対立があること，－は対立がないことを示す）9）  

StOP：affficate：丘icative：naSal：lateral  

＋
 
＋
 
 

voiceIess：VOiced  

unasplrated：aSPlrated  

＋  ＋   

＋   

これらの子音音素は，いずれも音節タイプCV，CVnのC－ の位置にたち得る．この  

子音音素の中bilabialvoicednasal／m／のみは，Syllabic［rp］として，CVのVの位  

置にもたち得る．   

つぎに，アカ語の音声の性格と各音素の設定について述べたい．   

a）無声無気閉鎖音／k，p，t／．   

完全閉鎖・完全破裂をもつ【k】【p］【t】が，たとえばつぎの単語で観察される．  

【ka33Ph王〇：55］くawa11＞，【t主：33】くone＞，［pa丘tH：33】くto tie＞   

この［k］［p］［t］は，同じ環境＃－／a／の前で対立する．その環境にあらわれる［t】の例  

はないが，［t主：33】：［ki33mE2茄］くsheep＞の対立があるから，これらの音声には音素／k，  

p，t／を設定する．   

声門閉鎖音／？／極めて弱い閉鎖と破裂しかもたない【フ］が観察きれる．この【フ】音が  

初頭にあらわれ，しかも中平型トーン【33】をとる場合に，母音ははっきり緊喉性をともな  

って発音される．  

【？all’k‘Ⅶ：55】くfbot＞［？i55’t5u：2貧】くwater＞  

Lja33］？更▼33】くegg＞  Lj〇33．？2633］＜tobelow＞   

アカ語では，母音にはじまる音節はなく，普通はこの弱い声門破裂をともなってはじま  

る．この特徴を音素／？／をもってあらわす．   

b）無声出気閉鎖音／kh ph th／   

完全な閉鎖と破裂をもつが，破裂の度合が強くない無声出気音【k‘‖p‘‖t‘】が観察きれ  

る．この出気の気息の持続は長く，【k‘h】【p‘h】【t‘h】であることも多い．しかし［k‘］など  

と【k柏】などの音声は対立しない．  

［mi55k’ha：2茄】くaborder＞［Ⅹq22P‘hcL：2Ei］く丘og＞【t‘ha丘Ⅶ：2幻】くto put＞   

これらの音声を音素／kh ph th／であらわす．   

C）有声閉鎖音／g b d／   

完全な閉鎖と破裂をもち，そして軟かい有声閉鎖音【g】［b】【d】が観察される．しかし，  

この音声は，有声声門摩擦音【丘】をともなった［g丘］［b丘】【d且】であるときの方が多い．   

【！cL22g丘u：2貧】くsinew＞［mq33b月．u：2茄］くbamboo＞【1cL22d丘u：2茄］くbracelit＞   

これらの音声には音素／g b d／をたてる．   

d）破擦音／ts tsh dz／／tg t菖h d羞／   

破擦音には‘alveolar，と‘palato－alveolar，で調音される二系列が観察され，つぎの対  

立例がある．  

9）この体系を，たとえばビス語の体系と比べると，アカ語の特徴がより明瞭になる．  
StOP：affricate：fricative：naSal：lateral  

voiceless：VOiced  ＋  ＋  ＋   ＋  

unasplrated：aSPirated  ＋   ＋   
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alveolar  palato－alveolar  

【ts〇：2貧】   くIightning＞ ：［j〇33’t52：33】くtoberotten＞  

［ts‘〇111k‘h鼻：33］くtojump＞ ：【t5‘3且Ⅶ：33：］くtowalk＞  

【j〇33－dz〇：25i］くtobefbolish＞‥【j〇331dち233】くtobedirty＞   

この［ts‘］【t5’］には，やはり気息の持続の長い【ts’h］M’h］があり，【dz］［d3］には【丘】  

をともなった【d頭＝d3Ei］が聞かれる．これらには，音素／tstsh dz／／t菖t弘dZ／をた  

てる．   

e）摩擦音／Ⅹ 冨 h 丘 s z 菖 j／   

摩擦音としては，i）軟口蓋で調音される【Ⅹ‖れii）声門音［h】，［A］，iii）歯茎で調音  

される【s］【z］，iv）硬口蓋歯茎音【i】，Ⅴ）硬口蓋で調音きれる弱い摩擦音U］が観察きれ  

る10）．っぎにそれぞれの対立例をあげる．  

i）【ba33Ⅹ2丘：33】くbarkofatree＞‥【1a22冨2丘33］くdoor＞  

この【Ⅹ］［￥］は，ときに口蓋垂音［x‖B］であることもある．【？a33X3A：2茄】くaunt＞，【苫a：2a］  

～［ua：2茄］くstrength＞．  

ii）［？a331h2丘：33］くant＞：［j〇33．丘頭‥33］くtoberipe＞  

iii）［sallld首：33］くsalt＞：【zcLlllb〇丘：55］＜bamboo＞  

iv）恥11●d3i：55】く鮎sh＞   

Ⅴ）Uanll．ma33】くelephant＞   

v）の臼】は，たとえばU∝丘Ⅶ：11：］くtowash＞，【b丘i∈22j6：2茄】くalligator＞の例で  

は，摩擦の強い【j】になるから，iv）とⅤ）は実際には調音位置が少し違うけれども，こ  

の二つを，無声と有声の一対をなす音素と考えて差支えがないと思う．それ故，摩擦音の  

系列は，つぎの四つの無声・有声の対立から成りたっていることになる．  

voiceless／Ⅹ／／h／／s／／菖／  

VOiced 佃／／即／z／烏／   

r）鼻音／g m n 且／   

標準的な鼻音［9】【m］［n】【叫］が，たとえばつぎの例で，観察きれる．  

［gcLll首頭33］くfinofafish＞‥【nQllb2A33］＜akettle＞  

【mcLllgⅦ丘Ⅶ：55：】くto be false＞：【叫α11？i丘u：55］くtowither＞   

この対立から，それらの音声に鼻音音素／g n m丘／をたてる．   

g）側面音／1／   

標準的な有声側面音【1】のみが，たとえばつぎの例のごとく，観察されるが，【1】に該当  

する無声音はない．  

【lu22－t‘6：2幻】＜worm＞：【？a331頭33】くsnake＞   

この音声には音素／1／をたてる．  

4．子音音素結合   

アカ語の子音結合には，摩擦の弱いわたり音【j】をともなう 旭］［p〕］勒］【mj］が観  

察されて，それ以外の結合は認められない．   

この主核閉鎖音［p】［p’］［b］【m］はやや口蓋化きれ，また【pj］は［p‘hj］に，［q］［Ⅰ可】  

はそれぞれ［b句】［m月jlに発音されることが多い．  

10）アカ語には唇歯音【q【Ⅴ】がない．それ故，rにはじまるタイ語からの借用語は，アカ語では【p‘］   
によって受け入れられる．たとえばka砧＜co駄e＞は，アカ語では【kallp‘b6：55］となる．   
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【nu33Ri鼻：33】くbeans＞：［？u22p‘hja：2茄】くbranch＞   

［句a：2貧］くbee＞：U〇22mBja：2Ei］くtobemany＞   

これらの子音結合には，子音音素結合／再phj tづmj／をたてる．  

5．母音音素   

アカ語の母音音素の目録は，前古張唇母音3種／iea／前古円唇母音2種／〆∝／後告  

円唇母音／u o／後舌張唇母音／Ⅶ苫／からなり，全体がつり合った9母音システムを作  

っている．これらの音素は，それぞれつぎの音声に該当する．  

／i／には【i】，［e】には【∈】，／a／には k＝a］【q】，／〆／には【〆い∝／  

には【∝］，／u／には【u】［u］，／0／には【〇】，／Ⅶ／には【Ⅶ］，佃／には回．   

このk＝a】h】，および［u】【u】は白由交替音であり対立した位置  

にはあらわれない．   

これらの母音は，有声声門摩擦音をともなって発音されることも多  

い．とくに［〇］母音は，しばしば【誼】になる．  

［d丘〇丘：2茄］＜1anguage＞【mE22m〇n：2茄］くbeard＞   

長母音と短母音の職能的な対立は認められず，上述のごとく休止の前では長く，そのほ  

かの位置では短かい．そして中平型トーンに限ってあらわれる緊喉母音は，持続がやや短  

かい．もちろん，緊喉・非緊喉の音素対立もアカ語にたてる必要はない．  

この9母音の対立を示す例をつぎに左側に揚げ，その右側に音素表記をつけた．   

［p‘hi丘Ⅶ：33：］くtocarryonone’sback＞／phi一丘Ⅶ／  

／舶phe／  

／ja t菖fja ph〆／  

／ph（皇1ら／  

／jo－ph血／  

／b音一丘Ⅶ／  

／phu／  

／nax∂n pho／  

／？a－Pha／   

【d〇AllP’he：33】くto benear＞  

UcLtSi5aicLp‘h〆：33】くacock＞  

【p‘b∝551〇且2茄］くtooar＞  

U〇11P‘hⅦ：55］くtobeblue＞  

［b飴色Ⅶ：55】くto shoot＞  

【p’hu：33］＜vi11age＞  

【ncL33Ⅹ622Ph〇：33］くthe back side＞  

［？ap’h魯・33】＜aleaf＞  

この申【〆】と【∝］の対立は例が少ないが，上掲例のほかに，つぎの例がこの二つの母  

音音素の対立をよく示している．  

［〆］  r∝】  

［？〆：2貧］＜払ur＞  ：【？∝22’16‥2茄】＜pot＞   

【t5cL33一？〆：2茄】＜bow＞  ‥臼311●？∝‥55］くtobeold＞   

【1誼55ba3aj卵Ⅶ‥55‥］くtodow＞：LicE，丘tH：2n：］くtowash＞   

アカ語には，このほかに鼻音化母音［6］が，たとえばっぎの例で観察される．  

【フt233g6・33】＜thorn＞［m6：2茄】くhorse＞  

臼311Ⅹ6：55］くtobehard＞【sa22tS6：2Ei］くIiver＞   

この【6】は，実際には音素／0／とした【〇】よりは狭い母音ではあるけれども，音素／0／  

に該当する鼻音化母音として扱い，これを／on／によって表記した／   

同じく鼻音化母音【5m］【丘m］【血m】【in］も，つぎの例で観察できるが，それらはいずれも  

音節間にのみあらわれて，休止の前では認められない．環境同化音である．   
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【Ⅹ5n33ma：2茄】くCuP＞   ／Ⅹ0・ma／  

Uanllm尋：33］＜elephant＞ 瀞・ma／  

［ntiIm33m尋：33］＜heart＞ ／nⅦ・ma／  

【min55n6：2ii］くyesterday＞／mf－nOn／   

この母音音素／ie〆∝Ⅶ苫uOaOn／の中の一つが，CVのⅤの位置にたち得る．  

そのほか，上述のごとく同じ位置で，それらの母音音素と入れ換ってあらわれる音素に，  

／m／がある．私の資料では／on／および／m／と初頭音の結合はつぎのごとくであり，と  

くに結合関係に制限は認められないが，この両者の結合関係は，大体において並行してい  

るようである．  

初頭音 k kh g x 首  h   丘 ？ g p ph b m  
CVn x khon gon xon冨On hon x ？on x x phon bon mon  
Cm x khm x xm x hm x ？m x x x bm mm   

初頭音 t th d n ts tsh dz t菖 t弘 d羞  丘  s z  
CVn ton thon don non tson tshon dzon t菖on x x x son zon  
Cm  x x dm nm x tshm dzm x x x  員m sm zm  
初頭音 菖 J l Iリ phj 句  mj  
CVn x JOnlon x x 句on mJOn  
Cm  菖m x x x phjm 句m x   

以上，筆者は，センチャイ・アカ語の音素構造を，トネーム，子音音素，母音音素の体  

系を中心に，その特徴の概略を記述した．その結果，アカ語の音素構造は，CV音節を基本  

様式とするロ口語の類型に属するが，一つの鼻音化母音／on／と鼻音音素／m／をVの位  

置にもつことと，とくにトネームの体系が単語高アクセント体系に移っている点で特別の  

タイプを示すと云うことができる．   

なお残された問題は，今後の調査によって検討したいと思う．  

Ⅲ   

An Akha－EnglishGlossary  

k  

bbn k冨ma a Pail  

k富   

jo－k官 toarrive，arrival  

？a－rrtjbnjo－k官 （to be）on time  

ku   

ku ts旭 a spoon  

kh   

kh句bn aperson’s neck   

k血s6 teacherくThai   

ki   

ki－mさ sheep   

ki－mさba－ⅩO WOOl  

ki   

dZ1 ki root 

ki  

？h－ki night  

k冨   

b∂n k冨 a box  
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ko   

ko six   

ko－丘uJ tO bite  

k～〉   

k～ト丘Ⅶ tO Stir   

kらke－？u bottleくThai  

西  田  龍  雄   

ka   

ka画a crossbow  
ka   

kぇーPh占 co鮎eくThai   

ka－Phj6 a wall   

m6・kh6 a pICture  

khら   

khらtshtiI throat   

da khb to be dull  

kha   

Xa kha to drop   

tshbkha toJumpdown  

？aqb6kha一丘Ⅶ tOPlanta tree   

nu－magakha丘a tobedisappolnted  
kha   

bh－kha mosqultOnet   

kha－th6 net  

kha  

？a－kha crab   

kha・菖th sand  

？a－kha Akha   

jo－kha between   

mikha a border   

bu kha umbrella  

khA   

xa kha basket  

kh6n thread   

sa kh6n cotton thread  

kh血   

ja－khrh a ftnce   

khi   

do khi excrement  

kll止Ⅰ  

？a－kh血 fbot   

khtiIn血 heelof a man，s fbot  

？a－khtiIpO tStiI knee   

jo－khtiI taSte（offbod）   

khtiImJa tO be tasty   

sえ－d冨ma－khtiI tO be tastless   

khtiId也 calf（ofaleg）  

kh血  

？a・kh血 dog  

？a－khtiItShe to bark   

kh也菖占 貝ea   

khth phjll persplration  

kh官   

j血kh官・丘u to mix  

kh11   

kh色一丘uユ tO Call   

t菖占Ⅰ可6n？aJukh11－th占  

Whatis yourname？  

kho   

tikholu一点ul tO gOtOgether  

khる   

jo－kh6 to be swift，SWiftness  

ヽ gce nine  

gtH  

JO－guI tObe dry  

g血  

？a－gtu Star ′   

gtiI？i一点ul tO melt  

gtiI COPPer  

gtiIba t占 a bowl  

gu   

gu且a to ftar  

gh   
弘gu sinew ヽ  

Za・gh youngman   
m占tsⅦgu tO SeW                         ヽ   
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gll   
Sa nrh gu aloom  

lb g也 cavern  

gd  
JO－gO tO be high，tall   

htiI－gO that                   ′  

gら   

gb d2b mountain   

t弘昌一gb mosquito（thelarge type）   

mbn n6mbn go ox ＼  

gb d〆d〆 to be tired  

ga   

da－ga horse saddle   

nlga一丘tH tO Play   

ga一丘Ⅶ tO hll  

？f－t善心ga cascade  

？hj占siga－1f－丘Ⅶ tO SnOW  

ヽ  na－ma ga－？6n xe west   

nl∬－magakha員a tobedis年PPOlnted  

JO－ga ga tO be cold  

JO－ga ma雫a tO be cool   

叫a ga pho side  

gえ   

ga－ma path   

h血ga this                   ′   

ga   

gぇー丘Ⅶ tOlove   

ga－1a一丘uJ tO hear   

ga－d6一点Ⅶ tO Show   

ga d羞a－d羞a一丘Ⅶ tO hire  

？b弘ga to plty ヽ   

ga16n valley  

？a－ga Where              ヽ  

ヽ  StiI－ga Paper，book  

●′ヽ Ja ga medicine  

●′ Ja ga da bbn to poISOn  

gOn  

？a－gOn thorn   

gon t蓋6 the center  

g（うn  

JO瑠On Clear  

′  na gon noon，daytlme   

na g6n ho lunch   

Ⅹ  

ⅩO tha pho north  

？h xo hat  

XO‾ma CuP   

XO Phj血 to cover  

xる   

na－Ⅹ6 fbrehead  

x∂   

フa－Ⅹ∂ year）age  

？aLrnJaXb Howoldare you？ ●ヽ  

tsu ntHXb this year   

naJa Xb next year   

minⅦⅩb last year   

Xらz宮 pillar   

j占Ⅹ∂ hook  

＼  フかⅩO aunt   

dtlXbxbn to dig   

Xb s6ja一丘ul to be useful   

員ib6n t菖axb prawn  

Ⅹe   

Xela一月u to bring  

′ Ⅹe   

tix占 half  

ヽ Ⅹe   

首0Ⅹさ window  

x（圭  

1a x臆？也 inside  

＼ Ⅹ（£   

Ⅹ良一且tn to steal   

tsh6ha tsh6Ⅹde thief   

フh x丘 smoke（Noun）   

d2（込Ⅹ壷 mist   

XO   

ba－ⅩO Skin，bark ofa tree   

ki－mさba－ⅩO WOOl  

laxo 丘nger prlnt   

XO tha upper side  
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Ⅹala na blackleopard   

xalo stone   

xa kha basket   

Xa kha to drop   

Xa首音 charcoal  

XOn  

？a・dulu xon rainbow  

′ ⅩOn  

JO－Ⅹ6n to be hard  

ヽ ⅩOn   

na xbn a person’s back   

na xらn pho backside  
●ヽ  mJa Xbn face   

ph昌Ⅹbn clothing  

？tlj6ph占Ⅹbn raincoat   

d山Ⅹ6Ⅹbn to dig   

mi xbn province 

X血   

namatstux血tsh6 atorch，alamp   

dzbn sa xb custom，religion  

Xa   

jo一Ⅹa tO be difhcult   

the・Sajo－Ⅹa tO be noISy  

xa  

JO－Ⅹa tO be expensive  

′●●′  m良一XaJOla tO be cheap  

JO－Ⅹa ga tO beimportant  

ヽ Ⅹa   

xぇーmさ mouth   

d亡巨Xa Saliva   

dtl－Ⅹa Xぇー6Ⅶ tO Splt   

xえーmさmさ一d羞6 tooth brush  

JO－Ⅹa tO be bitter   

x良一ほ  dust   

xa m血  a bcar   

Xalえ tlger   

xa dz6  hawk   

Xa pha 丘og  

冨0」0」O tOleave   

痴苫0 丘n ora丘sh  

首d   

首6一月tL［tO takeout   

rrua xbn苫6j11－6tH tO nOd         ●ヽ   

首∂  

？a一首b needle   

首b一丘tn to chew  

lo冨b－6Ⅶ tO drive a car  

ヽ  tso首0 fire place，StOVe  

首a   

論首a－6Ⅶ tO doubt  

がし Strength   

殖一且u towin   

首a一丘tH tO be enough   

冨a－ma CnOugh ヽ  

締切0－6Ⅶ tO Sink   

冨えm6n to be far away  

紳n   

苫On pa Vegetable ＼  

首On n（£ green vegetable         ヽ．   

冨e   

mm首e一且Ⅶ tO COntinue  

苫さ   

ma苫さ員a ga to to be necessary  

冨血   

冨血－6Ⅶ tOCOunt   

sらn bo苫tiI一且u to reada book  

甘心   

苫thlbnjo－htiI tObelucky   

冨血mら員a to envy  

苫冨   

苫首phja totear（something）  

冨宮   

冨宮一丘uItO pull   

苫宮phje一丘Ⅶ tOeXPand   

苫官員e－6Ⅶ tO Shake   

xa苫宮 charcoal  

？a－d芸i苫官 rubber  

苫0  

1ぇー首O door   

首0－Xさ window  
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ト ＋がn patgh6 pickledvegetable  

h  

17   

冨bn tgh6 a hoe  

h昌   

hb－h占 schoolくThai  

h血   

jo－htiI tO be big  

？i－t弘jo－h也 sea   

htiIS良一ba？b ship   

htiISi this month   

hdIga this   

htiIg6 that  

ho   

ho一点t∬ tOlook   

ho m6一且tH tO See   

Phjb ho a mirror   

pha？ijb菖a ho to weigh  

？a－ho ant   

ho－t弘 rat   

ho－t弘ja squirrel   

ho－t弘za bamboo rat   

ho boiled rice   

ho si grains of rice 

？h菖o ho breakfhst  

？h－kiho supper   

ho mさ・丘tn to be hungry   

ho？さ一フ占  to cook  

ho t官  a can  

h∂   

hb－h6 schoolくThai  

ha   

ha菖a一丘tH tO Salute  

hA   

da－ha soldierくThai  

ha  

？aLha hえL丘tH tO yaWn   

tsh6－hム．human being   

ha ztHフえ  man   

ha ztu6a husband   

Phu tsh6・ha the chiefofa village   

t菖hih畠． deer   

na h良一丘Ⅶ tOlisten，aSk  

h（〉n  

？a－h6n leopard  

hbn breast  

hlin 

？a－hrh mushroom   

t菖a－h血  fur  

？a－d羞it菖a－hrh fbather  

h血  

1e hrh to prepare   

jo一飴 to be easy   

dら－hb to putin  

lia   

tstiI丘a・？e to nlP   

且a ga where ヽ  

丘a mja－？i how many   

且a mJOn When   

6a su？a who   

丘a d羞占 what   

且ajolo？6 how  
丘え   

ha ztn f迫 husband   

丘uI   

フi－6Ⅶ tO gO   

g虔一丘Ⅶ tO Cry   

maba丘ul？a－Phaleafofapalmtree   
ma ba一且Ⅶ？a－b6 palm tree  

60   

丘o tsha一丘Ⅶ tOJOln  

？a一丘olo－ma SPider   

jo－60 tO be rlpe   

60－？a a crow  

且ら   

飴弘ga to plty                     ヽ  
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？u phj良 a branch ofa trec   

ko ke－？u bottleくThai  

フh  

？h・d（1 head  

？h dh t喜ha－kh6n hair of the head  

？h d亡Ithbn to bow   

フtlt菖h虔 horn，akha headress  

？hj6 rain  

？hj昌j6 to rain   

フhj占si snow  

？h d羞占d羞占 thunderbolt  

？h d羞さso t6th6 to thundcr  

？h菖o morning   

フ也ki night   

フh t菖i wanning moon  

？h tshtiltShlh一且uJ tO COugh  

？hphさphさ tovomit   

フh mo 800r   

？h dzさ to blame  

フ也   

bら＿？也 bowels   

lo？d一尺Ⅶ tO ride  

フo   

dムー？o bottom   

jo－？o tobelow  

フi   

フi－6Ⅶ tO gO   

フ壬．？6n一丘tH tO enter  

？i－do－6u to go out   

？i－t菖h water  

？i＿t削1？f－1d a wavein water  

？i－t削1？in昌一n昌 muddy water  

？i－t弧dbn a drop   

フi－ph gourd   

フi－t羞心mさ to be thirsty   

？i＿t邑h dztiI一員uI tO bathe   

？i＿邑tb urine  

フi   

フi－nOn tOday  

稚   

？6－nさ to command   

h6？昌一フ昌 to cook  

フ挙 hur   

フ砂Ⅹ0？砂bら square  

？挙Pha grandson   

フ挙－ma grand daughter   

フ挙Ii一且tn to return   

t菖a？砂 bow  

？砂Phj6・6tH tO Change  

？（嘉   

jo一？＆ to be old  

フ（吏   

フ＆1らn pot  

？tb   

フtiI－6u tolaugh   

？血16n hot water   

？血16n16n to boilwater   

フ血didi to swlm  

？血JO tO丘sh ●＼  

句aフ血 honey   

フ止Ⅰ   

？tiIdz6 vulture   

フu   

jか？u egg  

mjb？b－6tH tOSell（things）   

？a－kh也払ot  

フa－khth dog  

フa＿kha Akha  

？a－kha crab  

フa－gul Star ′   

？a－gOn thorn  

フa－Ⅹら aunt  

？a－Ⅹら year  

？a一首O needle ヽ   

？a－ho ant  

？a－ha h良一Rtn to yawn   



19  音  素  体  系   ア  カ  語  の   

？a－h6n leopard  

？a－hrh mushroom  

？a一点0lo－ma SPider  

？a－phi grandmother，01d woman  

？a－Pha aleaf－  

？a－bd daughter  

フa－bllza girl  

？a－b6 tree  

？a－b6 grandfather，unCle  

？a－b6je 80Wer  

？a－ba a shadow  

？a－d〆mえ we（inclusive）  

？a－dulu xon rainbow  

？a－do elder brother  

？a－da fhther  

？a－n盲1苫 1izard  

フa－nu Seed  

？a－nOn day  

？a－mi cat  

？a－mO lnSeCt  

？a－ma mOthcr  

フa－mal左 right hand  

？a－mJO mOnkey  

？a－rnjbn time（ofday）  

？a－tS挙ts砂一且tH tO SneeZe  

？a－dzb a dumb orinsane person，  

a丘）01  

フa－Si 丘uit  

？a－ZuJZul－Liln tOitch   

フa－Za plg  

？a－t諭  he  

？a－t菖a rope  

？a－t菖6n？h－dtlthbn to respect  

（to bow to animportant person）  

？a－tghit弘i－atH tO be qulet  

？a－t芭hc6 breast of woman  

？a－t菖hb clan  

？a－t菖hala left hand  

？a－d羞i bird  

？a－d羞i首肯 rubber  

？a一員i younger brother   

フa一員dlo pearl  

？2い員ら bu肋lo   

フauli son   

フa－1iza boy  

？a－1d butterfly  

？a－lo snake  

？a－1a hand  

？a－1a d羞a菖i li（〕Il   

フaJe t菖hA sonきぎ  

？aJu？a一別 relatives  

フdn  

？iフ6n一員Ⅶ tO enter   

na－ma ga？6n－Ⅹさ west  

？m to do，tO made   

ma甘山一6Ⅶ tO be f五1se  

的  

JO－gO tO be bent   

na－gb一月u to govern         ヽ  

9a   

pa－be banana  

附 Ⅰ  

ge   

ge一且tn to fbrget  

gさ   

d6gさ一丘uJ tO Speakalanguage   

d6n gさ－6Ⅶ tO rqeCt   

ge ne－6u（tO eXPlain ヽ  

gさt菖0－6uI tO anSWer  

g虔   

g虔－6… tO Cry  

g血   

gtiImさ to be true  

we（exclusive）  ヽノ   e 
′
a
 
V
 
 

g
二
h
 
 

（
 
n
 
 
 
 
ヽ
a
 
ヽ
a
 
 

m
J
 
れ
U
 
 
 

h
 
 
S
 
 

〔
n
 
 
 

弘
 
 

ヽ
a
 
 

n
J
 
 
 



20  

ヽ  ga冨0 丘n ora丘sh  

ヽ  ga pa scales ofafish  

西  田  龍  雄   

ga一員u to borrow  

Phjd由一且tH tO borrow money   

p〆   

jo－bbn p〆一丘tH tO be brave  

p血   

ptiIb宮 an arrow  

pu  

lapuniph6n beans（outsidethepod）  

p（1   
Ph一丘tH tO burn）boil   

Ptlbe a pocket  

pO   

po m6一丘ul tO Seek  

？a－khtiIPO－tStn knee  

pd  

tlp6te very  

p6   
諭po lungs  

pa   

pa一丘Ⅶ tO tie   

pa t6一艮tn to tiea girdle   

Pa d羞e waist－Cloth  

ヽ  ga pa scales ofafish  

＼  首On pa vegetable  

pa   
pa t菖i matches  

由a   

nu R］a beans  

ph〆   

ja t菖ija－Ph〆 a cock  

ph（嘉 an oar   

ph（嘉1ら to oar  

ph血  

JO－Ph血 to be blue   

phtiIdo一丘u tountie  

Phu villag・e  

？a－kha phu Akha village   

phu tsh6 hB the chief of a village 

ba phu shoulders   

mja－d也phu－aⅦ tO WaSh a face  

phtl  

？i－ph（1gOurd   

di－Ph（1 a hammer   

th6n ph（1一且tH tO meet  

pho   
na xrin pho the back side 

na－ma do x占 east   

na－ma ga？6n xさ west   

da？o pho south   

xo tha pho north   

phi   

phi－6Ⅶ tO Carry On One’s back  

phi   

Phi－ma tO Study   

Sa phi chili   

SA phiza pepper  

phi  

？a－phi grandmother）01d woman  

？a－phitsh6m6 01d woman  

phe   
db phe to be near 

l－1－～   

phさⅩ6n clothing  

？叫占ph占Ⅹ6n raincoat   

ph占Ⅹ6n drh to wcar   

phさⅩ6nle to put off   

phさthbn a bag   

phさdz（嘉 rice bag  

？hph占phさ tovomit  

JO－phさ toleak  

ph昌   

ka・ph6 co駄eくThai  



21   音  素  体  系  

首宮phje一員tL［tO eXpand  

phjさ   

Phj占・且ul tO release  

Phjd silver，mOney   

Phjd zrh to pay money   

Phj丘ga一月uJ tO borrow money  

JO－Phjd to be white   

S占phj血 an onion   

khtiIPhjd persplration  

phj6   

ka－phj6 a wall  

？挙phj6・丘tu to change  

l）llj・、，   

phjb ho amirror   

mja phjbjo－htiI gOOd－looking  

phja   
phja－Litn to scratch  

phjえ   

phja一且tH tO run a ftver  

？u phja a branch ofa tree   

首肯Phja to tear（something）   

弘phja aleg  
phj血   

ⅩO phj血 to cover   

ア  カ  語  の   

pha  
？a－pha aleaf   

phaja disease   

Phaja bo to be sick   

j6－pha to break   

tsho pha？i一員u to split   

Pha za a family   

phala tsh6ha fbrelgner   

Sa Pha cloth  

phA   

tipha one thousand   

phA？ijo a scale   

pha？ijo菖a ho to weigh   

ph良一且tH tO eXChange  

l）l－ごl  

？砂pha grandson   

Xa pha 丘og   

StH pha 払Ⅹ  

phon to open  

phらn   

d亡IPhbn－6tH tO bury  

la pu niph6n beans  

（outsidc the pod）  

phje  

mja be blind   

ja－t菖ina be a cock’s comb  

b昌   

na b6一且ul tO Smell  

bさ a duck  

b〆   

ma b〆 a hole  

b（吏   

b（嘉一6tH tO Carry On One，s head  

b舌   

b宮－fitH tO Shoot   

mib宮一員ul tO Shoot   

PtiIb宮 an arrow  

b宮   

b音一且tLI tO grunt（pig）  

bu  

bi  

bi一且uJ tO distribute  

bidze一且Ⅶ tO throw，abandan  

jd bi一員u to separate  

bi n6n an anvil 

bi  

mja bi tears  

ma m6n s6bi mango  

i  

b主一品Ⅲ tO glVe  

bi－the to cIos占  

tsh6bi a stream  

be一員ul tO kick  

p（1－be a pocket  

ga－be banana  

b  

be  
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S占b6 garlic  

ba   

ba－ⅩO Skin，bark ofa tree   

ba ba cheek   

ba the一丘u to overlap   

gtiIba t占 a bowl  

16－ba river  

16－ba tshe to cross a river  

16－baj＠一且uJ tO且ow（a river）   

h血sぇーbかフ8 ship   

mi no no ba before 

ba   

？a－bA a shadow  

ba   

baphu shoulders   

ba－6u to carry on one’s shoulder   

ba ba cheek   

bala moon，mOnth   

bala菖tiI WaXing moon   

jo－bえ to be thin   

d羞iba wine   

ba d羞i blacksmith  

b6n poISOn  

」a ga do bbn to poISOn ●′  

b6n k首 a box   

b6n k首ma a Pail   

？a－d羞ibbn nest   

na－me b6n nostrils   

n6b6n socks  

b正1   

t弘c b血 to pile up  

bje   

jo一句e to be soft  

■ヽ  句eJOn alligator  

句昌   

弘句＝が to slice  

句o  

IA句0－6tH tO disappear   

nuI－ma句0一丘u to breathe   

古瓦句0一丘u to sink  

匂え   

jo－bja to be bright   

西  田   

jo－bu to bc clean   

bu kha umbrella   

d羞ibu－6ul tO eraSe   

jo－bujo－mtiI tO be smooth  

b（l  

？a－bd daughter  

btl   

b亡1Sa a8y   

bh th占 mosquito（sma11kind）   

b〔1kha mosqultO net   

ma b亡1 bamboo  

bo   

bo－ma belly   

d弘l占bo－且tH tO blow（the wind）   

mさ1ibo一丘tu to whistle   

bo菖i－且tH tO hn   

bo？h a fもn   

s6n bo letter   

s6n bo bo一且tu to writeletter   

S6n bo首tiI一員tH tO read a book   

Sbn bo dzo za pupil   

na bo kettle   

pha ja bo to be sick 

b（う   

na b6 ears   

？a－b6  tree  

？a－b6je aower   

b6tsh（）n n）reSt，WOOds   

za b6  bamboo  

？a－b6 grandfhther，unCle  

b6   

b6－？d bowels   

na bb deaf   

bbli merchant   

フ砂Ⅹ0？砂bら square   

ma sえbi） bamboo bush   

b6t；hu t弘a grease，butter   

z6n bb－6uJ tO Predict   

za b6  to bear a child   

mJa ntu？a－b6 eyeball   

16b6  tea   

16b6？m to brew tea  
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句a bee   

bja dz6n bee hive   

句a？tiI honey   

jo・bja tobe striped   

the句a a board  

句a ga pho side  

切らn   

kd句6n a person’s neck  

句血   

bj血－ma tarO（potato）   

kim占 sheep   

kim占ba xo wool  
？i－t芭h mさ to be thirsty   

m占tstH Cloth  

ヽ  m占tstH gu tO SeW   

m占1ibo一且tn to whistle  

′ mlH   

ti mtir ten thousand 

mtb  

JO－mtiI tObegood，beautifu1  

（ntu－ma）mtiImjま tobeglad，thank  

m首  tOWn   

m音  

1e－m官  ashes   

m心   

mえmh？m to destroy  
？m mtl菖imh to repalr  

mO   

？a－mO lnSeCt   

フh mo  鎖00r  

m6   

ho m6一丘uJ tO See   

po m6－6Ⅶ tO Seek   

苫tilm6一且Ⅶ tO enVy  

JO－m6 to belong   

鎚mる louse   

tit菖hu m6 an hourくThai  

mら   

Za m∂ grass   

mb且a tolike，Want   

m6mJa tOlike，Want   

tsh6m6 01d man   

mb kh6 a picture 

ma   

mi   

？a－mi cat   

mitsha earth   

mikha a border   

mixbn province   

mi non yesterday 

mi   

midza 負re   

midzalami to extinguish   

mib音mi芭i bu11et   

mitgh6 a knift   

mitgh6phblさ sword   
d6mi an animal，s tail   

miza▲ Wifも  

ヽヽヽ  Za mlZa WOman   

mida young woman   

mi菖ipho 丘ont   

mino no ba befbre   

mi喜心 plne tree  

me   

ヽ na－menOSe   

フa－d2ime to the beak of a bird   

菖tiIme一丘ul tO COnVey   

d羞ime－6ul tO turn  

ヽ me   

xa－mさ  mouth   

xa－mさmさ一d羞6 tooth brush   

m占Ia tongue   

m占1こ11ip   

m占m6n beard   

m占t6n JaW   

m占dza edge   

mさ一月u to teach   

gtiImさ to be true  



龍  雄  

′ mm   

xa mTh a bear   

tiほm血 a million  

m血 sky   

且血mdl rOOr  

Ja m血 season   

m血d血 a cloud  

mj占   

m担丘Ⅶ tOlick  

nnj, 

？a－mJO mOnkey   

rnJamJOmjo一且u tobeblind         ● ヽ  

■ヽ mJO thing   

mj6？6一員Ⅶ tO Sell   

mJOZ血一丘Ⅶ tObuy ●ヽ  

mjb？m tsh6－ha servant   

mj∂一員Ⅶ tO丘Ⅹ  

●ヽ  mm mJO tO mOVe  

mja. 

JO－mJa tO be slow   

khrir mja to be tasty 

nⅦ一mala mJa tOunderstand   

ntu－n甘JOmJa tOWOnder               ヽ   ●   

rnja  

●ヽ  mJa－ntH eyeS   

mJa・nⅦmja髭 eyebrow ●ヽ   

mJaX6n a face ●ヽ   

mjaddphu一且tH tOWaShaface   
ka mJa CrOSSbow ●ヽ   

JO－mJa tObe many ●ヽ  

且a－mja－？i how many   

t5h官jo・mJa tObe fbggy ●ヽ  

dさmJa tO be fh11                ● ヽ   

mjon   

丘amJOn When  
n－、巨Il  

●′  t菖占mJOn a name  

rllj（、り－  

？a－mjbn time（ofday）  

？a－mjらnjo－k官（tobe）ontime   

西 24  

？a－ma mOther  

？啓一ma grand daughter  

la．・ma thumb  

●ヽ Ja・ma elephant  

●ヽ Ja－ma菖6 centipede   

ntH－ma mind，heart   

na－ma the sun  

●ヽ Je‾ma a SaW   

XO，ma Cup  

？a・且0lo－ma Spider  

？a－mala right hand   

ma bd bamboo   

ma sa bamboo   

ma ba丘tH？a・b6 palm tree   

ma－ma dream  

ma   

malo？i certainly   

ma？6nJO－ge nOthing ヽ   

JO－tSh丘ma tshま to be warm  

JO－ga ma－ga tO becool ヽ  

ma gtiI一員Ⅶ tO be false ヽ  

ma－ⅩaJO」孟 to be cheap  

JO－S孟ma－d6 to beill   

manま pus  
？a－d〆ma we（inclusive）  

●′ Ju m畠・tO get   

紳－mえ enough   

ma冨占員a gま to be necessary  

′ mOn   

紳m6n to be far away  

m6n horse   

m6n n6  cattle  

＼  m6n nさm6n go ox   

mon n6mon na cow   

mゐn sさda hoof   

m6n ncejo－t5h＆ milk  

mm   

mm t菖hb tolean   

mm￥e－AuI tO COntinue  

●ヽ  mm rruO tO mOVe  
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t  

ア  

gtilbat6 abowl  

t官   

ho t官  a can  

tる  

JO－t6 a girdle   

pat6一丘tL（tOtieagirdle  

t∂   

do tら all   

ta   

dz6n ta a chisel  

t6n   

mさt6n JaW   

t菖ha－t6n navel   

tlOne   

tijま one hundred   

tiphま onethousand   
timtiI ten thousand   

tis占 one hundred thousand   

tila mrh a mi11ion   

tix占 halr   

tikhol血一員uI tO gO tOgether   

tit菖hu m6 an hour＜Thai   

tlp6te very  

te   

do te th6 to slide  

？d dzさso te th6 to thunder  

t占  

th  

thfl   

jo－thd tobethick  

tho 且agくThai   

d羞6tho一員ul tO Wait fbr  

thる   

nさth6 prleSt  

tha   

xo tha upside   

xo tha pho north 

tha．   

tha－6tH tO put   

jdtha一丘tH tOCOllect   

ntH tha一且Ⅶ tO memOrize  

thdn  

16th6n to trap（birds）  

thbn to hit  

？h d（1th6n to bow  

？a・t邑6n？h d（1th6n to respect   

（tobowtoanimportantperson）   

th6n tshTh mortar   

phさthbn abag   

l（1th6n worm   

th6n phh一丘u to meet   

the  

the－Sa VOice   

the－Sまjo－Ⅹa tObe noISy   

the句a board   

ba the一月ul tO OVerlap   

t昌ho the to fbllow   

bi－the to close  

th占   

邑ath6？i一員Ⅶ tO gOhuntlng   

昌a d2ith6一員ul tO hunt   

b（1－th6 mosquito（smallkind）   

kha－th6  net  

？h d羞昌so te th占 to thunder   

do te th占 to slide   

t昌占mj6n？aJukh血th6  

Whatis your name？  

th占   

岩ぇーth昌 hrk  

thq：   

th∝一且tH tOindicate  

th（嘉  it  

thu   

thu一員tH tO rise  
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di   

di一丘tH tO hit，POund   

di－ph亡1a hammer  

di   

jo－didi to be rough  

la di trousers  

di   

？tiIdidi to swim  

de   

de？ij孟  rice－field   

dejま？m fhrmer  

dさ   

dさ一且tL（tO PuSh   

db－？0－6tL（tO PreSS down   

jo－d占 to beempty  

●ヽ  d6mJa tO befu11  

d〆   

gb d〆d〆 to be tired  

？a－d〆ma．we（inclusive）  

d冨   

sa d苫  Salt   

Sa d冨ta tO be salty   

d冨tShe to cut  

d官   

jo－d富 to beindustrious  

du  

？a－dulu xon rainbow  

d止   

S6n da dd pen  

dtl   

フ山一dh head   

袖一山昌aj（も skull  

la－dh bracelit   

khtiId亡1Calf（ofaleg）   

mja d亡1phu一艮tH tO WaSh a fもce  

lるd（1a pOnd   

ju dh that（far away）   

d（1－Ⅹa Saliva   

dh x6Ⅹ6n to dig   

dhphbnL丘Ⅶ tObury  

dd ki root  

lo dh a well  

do   

jo－do to be straight   

m6do body   

do khi excrement   

do t6 all   

do te th6 to slide  

？i－do一丘ul tO gO Out   

na－ma do xさ east   

ph血do一丘tH tO unite  

dる   

d6一且tL（ tO drink   

gad6一且tL（tO Show   

昌a d6aa to be ashamed  

JO－Sa ma－d6 to beill  

db language  

？a－kha d6 akhalanguage   

d6gさ・丘u to speak alanguage   

d6mi an animal）s tail   

d～）n〆n〆 to sit   

d6鮎 to putin   

d6phe to be near   

d6zrh ladder   

Za舶 poISOn  

●′ Ja ga d6b6n to poISOn   

mi－dza且Ⅶd61ight offire  
da   

dat；h占 tobesharp   

da kh6 to be dull   

S6n dadd pen   

dajさ aline   

da d羞6 a wheel   

mi da young woman 

dA  

？a－da father  

dふ   

da－ga horse saddle   

mらnsさdえ a hoor   

dぇー？o bottom   
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dるn  

？a・d羞i？a－d6n a bird’s wlng  

d血   

m血d血  a cloud   

PhさⅩ6n drh to wear  

d虚1 a Cart   

ア  カ  語  

da？o pho south   

da tsh6一丘u to creep   

Se－da a shop   

se・dajo－S6n shop keeper  

d6n  

？i－t邑血dbn a drop   

d6n g昌一且u to reJeCt  

の  

ntH th良一丘tH tO memOrize  

■ヽ  mJa－nu eyeS   

rnJa・ntHmja髭 eyebrow ●ヽ  

minu x6 last year   

tsu ntLr X6 this year  

n血   

kh血ntiI heelof a man，s fbot   

n冨  

？a－n首1首 1izard  

n宮   

ntH－n音  to think  

ヽ●  nu－n冨JO－mJa tO WOnder  

nu   

nu pja beans   

？かnu Seed  

no thou   

no的 we（exclusive）   

mi no no ba before 

nる   

S占n6 shoes，Sandal   

n6b6n socks   

na   

na x6n a back（ofa person）   

na x6n pho the back side   

na x6  fbrehead   

naJa X6 next year  

′  na gon noon，daytlme  

JO－na tO be black   

na一且u to dye black   

X良Ia na a blackleopard   

na－b～） deaf   

na－ma the sun  

nl tWO   

t昌hini16n vinc  

ni  

JO－ni to be ftw  

ne   

ge ne一丘ul tO eXPlain       ヽ   

nさ  

JO－n6 to be red   

n6一丘u to dye red   

m6n n6  cattle  

？i－t岩山？in6n6 muddywater  

nさ ogre，SPlrlt   

nさth6 prleSt  

n〆   

dB npl nld to sit 

n（℃   

mbn noejo－t；hc6 milk（sweet）  

ノ n（モ  

1a n（去 afinger   

苫On n＆ green vegetable ＼  

n（嘉tsu a thimble  

＼ nCe   

nゐ1a－6uユ to Wake   

nuユ   

nu－ma mind，heart   

nu－mala mJa tO understand   

ntzI－ma mtiIrnJa tO be glad   

ntH＿ma t邑6員a to be sad   

nuJ－ma ph6一丘tn to be bored   

ntu－ma句0一員tL［tO breathe   

nⅦ－nせ to think  

ヽt  nⅦ一n首JO－mJa tO WOnder  
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na b昌一丘tH tO Smell   

nえthi a minuteくThai   

nali a watchくThai  
nOn  

？a－nOn day  

？inon today   

mi non yesterday 

′ nOn   

bi n6n an anvil 

ヽ nOn   

Za nらn a baby  

ndl   

ヽ  Sa nrh za to weave   

Sa n血gu aloom                           ′  

na－ma tStLrX血tsh6 atorch）alamp   

na－ma do－Ⅹさ east   

na－ma ga？6n－Ⅹさ west  

na   

na me b6n nostrils   

na hぇー丘Ⅶ tOlisten，aSk   

na員a to hurt   

ma nA pus  

na to stop   

na－g8－丘Ⅶ tO gOVern   

na b6  ears  

ヽ  na－me nOSe   

na bo a kettle   

na za ear－rings  

Ja－t昌inabe acock，scomb  

tsi  

lさtsi一色Ⅶ tO WaSh（clothes）  

tse deer  

tstⅡ  

1a tsⅦ elbolV   

n虔tsu a thimble  
？a－khtiIPO－tSu knee   

na matstHX血tsh6 atorch，alamp   

m占tstH Cloth  

ts血   

tstiIj6 ffiend   

tstiI丘a－？e to nlP  

ts首   

d羞a ts首 SparrOW  

tsu   

tsu ntL（Ⅹ6 this year  

tso   

員rh tso一点Ⅶ tO build a house   

tso首b fire place，StOVe  

ts61ightning   

ts6一丘Ⅶ tO plerCe  

tsdn   

Sa tS6n liver   

tsh  

khb tshtiI throat  

？血tshtiItShliI一丘tn tocough  

tsh11  

JO－tSh11 to be stout  

tsho  

letsho maggot   

tshopha？i一色ul tO SPlit   

tsho dzさ to be obstinate  

tsh（～   

tsh6－hえ human being   

tshe   

d冨tShe to cut  

16 ba tshe to cross a river 

？a－kh也tshe to bark  

tsh6  ten   

tsh昌一丘tLr tO Choose   

da tshさ－6uI tO CreeP  

tsh昌   

昆a tshさ to plough  

tshdI  
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JO－tSha matsha tobewarm  

tsha   

mf tsha earth   

丘o tshぇー且Ⅶ tOJOln   

ku tshえ a spoon  

tsheln   

b6tsh～）n fbrest，WOOds  

tshIh   

th～）n tSh血 mortar   

ア  カ  語  の  

tsh6m～） Old man  

？a－phitsh6mb oldwoman   

phutsh6－ha thechiefofavi11age   

tsh6ha tsh6Ⅹ＆ thief   

tsh6昌i corpse  

tshら   

tsh6bi a stream   

tshb kha toJumpdown  

tsha′  

JO－tShatsha tobehot  

d五  

dzら   

jo－dzb to be fbolish  

？a・dzb adumb orinsane person，  

a fbol  

dza   

dzぇー丘u to eat   

t昌he dza・丘uI tO err  

Ja gadzムー丘u to take medicine ●′  

midza 丘re   

t；hedza quarrel   

m占dza edge  

dzdn   

句a dz6n bee hive  

dzらn   

dz～〉n ta a Chisel   

dzbn sa xb religion，CuStOm  

dz血  

16dzrh a bridge  

dze   

bidze一員tn to throw，abandon  

dzさ   

Ⅹa dz占 hawk  

dzさ  

？血dzさ to blame   

昌さdzさ to pour   

tsho dz占 to be obstinate  

dz血  

？it岩山dztiI・丘ul tO bathe  

？a＿1a dztiI一色uI tO WaSh one’s hands  

dz（室   

ph昌dzc6 ricebag  

dzo   

dzo一且Ⅶ tOlearn   

sbn bo dzo za pupil  

？aJet；hadzo一丘tH tOSing  

dz6   

？tiIdz6 vulture  

Sl  

ti sC one hundred thousand 

Xb s占ja一丘ur to be useful   

sさ一丘uユ tO kill  

sさn6 shoes，Sandal  

Sさbら garlic  

Sさphjd an onion   

？a－Si 丘uit  

jasilead（themetal）  

ho si grains of rice 

hth si this month  

フ心j昌si snow  

se－da a shop  

Se  
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the－Sa a VOice   

the・Sajo－Ⅹa tObenoISy  

ヽ Sa   

Sa d苫 Salt   

Sad冨ta tobesalty   

Sa－Pha cloth   

sala cotton   

Sa kh6n cotton thread  

ヽ  Sa n血za to weave   

Sa n血gu aloom ′  

Sa Phi chili   

Sa Phizえ pepper   

ma sa bamboo   

ma sえbb bamboo bush   
htiISa ba－？b ship  

′ SOn   

Sedajo s6n shopkeeper  

sらn ink   

Sらn dadtl pen   

Sらn bo letter（ofa word）  

1えsbn a nail  

S血  three  

mらn sさda hoor   

SlユI   

Stu pha＋二hx  

S血  

ヽ  StiI－ga PaPer，book  

s宮  tooth  

s〔1  

JO－Sh to be narrow  

SO  

？tld髭so t占th6 to thunder  

SO   

ka s6 teacherくThai  

＼ SO   

mambn sb bi mango  

Sa   

b屯sa afly   

Zbn saxb religion，CuStOm   

sa tsbn liver  

sa  

JO－S畠 to be plain  

JO－Sa mぇーd6 to beill  

la sま一月tu to cure   

sala doctor  

Z  

za child   

Za gu yOung man   

Za nbn a baby   

mizえ  wifも  

ヽヽヽ   Za mlZa WOman   

mizala一丘tH tO marry   

Pha za ma za family   

Za ba to bear a child   

za b6 bamboo   

Za Si bamboo sprout   

ho t弘za bamboo rat   

Za dら poISOn  

laza palm ofthe hand  

●′ Ju Za tO hide  

zるn  

JO－Z6n to be dark   

ZtlI   

ha zⅦ？a man（male）   

ha zuI飽 husband   

niztLI鮎 acouple（manandwoman）  

？a－ZuユZtu一且tH tOitch  

Zth   

mJO Z血一丘Ⅶ tO buy          ● ＼  

Z音   

Ⅹらz宮 pillar  

ZO   

d羞izo debt   

Sbn bbzoza pupil  

Za   

Za mら grass   

na za ear－rings   

フaza plg  
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Z6n bb一丘tH tO Predict  

zIh   

d～）Zrh ladder  

Z血   

phj－1zrh to pay money   

t昌0   

フa＿t昌o he  

JO－t昌o tobe rotten   

gさt昌0－6tLr tO anSWer  

t昌d   

nuI－ma t昌6員a to be sad  

t昌a   

t昌a t昌hゐt昌hゐ to run  

？a－t昌a rope   

昌rh t昌a chain   

員ib6n t昌axb prawn   

t葺かh血 hlr   

t昌aフ挙 bow  

t昌a   

t払．且ul tO rOaSt   

ho t弘 rat  

t昌6n  

？a－t芭6n？h－dhthbn torespect  

t昌i   

t昌i且o alance   

p包t昌i matches  

t昌i   

ja－t昌ijaph〆 acock  

Ja－t昌ija ma hen  

Ja－t芭inabe acock’scomb  

t邑i  

？tit昌i wanning moon  

t毒さ   

gon t昌6 thecenter   

t芭昌jd－6tu to extract  

JO－t昌6一員tH tO rOW  

t昌さ   

t毒さmJOn a name               ■ ／   

t岩山  

？i＿t毒血 water  

？i－t昌h dbn a drop  

？i－t芭h ga cascade  

t益h  

t昌h占  

JO－t；h6 to be sour   

昌at；h6 pickleofmeat   

冨OnPat；h占 pickledvegetable ヽ   

t；h6－gb mosqultO  

JO－t；h6 to bepolnted   

dat；h6 tobesharp   

mit昌h6 a kni土e   

首らn t払昌 ahoe  

t昌h虔   

フtlt；hct horn，akha headdress  

？a－t邑h虔 breast ofwoman  

JO－t；h虔 tobe sweet   

mbn n（℃JO－t；hc6 milk  

la t昌hc6 corner   

t邑hi   

フa－t；hit；hi－fitu to bcqulet   

t邑hid羞i granary   

t昌hini16n vine   

t；hit；hi一丘tn to hang  

t昌hi   

t昌hiha deer  

t昌hi  

JO－t昌hi thegirdleoftheAkha  

Ja－t邑hi a bed  

t邑he   

t；heb血 topileup   

d20t；het；he一員uI tOCOmpete   

t邑he dza＿6tH tO err   

t；hedza quarrel  
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d羞a t昌ho一員Ⅶ tO COnSult  

t昌hら   

mm t昌h（） tolean  

？a－t昌hb clan  

t昌ha   

フh d亡It昌ha－kh6n hair ofthc head   

t昌ha－tbn navel   

t；hat；ha littlefinger   

ho－t；hajA squlrrel  

t邑ha   

フa－t昌hala left hand  

t昌ha   

t；hat；ha littlefinger   

t昌h＆   

jo－t；h＆ tobebad   

t芭a t昌h＆t昌h＆ to run  

t弘古 仏g   

t；h官jo－mJa tO be丘）ggy ●ヽ   

t；hit；h宮－AuJ tOhang  

t昌hu   

bb t昌hut；ha grease、butter  

t邑h也   

dza t昌hd bell  

t昌ho   

t邑ho－6uI tO Walk   

t昌ho the to fbllow  

丘a d差さ what  

d羞ゐ   

d羞壷Ⅹ（吏 mist  

d羞d ivory   

jo－d羞1i to be slippery  

d羞o   

jo－d羞o to be dirty   

jo－d羞o d羞0一丘Ⅶ tO SurrOund   

d羞ot；he t；hc－6tH tO COmPete  

d羞6   

Ⅹa mさmさd望6 tooth brush   

d羞6－6Ⅶ tO belocated   

d羞6tho一丘uI tO Wait fbr   

da d26  a whcel  

d羞ら   

gb d羞b mountain  

d羞a   

d羞a t邑h也 be11   

d羞a t邑ho＿艮u to consult   

ga d羞a－d羞aT6tL（tO hire  

d羞a   

d羞al占  wind   

d2a16bo一且uI tOblow（the wind）   

d羞良風i moth   

d払ts冨SParrOW   

d羞えフi一員IH tO uSe   

d羞i lifも   

d羞iba wine   

d羞ima d羞i一尺uJ tO alive  

d羞i   

フa－d2i bird  

？a－d羞i？a－d6n wing  

？a＿d羞it邑a hrh fbather   

フa－d2ime to the beak of a bird  

？a－d羞ibe）n neSt   

d羞ime－且tu to turn   

t；hid羞i granary   

昌a d2i meat，flesh  

d羞i   

d羞i－6Ⅶ tO rub，pOlish   

d羞ibu一且uユ tO eraSe  

？a－d羞i苫官 rubber   

ba d羞i blacksmith   

dZizo debt  

d羞e   

Pa d羞e waist cloth   

jo－d羞e to be slender  

d髭   

jo－d鮎 to be wide  

d宣伝  

1a d羞さ  flute   

フd dまさd羞占 thunderbolt  
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ヽ′             S  

ア  

岩山li plnetree  

V SO   

Ⅷ昌o morning  

？d昌o ho breakfast  

Y′V  nlSO tOmOrrOW  

Y′ Sa   

芭a一且Ⅶ tOrequeSt   

ha昌a一丘u to salute  

？mmh芭amh torepalr   
phA？ijb邑a ho toweigh  

∨ヽ Sa   

昌a d羞i 8esh   

払＿thさ 払rk   

昌agu sinew ヽ   

昌a th6？i－6tH tOgO hunting   

ga払 丘sh   

払t；h6 pickleofmeat   

昌a po lungs ヽ  

昌a嘩埴 to slice   

昌ap叫a leg   

払jゐ bone   

フd・dh邑えj（も skull   

払首a一員tH tOdoubt  

●∨ヽ JO－Sa tO be poor   

且b払ga toplty ヽ  

邑a d6員a to be ashamed  

昌血 1rOn   

邑血t芭a chain  

∨● SI SeVen   

mi邑ipho front  
昌i   

昌i＿且tu to die   

t払6昌i corpse   

フala d払邑ilion  

邑i blood   

邑i丘ぇー且tH tO know   

bo邑i一色Ⅶ tO払n   

mib普mi邑i bullet  

昌占   

mjanulrnja昌昌 eyebrow  

Vヽ Se   

kh血昌占 貝ea   

昌占mゐ louse   

昌占dz占 to pour  

昌血 gold   

jo一芸th tobeyellow   

jo一芸til tObenew  

岩山  

？i＿昌tiI urlne   

khえ一芸tiI Sand   

昌血me－且Ⅶ tO COnVey   

bala昌tiI WaXing moon  

＞ Su   
邑u－fiuJ tO SuCk  

V、 Su   

m‖払 plnetree  

且e   

員e一且t∬ tO CatCh   

苫音鮎一丘Ⅶ tO Shake  

且（皇  

●ヽ′ノ JO－n（モ tO be green  

邑（吏   

員（吏＿？i一且uJ tO Wither  

点心   

atL ths占 to plough  

邑0  

且i  

nlga一且tH tO Play ヽ′●   

且ib5n t邑a xb prawn   

la員i outside  

毘i昌o tomorrow  

JO－nl tO be small ●ヽ′′   

？a一員i younger brother  

d羞a且i moth  

且i  

鋸  
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nu－magakha且a tobedisappolnted   
昌a d6員a to be ashamed  

ヽ  d羞aフi員a ga fairly  

ヽ  ma首さ員a ga to be necessary  

最良   

鮎戎Ⅷ tO be skilful  

ヽ′ nm nOW  

員血  house   

jo一風rh to be short   

員rh tso一員tH tO build a house  

34  

t昌i員o alance  

ヽ′ ′ nO  

？a一朗lo pearl  

点ら   

フa・点ら bu鮎lo  

員a   

gu員a to丘ar   

mb且a to want，1ike   

昌i員a＿呂uJ tO know   

gtu m6且a to envy ＼  

na且a to hurt  

西  田  

？ajuフa一員i relatives  

拘Ⅳ   

jd－6u（tO hold，take  

■′ Ju ma tO gCt   

jtlbi・且tLr tO SeParate   

t昌6jd一丘tH tOeXtraCt   

j－1thえ・6tH tO Put，CO11ect   

jd kh宮一点u to mix  

●′ JuZa tO hide  

●ヽ  mJa Xbn冨6jd－6tLr tO nOd  

E阿  

●ヽ●′ JuJa tO be careful  

jo   
jo－k官 to arrive，arrival   

jo－kh血 taste（of払od）   

jo－kh6 to be swift，SWiftness   

jo－khえ between  

JO－guJ tO be dry  

ノ JO－gO tO be tall，high  

JO－ga ga tO be cold  

JO－gOn tO be clear  

JO－Ⅹa tO be di餌cult  

JO－Ⅹa ga tO beimportant  

JO－Ⅹa tO be expensive  

JO－Ⅹa tO be bitter  

JO－Ⅹ6n to be hard   

jo－hth to be big  

＼ JO－gO tO bc bent   

Je eight  

？a－b6je 80Wer  

？aづet弘a song  

？aJet；hadzo－6ul tOSing  

j昌   

フdj6 rain  

？且j6j6 to rain   

フdj6ph占Ⅹ6n raincoat   

フ也jさsi snow   

tstiIj占 friend  

j昌   

j占Ⅹら hook  

●ヽ  Je－ma a SaW   

jさ一月tH tO get drunk   

dajさ alinc  

j¢  

16－baj針且u［tOflow（a river）  

．匝   

j（嘉一6tH tO WaSh  

＞ヽ●＼  SaJCe bone  

？d dd払j（吏 skull  

j宮   

j宮一員uI tO tWist  

ju   
ju dd that（far away）   

ju一員uJ tO Sleep   

t昌さmj6n？ajukh11th6  

Whatis your name？  
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jo一月o to be rlpe  

jo－鮎 to beeasy  

jo－？＆ to be old  

jo－つo to below  

jo－？a to be wet  

JO－ph占 toleak  

JO－PhtiI tO be blue  

JO－phjd to be white  

JO－Pha to break  

jo－bu to be clean  

jo－bム′ tO be thin  

jo・bbn p〆一丘tH tO be brave  

JO－mth to be good，beautifu1  

JO－m6 to belong  

jo一句e to be so托  

jo一句a tobe bright  

jo・旬a tobestriped  

JO－mJa tO be slow  

●ヽ JO・mJa tO be many  

JO－t6 a girdle  

jo－th也 to be thick  

jo－didi to be rough  

jo－db tobe empty  

jo－d％ to beindustrious  

jo－do to be straight  

jotni to be fもw  

JO－n6 to be red  

JO－na tO be black  

JO－tSh11 to be stout  

JO－tSha tsha to be hot  

jo－dzら to be fbolish  

JO－Z6n to be dark  

JO－Stl to be narrow  

JO－SA to be plain  

Se・dajo－S6n shop keepcr  

JO－t昌昌一丘Ⅶ tOI、OW  

JO－t邑o to be rotten  

JO－t；hi thegirdleoftheAkha  

」0－t；h6 to be sour   

JO－t；hd to be sweet   

JO－t；hd：tO be bad   

jo－d羞e to be slender   

jo－dZ6 to be wide   

jo－d羞tl to beslippery   

jo－d20 tO bedirty   

jo－d芸od芸0一丘Ⅶ tO SurrOund   

jo一芸tiI tObeyellow   

jo一芸tiI tO benew  

・∨ヽ JO－Sa to be poor  

●ヽゾ′  JO－nl tO be sma11  

●ヽ′′ JO－n（£ tO be green  

●ヽ′′  JO－nm tO be short   

首0」0」O tO王eave   

Phaフijo a scalc  

●ヽ lO Waist   

フ血jb to fish  

ja   
ja一つu egg   

ja t昌ija－ph〆 a cock  

Jat昌ija－mO hen   

ja khTh a fbnce   

na ja xb next year 

Ja m血 season   

ja silead（the metal）   

pha ja disease 

Ja－t昌hi a bed   

Xb s6ja一色tn to be useful  

●′ Ja garden   

tija one hundred  

●′ヽ Ja ga medicine   

deja？m farmer   

ho・t；hえja squirrel   

mムーXaJO車 tobccheap  

jA  

●1 Ja－ma elephant  

Jama昌6 centipede      ● ヽ   

j（I＝  

●＼  句eJOn alligator  
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lo首ら・丘u（tO drive a car  

lo？d・6tH tO ride  

lo dd a well  

xB lo stone 

lalo arm  

malo？i certainly  

？a－lo snake  

？か路6lo pearl   

1i   

？か1i son  

lま－丘Ⅶ tO gO  

？砂Ii一員tH tO return  

？hj6sigali一員Ⅶ tO SnOW   

岩山1i plne  

li  

bらIi merchant   

nali a watchくThai  
le market   

le－m宮 ashes  

le tsho maggot  

le h血 to prepare   

ph占Ⅹbnle to put ofr  

le d呈e tobepatient  

ほ   

Ⅹa托 dust   

d呈ali wind   

d芸a16bo－6u to blow（the wind）  

1昌  

1占tsi一且tn to wash（clothes）   

mit；h6phbl占 sword  
l冨   

？かn苫1苫 1izard  

l官   

1合一且uI tO CarVe   

jo－1官 to be purple  

lu   

？a－dulu xon rainbow  

l也  

111－6Ⅶ tO fl・y   

tikholtl－Rtu to go together   

？i－t芭hフi－l11 a wavein water   

フa－1（l butter恥  

1t、1   

mさ1（11ip   

m昌1h bo・月ul tO Whistle   

lもthらn worm  

lo carくThai  

1る一ba riveI・  

16dzrh a bridge  

16dd a pond  

16－ba t邑he to cross a river  

l（）b～） tea  

16bら？m to brew tea   

拍   

Ph（嘉lら to oar  

lalら cart  

lらgu cavern ′   

1b th6n to trap（birds）  

1. 

bala moon，mOnth  

bala昌tiI WaXlng mOOn  

lal（） Cart  

la員i outside  

la x（嘉？d inside  

phala tsh6h良 fbrelgnerくThai   

A  

lA＿丘uユ tO COme  

mizえ1a一且u to marrY  

midzえIami to extlnguish  

nlH－mala mJa tO understand  

la句0一且tH tO disappear  

xeは・RⅦ tO bring  

n（もほ一員u∫ tO Wake  

galA一且… tOhear  

mさ1A tongue  
til畠ノmrh a mi11ion   

l
 
 

l
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r xala tlger  フa－1a hand  

lalo arm  

la n（嘉 a丘nger  

la xo finger prlnt  

la－ma thumb  

laza palm ofthe hand  

la s∂n a nail  

la16n wrist  

la tstH elbow  

lぇーd也 bracelit  

？a－1a dztiI一員IH tO WaSh one，s hands  

はdzさ  鍋ute  

lぇー冨O door  

？a－mala right hand  

？a－t芭hala left hand  

la di trousers  

？a－1a d払昌ilion  

Ⅹえlえna a blackleopard   

sala cotton   

sB 18 doctor 

la sa一丘tH tO Cure  

la t昌h＆ corner  

lapuniphbn beans（insidethepod）  

1（うn   

jo－16n to be round  

la．16n wrist   

galるn valley   

？tiI16n hot water   

？tiI16n16n to boilwater   

t昌hini16n vine  

16n  

？崖1らn pot   

苫血1bnjo－htil tO belucky  

補注）これは，2音節単語A類の基本型が，高型一高型または中型一高塑の連続である場合，いずれも   

低型一高型の連続に変型することを意味する．  

基本型  変型  

H－H・7L－H tsh6一菖i－r tShb一喜i＜corpse＞  
？tir－16n r？tir－l（in ＜hot water＞  

？i－1d r？i－1d  ＜a wave＞  

MⅦ－H－rL－H ？かkh血 「？えーkh也 ＜fbot＞  

JO－Phjd7j（）－phjd＜to be white＞  

ti－mtiIr ti－mtiI＜ten thousand＞   

同じように，Icの中和条件は，基本型が高型仙一一中型の連続であれば，高型劇低型に変ることを意味   

する．  
基本型   変型  

H～MrH山＋L16－ba ・716－ba． ＜river＞  
mi－nOn7mi－nbn＜yesterday＞  

m6－do r・m6－d～）＜body＞  

ⅢのAn Akha－English Glossaryでは，それぞれ基本トネpム型を示して，この方式にしたがう   

変型は示していない．   




