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1はじめに   

本研究の目的は、エチオピアのオモ系の中の北オメト謂語Ⅰに分類され  

ているマロ語（Malo）2の音韻体系を明らかにすることである。具体的には  

先行研究（Siebert＆Caudwe112002）で提示ざれた語費データの音声記述  

を再度詳細に検証し、その過程でマロ語の音素を確定し、語彙を正しく音  

素表記することである。   

＊本研究のデータはユ（）（）6咋3日および2（）（）7年3＝にエチオピア迅邦民－iミJヒ刑‖軸内のラハ  

（Lahn）でフィールド朋査して収集したものである。インフォーマントをお願いLたrrhariku  
Oshennil氏は、父親がマロ．粗隠語謂君、母親がバスケト語根．沼話者で、バスケト譜地域balt，a  
村で生まれ、その後近隣のラハ（マロ語地域）で′1三計を＼とてておられる。また筆者のバスケ  

ト語インフォーマントでもあるFiql・eD可ene氏も、マロ捌こ関する十分な知識があるという  
ことで、筆者の記述の間追いを確認してもらった。ここに感謝の恩を表したい。なお本研究  
は、平成ほ～22年度科学研究儲基盤研究（B）「オモ・クシ系少数言語の調査研究及び地理情  

報システムを用いたデータベース構築」代表乾秀行（山［‾l火学）（，瓢舷番号1糾0川朋，19401023）  
による研究成果の【一・部である。  

†山＝大学人文学部   

惇1eming（1976）による。Bender（1976）は中火オメト話語に分断している。   

2E【hれ0logueでは、言語名として“Melo”で登録されていて、‘朋alo”は別名として挙がって  

いる。言語を特定するISO639－3は「m士ゝ」である。本研究ではインフォーマントの発音およ  
ぴマロ語の母書体系を踏まえて・－Malo、，という言語名を採用することにする。話者数は1卵8  
年の調査で20．151人（モノリンガルは13．264人）となっている。”・方Aklilu＆Siebert（2002）  
には1984年の調査で58，039人という数字が挙がっている。さらにSiebert＆Caudwell（2002）  
には1995年調査時点でラハ地域だけで約98，000人のマロ語話者がいると記載されている。   
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2 先行研究   

これまでのマロ語の記述言語学的研究は、管見によればSiebert＆Caud－  

well（2002）のみである。これは、1995年に夏期言語研究所（SummerInsti－  

tuteofLinguistics）がアジス・アペパ大学のエチオピア学研究所（Institute  

ofEthiopianStudies）と協力して行った語彙調査3である。この調査は1995  

年2月28日にラハ（Laha）で行われたもので、このプロジェクト（Survey  

ofLittle－knownLanguagesofEthiopia，以下略してS．L．L．E．）で用いられた約  

320の語彙リストに基づいて記述されている。しかし、わずか一日の調査  

だったため、当然のことながら多くの間違いが含まれている。これはイン  

フォーマントが調査者の意図と異なる語彙を答えているのがその最大の要  

因で、時間をかけて調査をしないとこの種の誤りは防げない4。それと同  

時に、おそらくしっかりとした音素解釈がされていなかったために、先行  

研究の記述だけではマロ語が実際にどのような音韻体系を持っているか全  

くわからないままである。そのため単語ごとの詳細な音声表記がかえって  

利用価値を下げていると言わざるを得ない。   

以上より、明らかな誤解に基づいて記述された語彙はできるだけ考察の  

対象外にして、先行研究の記述と本研究での記述を比較対照しながらマロ  

語の音素目録を確定することにする。なお、8節に先行研究と本研究の語  

彙リストを挙げておくので参照されたい。  

3 比較対照語彙  

3．1調査方法   

今回のマロ語の調査は、マロ語母語話者の中心的居住地であるラハで、  

インフォーマントであるrrbalikuOshenna氏他2名のマロ語母語話者に、筆  

者のバスケト語の母語話者でマロ語についても十分な知識を持ったFiqre  

D再ene氏を加えて、先行研究の語彙と比較対照しながら実施した。調査   

3語彙調査以外に簡単な社会言語学的調査をしている。   

4たとえば語彙リストの201番は‘Lh6つ0”が正しいのであるが、先行研究では「スープ」を  

意味する“war岳，，になっている。実は本研究でも初捌こ質問した時に同じ間違いをインフォー  

マントがした。「熱い」といえば条件反射で「スープ」と答えたというわけである。   
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方法は、先行研究に倣ってエチオピアの公用語であるアムハラ語の語彙を  

媒介にして山一つ一つ語彙を質問した。   

まず先行研究のSiebert＆Caudwe11（2002）の語彙リストの特徴について  

言及しておく。S．L．L．E．の320個の語彙リストのうち、通し番号の41，203  

はそもそも数字が見当たらず、25l，293，300は番号自体はあるものの語彙  

が挙げられていない。また178は52、234は20l、273は320aと同じ語彙  

のため、それぞれ欠落している。ただし、320がaからhまでの8個に分  

かれているので、結果として合計で319個の語彙が挙げられていることに  

なる。   

その319個のうち、1つの番号に2つの語彙が挙げられているものが全  

部で49個存在し、それらは音声的に極めて類似した異形態と全く異なる  

形態（おそらく類義語5）の両方が混在している。   

そこで本研究では、319偶の語彙及び先行研究で番号が挙がっているけ  

れども語粂が挙げられていない3つを加えた、合計322個の語彙を調べ、  

できる限り1つの語彙項目に対して1つの語彙を挙げるように心がけた。  

その結果、229番を除く321個の語褒を収集した。なお、収集の過程で音  

素解釈についても慎重に吟味し、2007年3月の調査の最後に、調査結果  

の再確認のためインフォーマントに収集したすべての語彙を発音してもら  

い、デジタルビデオおよびICレコーダで録画および録音した。  

3．2 一致語彙   

上記のような手練きで収集した321個の語嚢とSiebert＆Caudwell（2002）  

の語粂を比較した結果、音声的に説明の付きそうなものはできるだけ・一  

致した語衆として処理した。つまり、両研究のインフォーマントが同じ意  

味の語褒をイメ」ジして発音したものと判断した。その結果、全く一致  

しない語褒が全部で79個あった。全く一致しなかった理由としては、方  

言差というのも考えられないわけではないが、方言差は現時点では小さ  

いと考えている。というのもインフォーマントにラハのマロ語と異なるガ  

イツア（G坤Sa）方言との違いについて質問した時、仰が／w／で現れる例（274   

5インフォーマントが複数の語粂を挙げたため、決定できず2つの譜褒を列挙したものと  

思われる。   
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番：ba函（Laha），ba：Wa（Gajtsa））について説明を受けたが、それ以外に目立っ  

た音声上の違いを確かめることはできなかった。したがって大半はSiebert  

＆Caudwe11（2002）が時間の限られた状態で調査したために、インフォーマ  

ントが調査語彙を単純に誤解して別の語彙を答えたためであろう6。   

そこでこれらの数字を除いた合計243個の語彙は、両記述に音声表記に  

差があるものの、インフォーマントが調査語彙を正確に理解して答えた語  

彙と考えることにした。以降は先行研究の音声記述が基本的に正しいとい  

う前提にまず立ってみて、これらの語彙の両表記を中心に比較しながら、  

論を進めることにする。  

4 母音   

まず、Siebert＆Caudwell（2002）の語彙データの母音表記の部分を詳細  

に検討し、その間題点を指摘した上で、最終的に本研究で確認した母音体  

系を提示することにする。   

Siebert＆Caudwell（2002）では、音声表記として短母音だけで合計12の  

母音記号が使われている。さらにいくつかの長母音表記7も見られ、それ  

を含めるとかなり複雑な体系となる。それぞれの母音を出現頻度の多い順  

に表すと表lのようになる。またそれを母音体系にしてみると表2のよう  

になる。   

6siebert＆Caudwell（2002）で2つの語数が挙げられているもののうち、どちらかが本研  
究の調査結果と音声的に類似している場合には－【－一－■致したものとして数えた。また、Siebert＆  

Caudwell（2002）の動詞形が（－e／r（：）zd＾）という形で統Ⅶ－されているのに対して、本研究では3  

人称男性完了形（－is）で統一させているので、活用部分の不一致は致し方ない。補足すると、  

マロ語ラハ方言の動詞は未完了形と完了形に分かれ、動詞「行く」の完了形“bis”を例に取る  

と、未完了形は1sg：bais，2sg：ba：Sa．3sg．m：be：S，3sg．f：baus，lpl：bo：S，2pl：be：ta，3pl：bo：SOnaと活用  

し、－¶〉“H■方完了形は1sg：bas，2sg：badasa，3sg．m‥bis，3sg．f：badus，lpl：bidos，2pl：bideta，3pl：bidoson  
と晴用する。その後、2007年12月のバスケト語調査の際にFiqre叫ene氏から教わったと  
ころ、先行研究の活用形トe／f、（：）zn／A）はガイツア（g亜Sa）方言の1人称単数未完了形あるいは  

3人称男性未完了形であることが判明した。しかし、その時は車のタイヤトラブルによりマ  
ロ語が話されている地域には行くことができず、最終確認には至っていない。なお、マロ語  

の文法に関しては現在準備中で別の機会に諭ずるつもりである。   

7長母音表記は約50例程度見られるが、その大半は脚注6で説明した動詞語末形として  
現れている。   
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表1：S＆Cの母音の出現頻度  

［可  225  24．51％   

［e】  152  16．56％   

［A］  94  10．23％   

90  9．80％   

［ど］  90  9．80％   

［0］  78  8．50％   

〔u］  7】  7．73％   

［〇］  62  6．75％   

26  2．83％   

［u】  Ⅰ2  1．31％   

［∂］  10  l．09％   

0．87％   

圏  8    計  918  99．98％   

衷2：S＆Cの表記による母音体系  
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4．1出現頻度   

一見してわかるように、下位3個の母音［軋［a］，［主］の出現頻度がl％前  

後で極めて低い。このような機能効率で果たして音素として機能している  

のか疑わしい。そこでまずこれらの音が現れる音環境を調べてみると、以  

下の番号の語彙に現れている8。  

［u］（12）：25，35＊，42，104，105，124，128，133，303，313  

［州10）：13，133＊，187，230，23l，237＊，Z40＊，254，305＊，312  

［i］（8）：20，44，72＊，133，139，153，230  

これらの音が、本研究で調べた語彙の中でどのように表記されている  

か検証してみることにする。まずrujに関してであるが、対応する例で  

は／㌦が殆どで、／u／の異音として解釈することが可能と思われる（25，42，  

104，128，133，30鈷残りは／〟（105）、／0／（124）、／e／（313）にそれぞれ対応する  

が、これらを音声学的に説明することは難しい。単なる記述ミスかイン  

フォーマントの発音の不正確さなどに要因を見つけるしかあるまい。次  

に回は、対応する例では／e／（187，230，231，2乳312）が殆どで／e／の異音と  

して解釈して差し支えないであろう。残りは／か（13）である。なお、この母  

音に関しては、直前の音節にアクセント（さらに長母音の場合も）がある  

語末音節で現れる場合が殆どで（13，133，1S7，230，23l，237，240，254）、残  

りの例も語末ではないけれども、やはりアクセント（長母音）のある音節  

の直後の音節（305，312）に現れている。つまり、この曖昧母音回の解釈  

はマロ語のアクセント解釈と大きく関連する。結論を先に述べれば、マロ  

語のアクセントは本研究で調べたところ高低アクセントと解釈すべきで  

あり、強弱アクセントでは決してない。したがって、このような曖昧母音  

を音素として設定する必要性はないと考えられるので、そのまま／e／として  

解釈するのが妥当であろう。最後に［i］である。対応する例の多くは／i／（20，  

133，139，230）で、こちらも／i／の異音と解釈して差し支えないであろう。残   

81つの削吾の中に同じ母音が複数回現れることもあるので、総数（）と番号の数は【－－－・致  

しない。なお番号の後ろの「＊」は本研究との対応例がない語彙である。   

り本研究の対応例に関しては、最終的に音素解釈をしているので、「／／」で表記している。   
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りは／u／（153）、／e／（44）である。ところでこの音が現れる環境は、歯音（S，Z，  

d，tS，tS，）の直後である場合が殆どである（20，72，133，139，153，230）。その  

ような音環境が中吉化を促したものと思われる。なお舶番だけは／kソの直  

後に現れるが、この音声学的説明は難しい。   

この延長線上で、4番目に出現頻度の低い‖を見ておこう。ただし、こ  

こからは例の数が多くなるので、紙面の都合上すべての対応例を見てい  

くことばできない。興型的な例を挙げて、説明することにする。なお、以  

後「／」で区切られた語彙は、前者が先行研究、後者が本研究の調査結果  

を表すことにする。さて、この番い］も対応する例と比較してみると、多  

くはアクセントのない／i／に対応する（38番：w5dIre／w6dire）ことがわかっ  

た用。基本的にはアクセントのない前古狭母音／i／の弱化した形として解釈  

されたのであろう。これもマロ語のアクセントを強弱アクセントと解釈し  

たためであり、したがって多くの例に関しては／i／と解釈して問題ないと思  

われる。   

以上、出現頻度の少ない方から4偶の母音について、音素解釈を行うと  

以下のような関係になっている。  

／i／：［i】′～い］～【i］  

／e／：【e】～回  

／u／：【u】～［u】  

4．2 開口度   

次に開口度に関して見ていく。Siebert＆Caudwe11（2002）には狭母音、半  

狭母音、半広母音、広母音の4段階の表記上の速いが見られる。つまI）、  

前古母音の【e】と［札後舌母音の【0】と［○】が区別されて表記されている。   

そこでまず前舌母音から見ていく。半狭母音【e】ほ、本研究で調査した語  

彙と比較したところ、大半は／e／で対応して出てくる（172番：geloJ6／gel坤i）。  

一方半広母音の【r］の方は、／e／（154番：k，坤：／k，e斬、298番：mg］dm61a）  

tO／e／や／u／に対応する例もまれに見られる。，   
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と届（53番：b，好0他悠6d、221番：b，抽0付，arkd）の両方の音と対応して  

いる。つまり、SiebeIt＆Caudwell（2002）の半広母音の解釈は、本研究と  

比較したところ、あまり対応しておらず、半広母音を1つの音素として認  

定できるかどうか疑わしいと思われる。   

ところで前古母音に関して、半狭母音と半広母音の区別が存在しないと判  

断できる客観的な証拠がある。それは動詞語末形である。Siebert＆Caudwell  

（2002）の動詞の語末形は、前述したように、ある場合にはi－e（：）z可、ある  

場合には‡一叶）zq）という形で記述されても）る。仮に半狭母音と半広母音  

がそれぞれ異なる音素として機能しているのであれば、これらの形態に関  

して何らかの形態音韻論的解釈ができなければならない。しかし残念なが  

ら音環境を見る限りそのような説明は不可能で、全くもって窓意的に半狭  

母音と半広母音が記述されていると言わざるを得ない。以上より、結論と  

してこれら2つの音は、先行研究の音声記述が正しかったとしても、自由  

異音の関係にあることを物語っているといえる。最後に、本研究では半狭  

母音と半広母音を入れ換えてインフォーマントに確認したが、音素として  

の対立が存在することを一切確認できなかった。したがって、先行研究で  

半広母音として表記ざれているものの一部は半狭母音／e／、もう一部は広母  

音／〟と解釈して差し支えないであろう。   

次に後舌母音を見てみる。後舌母音の半狭母音［0】は、本研究で調査し  

た語彙と比較したところ、前古母音同様、大半11は／0／で対応して出てくる  

（3番：sho／sind、73番：？可0呵d、248番：？d甘，0／珂，0）。一方、半広母音の  

【E］の方は、半狭母音［0】の場合と同じで、大半は／0／で対応している（32  

番：z5kh〇／z6kko、162番：m51〇／mo16、258番：15？〇／16？0）。そこでこれらの  

語彙に関して半狭母音と半広母音を入れ換えてインフォーマントに確認  

したところ、音素として対立していることば確認できなかった。したがっ  

て、後舌母音に関しても半狭母音と半広母音の対立がマロ語にはないこと  

が判明した。   

以上より、前古も後青も半狭母音と半広母音の区別があるという音素解  

釈はできなかった。  

l】語末のアクセントのない音節で一致しない例が稀に見られる。   
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／e／：【e】～［F】  

／0／：【0］～r〇】   

4．3 曖昧母音［A】   

最後に残った母音は因である。この母音がよく現れるのはアクセント  

表記のない動詞語末音節である（88番：k，uf6zA、93番：叫k，izA）。しか  

し、これは同時に［q】でも現れている（184番：p扇dさ：Zu、194番：？0：be：Zq）。  

すでに前古母音の所でも論じたように、これらの母音の遠いが音素とLて  

機能しているのであれば、何らかの形態音韻論的な説明ができなければな  

らないが、そのような解釈は不可能である。つまり、仮にこのような音が  

具現されているとしてもそれは自由異音でしかない。なお、本研究との比  

較では、大半は仙で対応してfi二iてくるので、ね／と解釈して差し支えないで  

あろう（27番：hÅJe／h可6、45番：wJZAnA／wozan孟、H9番：hAre／har6）。以  

上より、音素解釈を行うと以下のような関係になっている。，  

／〟：回～【A］  

4．4 母音のまとめ   

今まで先行研究の母音の記述と本研究の母音の音素解釈を比較対照しな  

がら検討してきた。まとめると、マロ語は5母音でそれが長短の区別を持  

つ体系と考えるのが妥当であるとの結論に達した。先行研究ではマロ語を  

強弱アクセントを持つ言語と考えて記述した結果、複雑な母音体系を構築  

してしまったと思われる。なお、5母音体系はこのあたりのオモ系言語の  

母酋特徴と一一致しており、地理的分布から見ても極めて自然な解釈といえ  

る。   

最後に、本研究で調べた母音のそれぞれの出現頻度を表3、母音体系を  

表4にそれぞれ示す。   
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表3：本調査の母音の出現頻度  

／i／13116．86％  ／i：／ 12 1．54％   

／e／123 15．83％  ／e：／16  2．06％   

／〟 255 32．82％  ／a：／ 25  3．22％   

／0／120 15．44％  ／0：／14 l，80％   

／u／ 65  8．37％  ／u：／16  2．06％   

計 694 89．32％   83 10．68％   

表4：マロ語の母音体系  

u  l：  

e  O  e：  0：  

a  a：  

5 子音   

次に子音表記について見ていく。まず先行研究のSiebert＆Caudwell  

（2002）の語彙データの子音記号をすべて抽出して子音体系を作成し、それ  

が横型論的あるいは類型地理論的に見てどのような問題点があるかを指摘  

する。次に本研究での記述と比較対照することで、最終的にマロ語の子音  

音素を提示することにする。   

Siebert＆Caudwell（2002）に使われている子音記号が仮にすべて弁別的  

対立を持つと仮定すると、合計で39の音素があることになる。それを以  

下に列挙してみる12。   

h），Ph，L5，t，th，tS，tSh，tS，，帆甘h，甘，，k，kh，k，，kW，？，b，6，d，武喀，g，gW，¢，f，S，J，β，  

Ⅰユ語彙リストの中には－一部【s，】や［c，】という記号が使われているものがあるが、これらは  

孤立して現れる上、その酋価が特定できないので、誤植と考えて、それぞれ【b，】および柑1  

と解釈し直した。   
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Z，3，h，m，n，Jl，t］，r，l、j，W／  

しかし、このままではマロ語がどのような子音体系になっているのかわ  

かりづらいので、以下では、閉鎖音、摩擦音、鼻音・流音・半母音の3つ  

に分けて議論することにする。  

5．1閉鎖音   

Siebert＆Caudwel）（2002）の記述に用いられている閉鎖音の数はかなり  

多い。そこでまず調音様式ごとにいくつの系列があるか調べてみると、無  

声無気音、無声有気音、放出音、有声音、有声入破音、無声入破音の6系  

列が存在することになる。   

無 声 音：p，t，b，甘，k，kW，？  

有 声 音：b，d，喀，9，9W  

無声有気音：pl－，th，bl－，甘h，kl－  

放 出 音：b，，甘，，k，  

無声入破音：β  

有声入破音：6，げ  

ところでこのような6つの調音様式の違いを閉鎖音体系に持つ言語は、  

類型論的に見て極めて特異で、車乞（1992）によれば、世界のl，000言語につ  

いてこのような調音様式の区別を持った閉鎖音体系を持つ言語は実在して  

いない。   

そこでまず問題になるのが、無声入吸音の系列である。この無声入破音  

別が現れる語彙は78番（6u帥Ie）だけであり、その第1音節に現れる有  

声入破音【6】と、いわば有声と無声で対立していることになる。しかし、  

本研究で確かめた限りでは、これが音韻的に対立しているという証拠はな  

く、無声入破音がたとえ具現していたとしても、おそらく有声入破音の自  

由異音と考える方が自然で、そう解釈して全く問題ないとの結論に達し  

た13。なお本研究のインフォーマントは有声入破音で発音しており、有声  

13聾者が以前同じオモ系のコイラ語（koyra）の簡単な語彙調査をした際も、この「卵」と   
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入破音として記述した（6u6dle）。   

この結果、無声入破音の系列を外すと5系列になる。これを無声音と有  

声音のグループに分けると、無声音グループに関して3系列を、有声音グ  

ループに関して2系列を、それぞれ持っていることになる。無声音の3系  

列はいわば朝鮮語などと同じ体系であり、有声音の2系列もよくあるタイ  

プである。それを合わせた5系列の体系も類型諭的には存在可能である。   

しかし額型地理論的に見て、一般にこのあたりのエチオピアのオモ系言  

語の音韻体系を勘案すると、閉鎖音には無声音、有声音、放出音の3系列  

に、入破音が加わる4系列を持つのが通常で、当然マロ語にもそのような  

体系であることが予測ざれる。そこで次に問題になるのが無声有気音の系  

列である。   

無声有気音の表記を本研究で調査した語彙と比較してみると、多くは無  

声閉鎖音（36番：th5h〇／t6ho、39番：khdJe／kdJe、47番：thIre／tfre、61番：  

kW〇nthe化onti、62番：b〇khizA几0：kis、66番：mdlthq／ma：ta）と対応する。それ  

以外には童子音（13番：？dgha／atq孟、24番：jekhi：Z叫ekkIs、32番：z5kh〇／z6kko、  

63番：thukh6zq／tokkls）に対応する場合もある。また、語末音節の母音表  

記のない場合（21番：sipfnth／sfppintsa、46番：sdtsh／s血tsa）に現れることも  

ある。つまりこの対応からだけでは、先行研究の無声有気音表記を説明す  

ることは難しい。   

ところでこの表記の最大の謎は、168番の【sikh由A］を最後に、320番ま  

で全く無声有気音表記が現れない点である。それまでの出現頻度からする  

と、その後150個余りの語彙に全く有気音が現れないというのはあり得な  

い。l番から順番に調査していたとするならば、調査者が途中から有気音  

表記を止めたと推測せざるを得ない。   

ざて本研究でインフォーマントに確認した限りでは、無声有気音の系列  

が音韻的に無声無気音と対立している証拠はなかった。また類型論的に見  

た場合、放出音と対立する無声音は、その違いをより鮮明にするために、  

余剰特徴として有気化する傾向がある点もこの結論を支持するものと思わ  

いう語彙の記述が問題となり、無声入破肯か有声入破青かで判断を迷ったことがある。コイ  

ラ語には入破音がこの語彙以外には現れず、類型論的には無標である有声入破育として記述  
したいところなのであるが、何度聞き直しても第1音節も第2音節も有声には聞こえなかっ  
たことがある【βuf旭e】。   
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れる。   

次の間題点は、軟口蓋の位置で無声酋と有声音に唇音化の音声記号が現  

れることである。先行研究でこれらの唇音化音が現れる語彙はわずか2例  

で、後続母音が後舌の円唇母音の時のみ（61番：kW〇nthe、134番：gWqjnAIA，  

9W〇ind）であり、よって／k／、／g／の余剰特徴と解釈して差し支えないであろ  

う。   

最後に問題になった音は［朝で、本研究では確認できなかった。先行研  

究でこの音が出てきた語彙も「カヌー」で、マロ語周辺にはカヌーを使う  

ような大きな川は存在しない。つまり、これはマロ語社会では存在しない  

語彙である（229番：斬Ibq／）。   

以上より、有気音の系列は無気育として解釈し直し、マロ語の閉鎖音の  

系列は無声音、有声音、放出音、入破苫の4系列であると考え、合計で14  

偶の音素があると結論づけることができるし．  

無声音：／p，t，b，帆k，？／  

有声音：仇d，9／  

放出音：他，，甘，，k，ノ  

入破音：吼〟  

5．2 摩擦音   

次に摩擦音を見ていく。Siebert＆Caudwell（2002）では、以下の8つの  

摩擦音の表記がある。  

摩擦音：中，f，S，J，β，Z，3，h  

まず唇音の位置から見ていく。この記述では、無声音に両唇音湘と唇  

歯音rf】の2種類が存在していることになる。この雨音索の対立はニジェ  

ルコンゴ語族のエウェ語にあるのが有名であるけれども、類型論的には  

極めて珍しい現象である。ところで多くのエチオピアの言語では唇音の  

位置で閉鎖音と摩擦音が交替形としてよく観察され、それらは決して別   
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音素ではない。つまり、／p～Ⅳの交替が同時に、ここで問題となる仲～打あ  

るいは／p～ヰ～〃のような交替を想定しておけば解決されるであろう。ちな  

みに、本研究のインフォーマントは常に両唇摩擦音柚］の方で発音してい  

た。同様に有声音［β】もわずか2例（69番：？d脚A、174番：9qpqr占：）で  

あるが、これも化～β／と考えておけば化／の異音と解釈できるであろう。つ  

まり、母音間で有声閉鎖音が摩擦音化する現象で、これもまだ音素として  

確立ざれていない。   

次に【3］を見ておく。先行研究の記述で2例（83番：wu3さ：Zq、87番：  

甘，03占zA）、本研究ではわずかl例（253番：3u9uddis）しか確認できなかっ  

た。機能効率が低い音素であると考えられるので、本研究では暫定的に（  

）に入れておく。   

最後に先行研究では記述がなかった音が本研究で見つかった。声門摩擦  

音肘の有声音／即である。今のところ1例だけ（161番：鮎nga吋0）である  

ので、こちらも（）に入れておく。以上より、摩擦音は全体として次のよ  

うになった。  

摩擦音：仲，S，J，Z，（3）川，（丘）／  

5．3 鼻音・流音・半母音   

最後に鼻音・流音・半母音について見ておく。Siebert＆Caudwell（2002）  

に見られる表記は、次のとおりである。   

鼻 音：m，n，p，り  

流 音：ー，l  

半母音：j，W  

ここで問題となるのは鼻音の系列である。まず硬口蓋鼻音b］の解釈で  

ある。Siebert＆Caudwell（2002）でこの音が現れるのはわずかl例だけ（48  

番：甘Igか）である。一方、本調査ではこの48番の語彙は全く異なる形で現  

れ（孟吋，0）、また他の語彙調査からもこの音は一切出てこなかった。先行   
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研究の記述を音環境から推測すると、先行する狭母音【i］の影響で鼻音［n】  

が口蓋化したのを音声的に記述したと考えるほかはないであろう14。以上  

よりマロ語にはこの音が音素として存在しないと結論づけることにする。  

もう一つは軟口蓋鼻音回の解釈である。この音が現れる環境はすべて、  

後続子音の軟口蓋閉鎖音肘あるいは／9ノの前のみである。よって／n／の条件  

異音と考えて差し支えないであろう（34番：b両k，e、140番：陶g〇）。な  

お、本研究でも同様のことが確認できた。以上よ りこの軟口蓋鼻音を／nノの  

異音として解釈することにする。   

流音に関しては、本調査でもふるえ音の／1ゾと側面音の／1ノの2種煩が確認  

された。一方半母音に関しても、仏W／の2つがあることに先行研究および  

本研究に差はなく、特に問題はなかった。以上より、鼻音・流音・半母音  

は次のようになった。  

鼻 音：／nl，n／  

流 音：／r，l／  

半母音：（i，W／  

5．4 子音のまとめ   

この節では先行研究の子音の音声記述の問題点を、類型諭的あるいは  

類型地理諭的観点を絡めながら議論してきた。その結果、閉鎖音に関して  

は、先行研究のような6系列の調音様式の違いがあるのではなく、4系列  

（無声閉鎖音、有声閉鎖酋、放出音、入破音）であることが明らかになっ  

た。また、摩擦音、鼻音に関しても、いくつかの修正を行った。   

なお、一つだけ残された問題がある。東予音の扱いである。マロ語には  

同一音素連統の藍子音が比較的よく現れる。しかし同時にマロ語には童子  

音以外にもいくつかのタイプの子音連続が様々な環境で現れる。また何ら  

かの形態論上の振る舞いに童子音が大きく関わっているという証拠も今の  

ところない。以上より同一子音連続の垂子音だけを一つの音素として解釈  

lヰこの硬＝蓋凝宵闇アムハラ語にはお馴染みの音である。 
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する必然性はないと思われる。   

その結果、マロ語の子音音素は全部で27で、以下のようになった。   

無声音：／p，t，也，甘，k，？／  

有声音：化，d，g／  

放出音：他，，甘，，k，／  

入破音：／6，〟  

摩擦音：仲，S，J，Z，（3），h，（丘）／  

鼻 音：／m，n／  

流 音：／r，l／  

半母音：月，W／  

‘ アクセント   

マロ語は単語の弁別に関して、音素以外に高低アクセントを相当程度利  

用していて、極めて重要な役割を演じている。たとえば36番の「足」の  

意味の“t6ho”に対して、アクセントを第2音節に移動ざせた“toh6”6ま「重  

い」の意味になる。ただし、今回は母音・子音の音素解釈が目的であるの  

′ で、アクセントについては後述の語彙リストにアクセント記号「」をつ  

けて表すのにとどめ、詳細な議論は別の機会に譲ることにする。  

7 まとめ   

本研究では、先行研究のSiebert＆Caudwell（2002）の語彙調査に基づい  

て、再度詳細な語彙調査をすることで、マロ語の音素目録を確定した。   

確かに初期調査の目的としては、下手に音素解釈をしないで、できる  

限り具体的な音声表記だけをしておくのも1つの見識であると思われる。  

しかし、Siebert＆Caudwell（2002）の1995年に行った調査以降、10年以上  

もの間新たな調査は行われておらず、このデータだけが残っていることは  

マロ語の研究にとって不幸なことであった。今回マロ語の音素に関して本   



一般言語学給幸第10号（2007）  17  

研究で詳細に記録したことで、今後マロ語の記述研究が進むことを期待し  

たい。  

8 語彙リスト   

最後に本研究で用いた語嚢リストを挙げておく。Siebert＆Caudwe11（2002）  

と本調査の結果が全く異なる語彙の番号の後には「＊」をつけた。また、  

先行研究の記述のうち、脚注で修正を提案した【s，］【c†】をそれぞれ［軒朋，】  

とする以外に、重子音の表記がたとえば［m：］のようになっていて、長母  

音表記と同じ記号では見づらい。そこで童子音に関してはたとえばrmm］  

のように子音字を重ねて表記することにする。  

No English  S＆C（2002）  本研究   

I  hair  す’fmb（l，bindnnG  bind：na  

2＊  head  k’6mmo  hd：6e，h血？e   

3  forellead  sino s6Ⅰ¶ワ0，Sind   

4  eilr h勾e  h   

5＊  hear  siz6bA  Sfljis  

6  mouth  d〇n＾  do：n畠．   

7＊   blow  pl－d9FZA  恒nnis   

8  whistle  su：k’IthtzA  S句k’is   

9  sing  ？tiどtStZ＾  jettsIs   

lO  dance  ？tiどtStZA，kup6z（1   gupp6：S   

ll  drum  ktbどrO  karab6  

d6n＾，mtteJe  rnette申  

？d軒∂  a斬  

？Irfnts  ints’drsa  

b’呵’  甘’叫a  

す’dwq  す’孟wa  

Jd朋qlq，？叫E  9au甘e  

12   1ip  

13  tooth  

14  tongue  

15  saliva   

16  sweat   

17＊   chin  

18   beard  bu甘i，？cLu甘dnesu  bu吋i  

19  nose  sfte，S（dヒ  sf：db   
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本研究  

Sin9is  

′ SIPPintsa  

句中e  

b申S  

jekkfs  

叫untsa  

k，6：血  

h埴  

舶ntsa   

dlo  

gulal？丘  

mar村’e  

z6kko  

dしIlほ   

bdnk，e   

Su：k’占   

t（うho  

Su坤pare  

wcidire 

k帥  

k’占se  

b’ung血鹿a  

galb丘  

mek’芭ttsa  

WOZan畠   

Sd：ba   

th・e  

畠吋’o  

ang正也a  

mittsa   

No Englisb  

20  smel1  

21   eyebrow  

22  eye  

23  see  

24   weep  

25  tear  

26  neck  

27  shoulder  

28  breast  

29  be11y  

30  nave1  

31   guts  

32  back  

33＊   buttocks  

34  knee   

35∋匝   elbow   

36  fbot   

37＊   sandals  

38   thigh  

39  hand   

40  forearm  

42  再ngemai1  

43  skin   

44  bone   

45  hea托  

46  blood  

47  1iver   

48＊   bush   

49  thom   

50  tree  

S＆C（2002）  

ノ SAWIsis，S士gge：ZCL  

sip血th  

？（坤e  

be？丘：ZA  

jekh占：Zq  

？叫地h  

．′ k’5t’e，m〇rge  

hliSe 

d完ns  

？dlAthっ  

9ulqth5，9uld肋  

mqr（対’e  

z5khコ  

也’dne  

p旬k’e，b旬k’e  

ku匝b軸k’e，bd巾  

th5he，th5h〇  

nE也’創n，k’d：k’q  

W5dIre  

kh可e  

k’由e，b正吋e  

也，軸gubh  

9qllAmd？0，S血po・  

ノ mだk’主也’  

′ W〇ZAnA  

s触h  

th丘e，kilqh6  

甘Igれdurdmn  

？叩9地h  

m紬，？qrz丘：托  
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kこi】ta  

pok、d，車Ok、6  

b’a6（i  

ma：t畠h亘iba  

wodord  

da吋d  

90∬丘  

k’紬a畠沌e  

bdne   

k’ants’o   

ko11te   

bo：kes   

tokkrs   

badaほ  

tamb（i  

mとl：は   

h丘rme   

bdlle   

rra什占  

kまidega  

WOkk’fdega  

好d  

k’an也’fs  

k如Sfs  

lmmlS  

m6劇b，W6rde15  

6u6丘1e  

k’osis  

No English  S＆C（200之）  

51   axe  khdnde，kdlto  

52   bark  帥k’〇  

53  root  ts’紬’0  

54   leaf  j紺E，md：t〔lhqi  

55  rope  wどdどr6  

56   basket  Jdk’0，dd吋0  

57＊  farm，held  w5tl－A  

58＊  seed  zgrどth  

59＊  harvest  JiJfz（1，？uduhdnど  

60＊  machete  bdh恥  

61   hoe  kW〇nthe  

62   d穣  b〇kll邑zA  

63   plant  thukllizG  

64  malZe  bAdil：A  

65  tobacco  thAmbe  

66   grass  md：thq  

68  weed  hAr＾me  

69＊  甫ower  ？dβFβA，4）dde  

70＊  什uit  ？Åpe  

ripe  kllub，さzq  

7
2
 
 

ハノ】   rotten  z主hek’iz＾，WOk’i：Zn  

73   meat  ？可0  

74   cut  gcLthizA  

75  steal  khどStizq  

76   give  ？Ⅰ凋由A  

77  fat，greaSe  m5t’e，m5dfT  

78   egg  6uβAle  

79  hide  k’osizA  

】5md舵bは動物の脂、Wdrdeは人間の脂の意。  
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S＆C（2002）  本研究  

kh帥，nq芭：ZG  k亜S  

khq？6z＾  kattsfs  

m6：ZA  mis  

n3g：ZA，Wu3さ：Zq  頑S  

No English  

80  hungry  

81  cook  

82  eat  

83  drink  

84  ＊ 
 
 
＊
 
 

WAn甘’A  

b叫’e  

mi叩’ezA  

甘’03eZA  

k’u柁zA  

甘，utl－占zA  

hEt’IJ丘zA  

kobkobb6  

90S丘  

mi吋’is  

甘’句is  

k’叫ね  

甘’dttis  

h朗兢可is  

Cup  

85＊  gourd  

86  1augh  

87  vomlt  

88  cough  

89  spit  

90  sneeze   

9l司ミ   sick   

92＊   払I1   

93  die  

94  grave  

95  fbo1   

9（i＊   one   

97  two   

98  three   

99  four   

100   6ve   

lOI six   

lO2   seven  

lO3  eight  

lO4   nlne   

lO5   ten  

lO6  twenty  

107   hundred  

lO8   man   

lO9   think  

h＾rgInth6zA  Sakettis  

p〇khezA  

h句k’¢zA  

しIu：車  

b5：Z〇  

ph津o  

nAm？e  

h勾bI  

？句ddE  

？吋In  

？IZ桓1－In  

lAphun  

nrisphun 

kundfs  

h毎k’rs  

du：h6，du：4）6  

b（～：Za   

′ 1SSO，1SSlnnO  

nam？畠  

heddz良  

房dd畠  

i吋紺a  

uSupPuna  

ほ叩una  

hdspuna  

？6ddu◎un  udd叫una  

tÅp’u  tarnm畠  

IAthem  ld：tama  

bAtl一  也，丘：ta  

？ds  asa  

？ASSAbizA，k’op’e：Zq k’oppIS                                                                    ノ   
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本研究  

mま吋a  

ekkrs   

Ja：9ana  

jeほsulb  

m紺0  

′ a：Wa  

9is  

こl：、j（1  

（1川占：ヽ  

11aつ丘  

i∫畠  

tohorabfs   

wot5てs  

JeIⅥpfs  

lll吋d  

●′ tamarlSIS   

kaw（う   

b’0：S丘   

sdntsa   

lTl占he  

d6？aikise  

Jank畠  

Jankat虔：S  

9uddhba  

gqjn6  

k’畠mmaka◎d  

甘’血甘e  

zimadd6  

No English  

llO woman  

l11 ma汀y  
112＊ wedding  

113  bear（u）  

114   wife   

l15   ねther  

l16  say  

‖7   mother   

l18   ask   

119   child   

120   brother   

12l walk   

122   run  

123  rest（11）  

124   sISter   

125   teach  

126司； chief  

127   God   

128   name  

129   animal  

130   fur  

131  hunter   

132＊  hunt  

133  pig  

134   tai1   

135   bat   

136  louse   

137   ant  

S＆C（2002）  

111（叫  

？歪kk〇b〔l，kiほ：Z（1  

S歪r9e  

jIほ：ZA  

lll瑚J  

？db〇  

g占：ZA  

？句〇，？rndo  

hq柑岳：ZA  

nÅ？A  

？小  

th〕h丘rA，明野ZA ′   

wどb’ezA  

JInpI－由A  

miJ5，m泄  

tモ、m〔1rSe：ZA  

ddjJl  

t雪’ds   

′ SUnS  

d6？A，mさhF  

d6？A？iktlise  

Jdりkl－q？ES，nq9g：Zq  

？AdAn丘zJt，WO（洋：Z（l  

khud主nsA，guddill∂  

gW再nAIA、gWoin6  

k’AmAkAヰ・〇，JInJf？1e  

甘’叫’  

ZimAnd〇  

t63sg．f．の語形である。  
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本研究  

guts’rne  

wudfntsa  

Sangci 

61latsa  

du：n占  

m丘ttsa  

ho：也占  

丘ニSa  

deiJ丘  

ka甘’畠  

■■ ml：Za   

harg  

仲甘’fs  

k止tto  

ka¢d  

也’un9地a  

k’叫6  

k’叫6  

帥ra瓜Ⅳs  

ka卵k占：也a  

、r（余丁n  

e甘’er£  

wo∬s  

鮎nga吋o  

mol（～   

mar丘be  

h丘：也awa∬s  

Onnak’丘   

k存e  

k’村ettis   

S＆C（2002）  

k’正也iII   

WutSit5〇  

JAqg〇  

？51Ath  

ddne，？01dtsket5  

mAth，mAtS  

h5tse   

？虔s  

d打  

kh丘軒e  

hAr，h血d  

hlire 

hq？d占：ZA，Jo甘占：ZA  

Juw山A  

k（坤0  

也’主ng正也  

k’坤C  

匝9dlA，k’E如  

phir6zA，PicLdi：ZG  

kl－坤〇kh紬，  

．I、JJ、  

？再甘’En  

WOt’ezA，WO（佗：Zq  

hd叩G吋o  

m51：）  

merAbe，mO16tsoke  

hAtSed芭zA  

？uk’？αne，？6nαk’e  

kire  

？A甘，InthgzA  

No English  

138   wom  

139  日y（乱）  

140  spider  

141  termite（n．）  

142  termitehill（n．）  

143  honeybee  

144   beehive  

145  honey  

146  goat  

147   horn   

148＊  cow  

149  donkey  

150   hit   

151＊  chicken   

152   bird   

153   claw  

154  wing  

155   feather  

156  剖y（u）  

157   nest   

158   snake   

159   rat   

160   kil1  

161 sco叩10n  

162   fish   

163   甫shnet   

164   swlm  

165  伽）g  

166   thread  

167  tie（Ⅵ）  
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本研究  

sikkis  

hai叫’d  

babd   

ments孟  

gelaJd  

ma：h丘  

9aWarさ  

90dal■e  

kaIl丘  

S臼is  

bo甘■、¢：S  

jis  

satts’rs   

mu：Ze  

kq匝s  

輌drs，両brs  

ekkrs  

可k’is  

t6ho oge 

ke：ba  

Wuほ  

k’u吋了s，¢如is  

9elfs  

k阜ラis  

句dさ  

0：bis   

止ttis   

ekk’is   

mats’in占   

dto  

No l王nglisb  

168   sew  

169＊  crocodile  

170＊  飽ar  

171  bu仔封0  

172  monkey  

173 leopard  

174   cat  

175  hyena  

176  dog  

177  1isten  

179＊  bark（tL）  

180   colⅥe  

‖‖   bite  

182   banana  

183   want  

184  count（Ⅵ）  

185   take  

186   hold  

I87  path  

188   house  

189＊  door  

190  sweep  

191  enter  

192   exit  

193   stoo1  

194   make  

195＊  sit  

196＊  stand（仇）  

197   salt  

198  pot  

S＆C（200Z）  

sikh占zA  

？dzo  

直I－－1  

mIntSd  

9e桓rd  

llldhモ、  

gq帥㌻岳：  

godurさ  

kdn（1  

si？占：Z〔l  

WOke：Z（1  

je？丘：Ztl  

s（1tS’d：Z〔1   

′ nlしIZe   

ko占：Zぐ1  

pqid占：Z（1  

？rk¢：Z（1  

？qik歪：Z（1  

toid：ga  

kg：be  

洋服e  

甫t¢：Z（1  

kilさ：Z（1  

kだZ卓：Zq  

？didど  

？0：也占エZ（1   

b£tg：Z（1  

？its’≠z（1  

m〔1tS’in丘   

？dtq  
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tam丘   

丘：也’is  

h（う？0  

′ me：gO  

甘’句a  

bud（う  

g叫丘  

J叫a  

lr：k’o   

bi：t丘   

urk’丘   

m畠nabi：ta  

k’村’e  

b畠nna   

W6rk’e   

brra  

mi：†占  

Jammis  

b年izis  

油島  

dere  

甘’ark6  

Ja汀丘  

行a   

zdlla   

dad丘  

walつ血ba，Ze：lintso  

甘’alkd  

J丘ゆa  

／   

S＆C（2002）  

t（1111q  

也’ugIntき：Zn  

ノ W（1re   

′ mE：90  

軒Ii、i（1  

wud（S   

wu柁  

J叫  

？ir也’q   

bi：t（1   

？urkd   

bitd  

、「nfさ  

bdn？G   

W5rk’   

birG  

Ill可、e  

ノ WOりgeZO・  

？qizgzq  

g（1b丘  

der達   

也’2rko  

Jd：r（1  

？irG  

sdll〔1  

dqdd，gdnde  

ノ 9u：meS  

b’丘：SG   

hd：be  

（§‖b（l  

No English  

199   頁re  

200＊  bum   

201＊  hot  

202   cold  

204  smoke（乃．）  

205   ashes   

206   stick   

207   stone  

208＊  smooth  

209   earth  

210   mud  

21l clay  

212＊  sand   

213   dust  

214  gold  

215   silver  

216  money  

217   

218   

219  

＊
 
 
 
 
 
 
＊
 
 

buy  
sell   

market  

220   mountaln   

22I wind   

222   c10ud   

223   rain   

224   rainbow  

225 1ightning  

226＊  thunder   

227＊  dew   

228＊  river   

229＊  canoe  
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本研究  

dild［1e   

ha：也e  

p山to  

ir也a   

dさ‖e   

Sal（i   

k’まmma  

a9血a  

也’0：linla   

awま   

bd：ha   

karさttsとt  

zoワd  

甘1i川o  

gaは1つo  

bunna：m畠  

ITl刷－a  

珂’o  

dan丘ze  

don9占  

don9さ  

to：rま  

3u9ud舶s  

90nd甜e  

dla   

Olettis   

f：ta  

l（うつo  

d軸a  

b’山地a  

No English  

230  bridge  

231  water   

232＊  wel1   

233   cold   

235可く  1三Ike  

236  sky  

237＊  night  

238   moon   

239   star   

240   sun   

24l white   

242   black   

243   red  

244  green  

S＆C（2002）  

′ d主1d主1∂  

？dt5∂  

甘’dre  

？Irt5’？¢：Zu  

hd・ik，  

Sと、15   

？omdts∂  

？q9よnu  

b’01into   

？qwd：tこ）   

bd：b   

kcirts 

Sd？0，b（lZdko  

析1i16  

b山l（1   

bdnn（1mm（l  

甘’しIbさ  

？（対’o  

g（吋0αn－（1Jq  

k’戸st   

／   

t’dr（1  

？u9ぎ：Zu  

gonddll∂  

l】（引＝  

？01Int占zu   

？r：tq   

15？〇  

ddlge  

也’血b’i  

245   

246   

247  

yel10W  

brown   

knife  

248  sha叩  

249＊  du11   

250＊  bow   

251＊  arl・OW  

252  spear  

253＊  throw   

254   shield   

255   war  

256  日ght  

257   bad  

258  good  

259   wide   

260   na汀OW  
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l止：1e  

w（弛bo  

adus畠   

k’丘：nt5a  

9it畠  

g血ba  

drde  

ほっo  

de：也d  

ほゆa  

甘，ima17  

0r丘tt5a  

lSlnjaka，ba：W孟  

ha：d存sa  

WuJ釦甘a  

e：  

gidena，ba：W畠  

ノ mlnO  

li：k’o  

dかo  

g血也a  

pdde  

舶ge  

h軸i  

hinegl             ′  

′ 0：ne   

6：Se  

勾be   

S＆C（200ヱ）  

p51〇  

′ WOppO  

？qdIStS占：   

k’dntse   

ddmmo   

tぅ’打〔1   

5rde   

lさ：？o   

tdro   

ld：fq   

b’fmq   

?or6tsi 

bd如  

hqddfs  

WuJ叫  

？岳：  

bd函  

jino  

けko   

ddro   

b’itt（l  

卵de  

sdlle   

hdi  

j句i  

？d：ni   

6：SO   

？dbbo．  

No English  

26l＊ straight  

262   crooked  

263 long  

264   short  

big  

Small  

265   

266  

＊
 
 
＊
 
 

267   thick   

268   thin  

269＊ heavy  

270 1ight  

27l old   

272   new   

274   none   

275  left  

276  right  

277  yes  

278   no   

279＊  hard   

280   so魚  

281 manyy 

282＊  托w  

283  up  

284＊  down   

285   this   

286＊  that   

287   who   

288   whose   

289＊  what  

17人間が「老いる」の乱一方、「古い」は9al？a。  
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本研究  

aud占：   

zrne   

畠we  

ha：n，hagan  

ノ Wa：nln  

句Se  

111小i  

ha：bてs   

111さ1a   

kてta   

b血ra  

du：kてs  

k亘jsa  

kdmetsa，kdmtsa  

IⅥe吋’ettis  

zakk’ulis  

Ja：kontfs  

9isis  

ta：nま   

ne：na  

a  

nu：na  

Jlnten丘，jint丘  

entat畠，enta  

Su9is  

da斬S，gO吋is  

′ gupplS  

O9さ  

dirsa  

◎en9占，kar岳  

Englisll  S＆C（200ヱ）  

When  ？dide  

yesterday  zi耶ne  

Where  ？dide  

here  ／  

how  w（11ZI  

Why  ？dbISi  

Clothing  ？dfidcL  

Wet  ？行bq  

dry，Ofclothing mtl（1  

dirty，Ofclothing bd：re  

garbage  ／  

pour，hepours duk’6：Zn  

2
 

2
 

N
。
2
9
0
矧
2
9
2
2
9
3
2
9
4
2
9
5
2
9
6
2
9
7
2
9
8
2
9
9
珊
狛
3
0
3
0
3
…
3
0
5
3
0
6
3
0
7
3
0
8
3
0
9
3
1
0
紺
3
1
3
1
3
…
3
1
5
…
m
…
…
 
 

火
」
 
 
 
＊
 
 

＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 

巨 eITlpty  t’d：Zq  

ru11  k61tsi  

bllthe m吋6：Zu  

lie  9明9∂teZ〔1  

yawn  l〔1W6：ZCL  

＊
 
 
 
＊
 
 
 
＊
 
 

Sleep  

I   

yOu  

he   

We   

thou  

Wどi？邑z（1   

tdni   

n丘hni  

jfnti  

′● 11u111  

jfnt∂nq  

？dnti  

su？drk’cz（1  

d（14）豪z（1  

′ d明gどZq  

？ogさ  

？dt’汀e  

f軸ge  

＊  

e
 
 

y
 

h
e
p
u
S
h
叫
 
 

t
 
 

＊  

gate  
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320a al1  

320b＊ go  

320c know   

320d other   

320e＊ scratch   

320f＊  warm  

320g＊ and  

320h∋巨 at  

ubb孟i   

bis   

erfs   

har丘  

k’a吋’fs  

hd？o  

ne18  

？ubdi  

甘’itさz（1  

？Er∈z（1  

ho．rd  

甘’叫’丘：Zq  

′ WCLre   

h（lndiobq  

bql紺どZEb（l  ba9ga  
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柑Jainetukkeで「お茶とコーヒー」の意。   
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ThePhonemeInventoryofMalo  

HideyukiINUI  

ThepurposeofthispaperistoclarifythephonemeinventoryofMalo，alan－  

guagespokenintheSouthWesternpartofEthiopia．AccordingtoFleming（1976），  

Malobelongstothe＝NorthOmeto＝1anguages・   

ThevocabularylistusedbythispaperisbasedontheS．L．L．E．（SurveyofLittle－  

knownLanguagesofEthiopia）320NIternWordList．   

Malohas10vowelsand27consonants．Thereisacontrastbetweenlongand  

Shortvowels・Therearefourseriesofstops－VOicelessp10Sives，VOicedp10Sives，  

qectives、andimplosives・ThephonemeinventorylSaSfo1lows・  

Ⅵ）Wels：  

／i，e，a，0，u／  

／i：，e：，a：，0：，u：／  

ConsoIlantS：  

Stops：／p，t，t5，g，k，？；b，d，g：tS’，g’，k’こ6，d／  

Fricatives：／0，S，I，h；Z，（3），（fi）／  

Nasals：／m，n／  

LiqしIids：／r，1／  

Semi－Vowels：月，W／  

俺ぐ〃J伊（げ〃LJ椚α〃汀融  

拘mαg揖（而〃J由g八一恒，  

／677－‖加加地諸加嘲叩・最，池J77αg鋸南乃ゴーβ∫40，尤卿刑  

古川用吏∴血涙＠叩7月α脚〔朝一はαCJ〝   
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