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サラーラにおける  

ジッバーリ語調査の概要＊  

ニノ宮 崇司†  

キーワード：ジッパ ーリ語、記述、分節音、プロソディー   

l はじめに  

筆者は2008年7月20日から翌8月11日にかけてオマーン国（Sultana‡eor  

Oman）のサラーラ（Salalah）でジッバーリ語（Jibbali）のフィールド調査  

を行った。それは音声・音韻記述に関わる諸問題を解決するための調査で  

あった。本稿の目的は、共時的な音声・音韻記述の問題に着目した場合、  

どのような問題が設定できるのかを述べることである。   

第2節ではジッパーリ語の概要を、第3節では先行研究が提示したジッ  

パーリ語の音韻体系を示す。第4節では音声・音韻記述の諸問題を操示し、   

●本調査に際して、日本学術振興会科学研究費補助金の助成、及び文部科学省大学院教育改  

革支援プログラム「新領域開拓のための人杜系異分野融合型研究」（筑波大学大学院人文社会  

科学研究科）の支援を受けた。本稿はその成果の一部であるし－インフォーマントのAM氏には  

大変お世話になったn城生倍太郎先生には録音方法、ボトムアップ型の調査の盛要性などに  

ついて教示いただいた。池田潤先生には研究テーマの相談にのっていただいた。そして2008  

年6月に逝去された中野暁雄先生にはサラーラの言語状況を教えていただいた。AM氏、城生  

伯太郎先生をはじめ、筆者を支えてくださった方々に感謝申し上げるとともに、謹んで中野  
先生のご冥福をお祈りする。ジッパーリ語の文献の略号は次の通りである。JGニ：Jolmstone  

（1980），JJ＝Jolmstone（1981），NC＝Nakano（1986），HS＝Hof岳tede（1998）。これらの記述者の母語  

がジッパーリ語の聞き取りに影響を与える可能性があることを考慮して、記述者の母語の情  

報を捷示する。Johnstoneの母言吾は英語であり、Nakanoは日本語であり、Hof岳tedeはオランダ  

語である。それ以外に本稿で用いる略号は次の通りである。Sg．＝単数、du．＝双数、pl．＝複  
数、m．＝男性、仁＝女性、C＝子音、Ⅴ＝母音、0∵＝音節、＃＝語境界。  

†日本学術振興会特別研究員／筑波大学大学院一貫制博士課程   
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その諸問題の中のどの点を解決するために調査語乗を選択したのかを示すく）  

そして第5節では調査方法について述べる。  

2 ジッパーリ語の概要  

ジッパー リ語はオマーン国のズファール（写u卸）行政区に分布するl。系  

統的にはセム語族、西セム語派、南セム語の中のマフラ・セム諸語に属す  

る2。オマーン国のマフラ・セム諸語にはジッパーリ語以外に、メフリ語  

（Mehri）、ハルスースイ語（巧arS豆Si）、ホブヨト語岬Oby6t）、バトウハリ語  

（B飢h血）が存在する。1993年のオマーン国の国勢調査によれば、ジッパー  

リ語の話者数は25，000とされる（Gordon2005）。ジッパーリ語には数々の  

別名が存在し、例えばShehri，Geblet，Ehkili，QaraWiといったものがある  

（Gordon2005）。Gordon（2005）によればジッパーリ語の方言は中央ジッパー  

リ方言、東部ジッパー リ方言、西部ジッパー リ方言に分かれる。本稿のジ  

ッパーリ語は特段指定がない限り、中央ジッパーリ方言を指す3。ジッパー  

リ語は以下の図1のようにオマーン国の西部に分布する。，図中ではShehri  

の名前で示されている。  

1オマーン国の他の行政区と地方には、マスカット行政区、ムサンダム行政区、そして2007  

年に新設されたプライミ一行政区、パーティナ地方、ダーヒリーヤ地方、シヤルキーヤ地方、  

ウスタ地方、ダーヒラ地方が存在する（大川200軋   

ユニの系統関係はHet訂On（1976）に基づく。これは現時点で最も有力視されている系統関係  
である。その他の系統関係の可能性については、ニノ宮（2007：9，11）を参照。なおマフラ・  

セム諸語は現代南アラビア諸語とも呼ばれる。筆者がマフラ・セム諸語という呼称を選択す  

る理由についてはニノ宮（2005：36）を参照。，  

3ジッパー リ語の方言研究は進んでいない。そのため方言区画が確立されていない。筆者は  

将来的にジッ／く－ リ語の方言研究を進めていき、中央、東部、西部という方言分割が妥当な  

のかを検証したいと考えているn   
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図1：Gordon（2005）を基に作図4   

中央ジッパー リ方言の分布地域はサラーラ（ズファール行政区の中心都  

市）の北側に位置するカラ山地を中心とした地域である。ジッパーリ語使  

4▲一帯はカラ山地、■はサラーラである。   
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用地域は、ズファール・アラビア語と重なる5。1996年の国勢調査によれ  

ば、ズファール・アラビア語の使用者数は70，000であり、ジッパーリ語の  

話者より数が多い（Gordon2005）。  

3 先行研究   

ここでは先行研究のジッパーリ語の母音・子音・プロソディーを取り上  

げる。ニノ宮（2005）ではJohnstone（1980，1981，1984），Nakano（1986）、中野  

（1992，1998）をもとにジッパーリ語の母音、子音、一部のアクセントに関  

する問題を取り上げた。本稿は母音・子音に関して、Ho董如de（1998）の体  

系を取り上げる。プロソディ一に関しては、Johnstone（1980，1981），Nakano  

（1986），Ho蝕ede（1998）を取り上げる。なおHof5tede（1998）は統語論中心の  

研究であり、そこでの音声、音韻の記述は不十分である6。なおHo蝕ede  

（1998）の資料にはストレス記号が全く付されていない。また、Jo血stone  

（1981）とNakan0（1986）では単語形式で資料が示されるのに対し、Hof5tede  

（1998）の資料は文中の例である。   

3．1母音（Hoぬtedel，卵）   

母音体系7としてHo餌ede（1998：20）は次のものを想定する。   

5オマーン国の公用語はアラビア語、正確に言えば、標準アラビア語である。ジッパーリ静  

は日常的にズファール・アラビア詣及び標準アラビア諏と接触していると考えられる8 さら  

にはインドなどからの出稼ぎ労働者が多いため、ヒンディ一語などの接触も一部に見られる。  
将来的には、ジッパーリ語話者が話すズファール・アラビア語や標準アラビア語の調査も爽  

施するつもりである。   

6Jo血stone（1981，1984），N血0（1986）、中野（1998）は辞春あるいは論文の形式となっている。  

これらの研究も音声、音韻の記述はHo飴tede（19粥）と同様不十分である。その根拠として、  

音韻記述の不徹底、異音がどのような規則によって実現するのかといったことが述べられて  

いないなどの問題点があるからである。   

7Johstone（1981：XV）が／i，e，E，a，〇，0，u，a／という8母音体系を、N嶽ano（1986：Vi）が／i，ち  

E，a，〇，0，u／という7母音体系を想定している。   
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図2：ジッパー リ語の母音体系  

Ho蝕ede（1998：21）が母音について述べた注意点を以下に挙げる。第1にe  

とiはしばしば混同されるという。第2にaはしばしば［i】と実現し、  

しばしば脱落するという。第3に0 とuはしばしば混同されるという。  

第4にaには前寄りのものと後寄りのものが存在するという。そして第5  

に1は［i】のことであるという。   

以下、母音の例を示す。  

／i／，inE「何」（HS：61），rim「高い」（HS：32）＆  

／e／eb「年老いた」（HS：59）  

／e／ckssbt「その服」（HS：34），菖£「彼」（HS：91）  

／a／a畠eg「その男」（HS：33），kal「全て」（HS：91）  

／〇／〇f「千」（HS：45）  

／0／6t「その家」（HS：33）  

／u／，um「大きい（Sg．，り」（HS：91）  

／1／1mgm「昨日」（HS：101），mm「から」（HS：32）  

／∂／9写亭a丑・む「その花」（HS：28）9，富孤「我々と共に」（HS：30）  

3．2 子音（Ho飴tedelタ姻）   

子音目録10としてHo蝕ede（1998：20－21）は次のものを想定する。   

8Johnstone（1980，1981，1984），Ho魚tede（1998）の母音字の上の横棒は長母音を示す。例えば‡  

は国に相当する。   

9Jolmstone（1980，1981，1984），Nakano（1986），Ho飴tede（1998）の母音字の上のアクセント記号  

はストレスを示す。例えばiは【Ii］に相当する。  

10Johnstone（1975，1981，1984）は／b，t，d，k，g∴m，n，r，ちもd，S，2：，喜，宮，Ⅹ，畠，b，t，h，岳，W，y，1，i，！，  

k亭，郎／という子音を想定する。gは【g】、’は［？］、！は【恥dは阿、羞は肌含は【Y】、   



122  線路争論瀞特別喝・（2碑りl  

表1：ジッパーリ語の子音目録  

Jib．  繭唇音  唇歯琶  歯音  歯茎音  舌尖的歯茎膏  故部歯茎骨  硬口盈膏  軟口盟骨  喝漸層・  声門詔   

破裂音  b  t  d  k g  

風音  田  n  

ふるえ音  
r  

臆樹習  f   t d  S   Z  g   営  宣  X 塵  ゎー  b   

側面摩擦音  

接近音  W  
y  

側面接近音  

側両破抽骨  童  

放出蘭  
k  

亘   

※Hof如ede（1998）は孟が無声音として実現すると説明しているゎ  

七＝一丈阿、－ほ【廿貞は［主］、yほ臼】、孟は［穐】に絃当する．二．乳字は謂細不明の啓であり、  

これについては第5節で述べる｛′またJohnstone（1975：156）によれば！，k，等はそれ智托廿＝軋  

［s】の放出晋であり、卓は郎〕出だしの前に喉頭の閉鎖があり、【伊】と自由親密の関係に阻説  

写は粒骨間で■－hノーー部有村性を伴ない、母指話者がzとび▲）混同をきたすという印加此冊1975こ  

156）レJdⅦStOne（1981‥Xi主i）はり，k，写，豆，亨ノを一際して喉鯛化昏としており、骨鶴紀述を単純  

化している〔，gはJohnsotne（1981：Xiii）によれば‖盈化しており、昏環境、地域、鰭瀞により  

て［」怒化の度合いが謁なるというじJohnstone（19紬389）によればgの・鞄粛として慧が繹廃  

するというく1ニの茸につい－こは萌5節で述べる′〕ちなみにこれら宮．乳芝は中東ジッパ伽リカ  

霹固有の昏であり、髄卸ジッパーリノ摺ではそれぞれ薫，学，え／呈に対射す叫る（Job如ne19監0：封髄  

そLてNakano（1986）、中野（1992，1998）は／b，t，d，k，g∴m，n，r，仁L払S，ちぎ，乳乳X．鳥丸一，h乳  

乏，W，y，い，q，乳も糾ノという千野を想定するし′gほ【Y】、bはP】、2は削に練当する紳N血軌0  

（19紬：V）は、㌔q，＄を喉頭化督して扱う「）iは放出吾であり、域飢こよって喉頭化馴牽う紺野  

の変稽があるという二l／1／も放出督であり、同じく喝訊こよって喉頒化を伴う有声の変毯があ  

るという√，中野（1998：17）は吉，乏がそれぞれ【GY】，【椚に対応すると考えている瀞中野い慨嘲  

は言を国際音声記号で表していないが、それは【¢りに相当するものと考えられる⑩ また呼  

野（1998）は側面摩擦音を「∧」の記号で表す缶tq，S，も苔，1に関して、中野（1部将：17）はq】…露  

して放出穿とするこ中野（1998‥17－18）を鼠）とに考えると、1は椚、qはm、ぢは軌まは  

げ］、眉は【ぢり、1は椚に相当するm 中野り992：292）によればもqは放出晋であり、軋も乳  

1は喉頭化昏（中野自身は「後声門化音」の訳語を剛、る）である。   
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以下、Ho蝕ede（1998：21）の子音表記に関する注意点を述べる。第lに羞は  

gの異音であるという。第2に童は【f】として実現する場合があるとい  

う。有声音とLて実現しない点に注意を要する。第3に2＝rb］はlの異  

音であり、しばしば円や節］として実現するという（なお［押］がどの  

ようなものかは不明である）。第4にgはしばしば口蓋化しては］やU］  

になるという。第5に乞羞はgの口蓋化であるという（羞は［3］に、そ  

して皇は【勒に相当する）。第6にwはしばしば長母音、あるいはbに  

なる場合があるという。   

子音の例は次の通りである。  

／b／ bi「そして」（HS：40）  

／t／ tEl「～と一山緒に」（HS：62）  

／d／ dc「ある人」（HS：137）  

／k／ k〇1「全て」けIS：40）  

／g／ gere「起こる」（HS：川1）  

／、／  ，ine「何」（HS：61）  

／m／ ml「水」（HS：37）  

／n／ nu貞ub「牛乳」（HS：36）  

／r／ rim「高い」（HS：32）  

／f／ b抽「半分」（HS：36）  

／£／ 些t「二（Ⅲ（HS：74）  

／8／ 如n「これ」（HS：38）  

／s／ sど1sElt「鎖」（HS：36）  

／z／ zaわam「来る」（HS：53）  

／営／ 餌m「彼ら」（HS：54）  

／g／ 瑚「彼と一緒に」（HS：63）  

「五（m．）」（HS：40）  ／x／ x可   

／畠／ 如g「男（pl．）」（HS：45）  

／b／ bit「食物」（HS：39）  

／リ   ー∬「～より」（HS：91）   
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／h／ hd「私」（HS：71）  

／貞／ 貞血「見る」（HS：71）  

／y／ y〇1「どのように」（HS：97）  

1〇「ない」（HS：56）  

皇el「冷たさ」（HS：90）  

ba百「海岸」（HS：48）  

帥「黄金」（HS：37）   

扇ne「聴覚障害の」（HS：53）  

k〇r〇善「お金」（HS：165）  

乱met「鞄」（HS：39）  

Ho触de（1998）において菖，W，卓の例は見当たらなかった。また、音素  

ではないが、Ho餌ede（1998）は次のような例を挙げている。  

夏  山風汀「豊かな」（HS：55）  

乏   i鮎n「これら」（HS：39）  

3．3 プロソディー  

Jo山鳩tOne（1980，1981）、Nakano（1986）、中野（1998）、Ho蝕ede（1998）と  

いった先行研究では、長短、母音の鼻音化、強弱が記述の対象となってお  

り、高低、イントネーションなどは全く触れられない。   

ジッパー リ簿には長短の弁別があるとされており、JoblStOne（1980：68）  

は以下のものを例として挙げている。  

1←＝  i主亡崖1「狐」⇔ 電一創「その狐」  

6⇔£  鍵t「時」・→ 碓t「その時」  

〇‘→〇  〇rX「月」＋ヰ 5Ⅸ「その月」  

長母音化する母音は、N止弧0（1986：Vi）を見ると、i，ちちち〇，0，uであった。  

Ho免疫de（1998：20）では長母音化はi，ちらち〇，0，叫1で見られた。Jo触感0駈   
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（1981）の例を確認したところ、i，e，E，a，〇，0，uにおいて長母音化の例が見  

られた。これら先行研究の具体例は紙面の都合上割愛する。   

またJohstone（1981：42－43）を見たところ、鼻母音と口母音で弁別的対立  

を生む例があるようである。それは肋「薬」（JJ：43卜戯「ドム・フルー  

ツ」（JJ：42）である。もしくはストレス記号の有無が関与しているかもしれ  

ないが、この詳細については不明である。N止弧0（1986：Vi）によれば、i，e，  

らa，〇，0，uで鼻音化が起きるという。Hof如ede（1998：20）では、i，ら8，a，〇，0，  

u，1において鼻音化の例が見られた1l。Jolmstone（1981）の例を確認したと  

ころ、i，e，E，ち0，u，9において長母音化の例が見られた。これら先行研究  

の例は、注11の例を除いて、紙面の都合上割愛する。   

ストレスの位置の違いによる弁別例があるかないかは先行研究において  

示されていない。ストレスが置かれる母音の種類は、Ho蝕ede（1998：20）に  

よれば、i，e，ちa，〇，0，u，1であるという。Johstone（1981）の例を確認した  

ところ、i，e，E，a，0，u，9においてストレスが置かれる12。Nakano（1986）の  

例を確認したところ、i，e，らa，〇，0，uにおいてストレスが置かれる。これ  

ら先行研究の例は、注12の例を除いて、紙面の都合上割愛する。次にスト  

レスが置かれる位置に着目する。Johstone（1981：ⅩⅤ）によれば、ストレス  

は1単語内に複数箇所置かれる場合があるという。この詳細は第5節で述  

べる。ストレスが置かれる位置は、1音節語から3音節語の範囲でJohstone  

（1981）を確認したところ、以下の例が見られた。  

G 山善「山羊」（JJ：273）  

b 主査t「六（m．）」（JJ：264）  

bG bfdi「嘘をつく人」（JJ：22），g6ga－「勇気のある」（JJ：266）  

Gb 喜9b＜6t「七（L）」（JJ：259），gOga＜「勇気のある」（JJ：266）  

∀ロ h弛bうt「歌」（JJ：93）  

玩叩！担血「闇」（JJ：49）  

115は文中の例である。弛ビ「その草」（JJ：4）←m雨bg’（JJ：27恥  

128にストレスが置かれる例は巳舶b「腕匝1．）」（JJ：313）である。なお、ストレスが置かれ  

る母音は、ストレスが置かれない母音（そして、開音節と最終のCVC音節）より若干長くな  

るという（Johnstonモ1981：ⅩⅤ）。   
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Gbロ Ed5也「腕」（JJ：313）   

GGJcr eggubd6t「その肝臓」（JG：66）  

lGセロ S岳d王k如「女友達」（JJ：223）  

一mb 七彪if5t「尖った」（JJ：109）  

cFbb，iZir6t「女奴隷」（JJ：2）  

∀口上 z丘g血血「蝶」（JJ：316）   

ストレスの置かれる位置はほぼ固定されるが、中にはgdgaモ，宮og丘く「勇気  

のある」（JJ：266）のように揺れるものもある。次にNakan0（1986）を同じ  

く1音節語から3音節語の範囲で見ると、以下のような例を確静できた。  

G Sal－「頬」（NC：5）  

七 芭gt「六（m．）」（NC：145）  

b了 二比劫：t「腎臓」（NC：7）13  

ロー¢ Ⅹadm鐙：t「仕事」（NC：56）  

七●¢ Y象：け「高価な」（NC：55）  

ロムロ 鈷1がte「川」卿C：105）  

GG，G 詣血d5：d「親指」（NC：52）  

Johsntone（1981）と比べて、Nakan0（1986）におけるストレスが複数箇所  

に置かれる例は極端に少ない。また3音節語で，¢びび というストレス・パ  

ターンは見られなかった。Hof如ede（1998）ではストレスの位置が全く示さ  

れない。  

Johstone（1981：Xiv）によれば、語末の子音は通常無声化する。また語末  

子音がn，m，r，1の時、－lm，功一hm，｝m，－hr，｝r，－hl，－1のようにhや，とい  

う無声子音が挿入されるという（Jo加stone1981：Ⅹiv）。  

－lm   taydhn「年（Pl．）」（JJ：20）  

ーb   ，i蛮甑「耳」（JJ：1）  

13ト］は長母音化の記号である。例えば【a：】は【a：］に相当する。   
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昌uhm「彼等」（JJ：262）  

≦血「邪悪な」（JJ：253）  

sk舘「砂糖」（JJ：227）  

a畠独1「下へ」（JJ：2）  

亡岳紆1「朽ちた布」（JJ：8）   

Jolmstone（1981）の例を確認したところ、ノmの例は見当たらなかった。ま  

たNak弧0（1986：Vi）によれば、ジッパーリ語にはⅤ？という母音の直後に  

喉頭化を伴う現象があるとされており、Johstone（19鋸）で言われている  

－hn，－hm，－hr，－hlという例は見られないようである。Nakano（1986）はこの  

？をOの記号で示す。Nakan0（1986：Vi）によれば、この喉頭化の直後の有  

声子音は無声化するという。Nakano（1986）の例を見ると、これらは語の  

最終音節、あるいはその直前の箇所で確認される。中野（1998：18）は  

Nakan0（1986：Vi）の現象を「一種のstgdtone」であると説明する。Nakano  

（1986）の例を見る限り、－Ob，－qt，－Od，－Ok，｝g，｝r，／トOもーOs，－Oz，｝s，－0亡，－0l，jいOk，  

p箋－qといった組み合わせが存在する。以下、Nakano（1986）の－ⅤOC＃，－VO＃，  

－ⅤOCV＃の例を示す。  

・ⅤOC＃ 軸てi01「狐」（NC：117）  

ーⅤ○＃  扇n∈O「聴覚障害の」（NC：3），？壌O「耳」（NC：2）  

ーⅤOCV＃ 植野te「牙」（NC：119）  

4 問題点  

先行研究の諸問題を中心に本稿では次のような問題点を設定する。①、  

②、③は分節音寄りのものであり、④、⑤、⑥、⑦はプロソディー寄り  

のものである。  

①例えば、nにはどのような異音が存在するのかといったことや、  

Johstone（1981）で見られるストレスの置かれた∋が異音としてどのよう  

に実現するのかといった、異音に関わることを問題にする。後者の問題で   
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あれば、プロソディーと大きく関わってくる。この間題は録音した例の全  

てが対象となる。   

②先行研究の間で記述が一致しないものがある。例えば、卓（Johnstone  

1981）とま（Nak弧01986、中野1998）、宣（Johnstone1981）と1（N止狐01986、  

中野1998）である。それぞれ、どちらが妥当なのか、あるいは全く別のも  

のなのかを問題にする。   

③g，羞，亨の音声的実体が何なのか不明である。これらは管見の及ぶ限り  

Jolmstone（1980）によってはじめて記述された音である。Jo血stone（1980：  

71）はこれらが「舌端と硬口蓋の間で不完全な接触を伴うと同時に、唇が  

突出する」音であると説明する。しかしこの記述だけでは、これらの音の  

実体が不明である。Nakan0（1986：Vi）はgを舌背歯茎音としており、糞と  

同じ調音点で、・円唇化を伴う音と考える。しかしJohnstone（1980）と同様、  

この記述だけではこれらの音の実体が不明である。これら2つの先行研究  

を見る限り、円唇化が見られ、調音点は後部歯茎から硬口蓋にあるようで  

ある。しかしHo魚tede（1998：20）は「ニれらの音の調音点は舌尖的歯茎音  

であって、舌端的後部歯茎摩擦音（もしくは、硬口蓋歯茎音）ではない」  

と説明している。なおHo蝕ede（1998：20）においても富，え亨は円唇化を伴  

うとされる。Hof如ede（1998：20）とJohnstone（1980），NakanO（1986）とで調  

音点の見解が異なるようである。これらの音の調音点はどこなのかという  

問題だけでなく、これらの音が隣接する音にどのような影響を与え、どの  

ような影響を受けるのかという問題も存在する。   

④先行研究には高低を全く記述しないという問題がある。プロソディー  

は総合的なものであり、高低、長短、強弱、音質などと連動している鼻 音  

声資料に基づき、高低を含むプロソディーの特徴を調査する必要がある。   

⑤Johstone（1981），N止弧0（1986）の資料にはストレス記号が付される  

場合とそうでない場合がある。特に1音節語においてである。ストレス記  

号の有無が何を反映しているのかを調査する。   

⑥ジッパー リ語にはgm鐙s「彼女の母」のように、ストレスが1単語内  

に複数箇所置かれる場合があるという（Johstone1981：ⅩⅤ）¢城生（2008：  

134）によれば、ストレスは1単語内に1箇所だけ置かれるという原則があ  

り、第2ストレスを認める場合もあるが、ジッパー リ語の例が第2ストレ   
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スを認めるものなのかは不明である。1単語内にストレスが複数箇所置か  

れる例を調査する必要がある。そして必要であれば、ストレスに関する新  

たな枠組みを提唱する。   

⑦st如があるのかないのかという問題を含め、先行研究資料の最終音節、  

さらにはその直前の記述が正しいかどうかを調査する。これは録音した例  

の全てが対象となる。  

諸間鴇の中のどの点を解決するために、調査語彙を選定したのかを以下  

に示す。左の数字は上の問題点に該当し、右の3桁の数字は調査語嚢表中  

の番号である。  

① 00ト151  

② 008－024，  057，059，061，064，132，148  

③ 003－004，006－00？，922，025－11苧  

④ 00ト151  

⑤ 007－008，O14，O17，023－025，029，033－034，040，044，048－050，  

052－054，057－059，06ト062，069－071，073－077，079－080，086－096，  

098－102，105－106，115－116，119－123，139－140，145－146，150  

⑥ 003，009－011，030－032，060，063，066－068，097，103－104，107，  

110－111，118，124－138   

⑦ 00ト151  

5 調査方法  

上記問題点を解決するため、調査を行った。今回の調査デ←タは、2008  

年7月25日から8月11日にオマーン国ズファール行政区の中心都市であ  

るサラーラで得たものである。今回協力を得たインフォーマントは、カラ  

山地で生まれ、現在サラーラで生活しているAM氏である。AM氏は男性  

で調査時点で40歳であり、言語形成期をカラ山地で過ごした。両親ともに  

ジッパー リ語母語話者である。現在AM氏は家庭内ではジッパーリ語を使  

用し、仕事場では標準アラビア語を使用する。なお系統的に近いメフリ語   
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とホブヨト嘗割こついては、彼はその話を理解はできるが、話すことはでき  

ないという。ちなみにインフォーマントの父親はメフリ語を流暢に話すこ  

とができたという。   

録音は静穏な部屋で、EdiroIR－09HR（Roland製）にダイナミックマイク  

ロフォンSM58SE（Shure製）を接続して行った。マイクロフォンにはウイ  

ンドスクリーンA58WQ－BLK（Shure掛を装着した。W加e形式にてファイ  

ル化、サンプリング・レートは取り込み時点で叫100Hz、量子化16ビッ  

トであり、モノラル録音を行った。   

インフォーマントにはあらかじめ英語で書かれた単語を見せ、その単語  

の意味を正しく理解しているかどうかを確認した。その上で、ジッパー リ  

語の発話をしてもらった。録音は単語およびキャリアセンテンスを用いた  

文で行った。キャリアセンテンスに用いた文は舶nu（m．）－，8inu  

け）柳，ibenu（pl，）00 「これは  です」である。  

6 おわりに   

本稿の目的はジッパーリ滑の音声・音韻記述の問題に番目した場合に、  

どのような問題を設定することが可能なのかを述べることであった。聾者  

は、音響解析を中心にして、ニれら確聞鰭の解明を試みる。ジッパーリ語  

の緒問蜂にはこれ以外の窒〕のも存在するであろうが、それについては別の  

機会に凍る鶏  
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＜調査語彙表＞  

001「腕匝1．）」  

002 「月」   

Ed5ta（））：313），ede：te（NC：5）  

’E汚t（JJ：4）  

003 「側」  gg錮t（JJ：79）  

m5swEk（JJ：232）  

n鴫胤（JJ：185）  

004 「歯ブラシ」  

005 「庶子（り」  

006 「七（m．）」  

007 「六（り」  

善Qb一朗（JJ：259）  

凱∂t（JJ：264）  

008 「の上に」  

009 「爪」  

O10「正午  

Oll「日傘」  

郎r（JJ：XXVii），餌Or（NC：134）  

d脱r（JJ：48），まi柁Or（NC：6）  

郎h血（JJ：48）  

蛮lほt（JJ：49）  

O12 「闇」  郎購t（JJ：48）、1創ほ：t（NC：柑6）  

O13 「歩み」  由bがt（JJ：245）  

O14 「浮」  

015 「醜い」  

か5t（JJ：323），1（i）y5：t（NC：104）  

1ゑ－ir（NC：131）  

1a’臨r（NC：131）  016 「粗い」  

017 「肋骨（S如」  如1－（JJ：325），」al－（NC：卵  

O18 「肋骨匝1．）J  豊丘わー（JJ：325）誹150’（NC：6）  

O19 「銀」  ri蒙離t（JJ：68），riは：t（NC：111）  

020 「数珠玉」  

021「足先」  

わaI療t（JJ：‖封  

m汀身血（JJ：220）  

022 「線色j  藍a如r「発色」りJ：265），  

蓋如どr「線色」（NC：125）  

023 「いくつかの」  

024 「平らな場所」  

ba一望（〃：22），b良一乏（NC：155）  

叩〇童（JJ：219）  

025 「我々（du．）」  

02（i r勇気のある」  

gi（JJ：268）  

如g孟－，砧ga－（JJ：266），  

ぬg50－（NC：128）   
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027 「茶」  託hi（JJ：265），ぬ：hi（NC：19）   

028 「肝臓」  如bd6t（JJ：124），宮ebd畠t（NC：6）  

如m「太陽熱」（JJ：267），  

孤「太陽」（NC：105）  

029 「太陽熱」  

ghft（JJ：133），gihT：t（NC：119）  030 「シラミ」  

031「眠り」  gdn血（JJ：124）  

032 「ヘソ」  富加5－（JJ：133），批ば－印C：6）  

033 「腹」  girg「腹」（JJ：135），宮fre：貞「胃」PC：7）  

034 「市場に行く」  gsek（JJ：232）  

035 「その肝臓」   e吉富ubd6t（JG：66）  

036 「その腹」  eg百計貞（JG：66）  

037 「剣」  i凱う’（JJ：267），’e凱60（NC：45）  

038 「貝」  ーa書館ー（JJ：18）  

039 「虹」  寧5叫（JJ：153）  

′ d詑n（JJ：165），ほ瓦（NC：3）  040 「舌」  

041「親指」  m論nd5t（JJ：266），了s血d5：d（NC：52）  

042 「狂気の」  mi託1d（NC：103）  

043 「銃の照準器」  m9gW紆（JJ：17）  

044 「（銃砲の引き金）」  ri宮t（JJ：216）  

045 「木の幹」  ra馳血（JJ：216）  

046 「昨日」  ’9mgh（JJ：3），’im訂（NC：105），  

1mgm（HS：101）  

047 「蜘妹」  t9n吋飢（JJ：14），一皿押出即C：118）  

048 「貴女の家」  ，5：鱈（NC：160）  

049 「貴女が起きる」  亡e貞貞机JJ：XVi，17）  

050 「ブラシ」  br鵡（JJ：28）  

051「貴女が皮を剥ぐ」  da匝吉富（JJ：ⅩVi，37）  

052 「貴女の上に」  曲射JJ：㍊Vii）  

053 「貴女が終える」  知迫（JJ：XVi，63）  

054 「貴女が悪くなる」  f岳○虚（JJ：XVi，62）   
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055 「貴女が変身する」  g5b9S言（JJ：XVi，77）   

056 「布地」  kigg（JJ：147），qiy豪富（NC：15）  

匝rg「テレサ・ドル」（JJ：150），  

eqr50言「お金」（NC：54），  

わr〇善「お金」（HS：165）  

057 「お金」  

058 「貴女が銀を切断する」  nbl言（JJ：XVi，182）  

059 「静脈、腱（S如」  羞ed（JJ：70），ZiOd（NC：11）  

060 「死体」  乏岳n止幻（JJ：77）  

乏od（JJ：70），Z5：d（NC：11）  061「静脈、腱bl．）」  

062 「スイカ」  塾£t（JJ：80）  

063 「女奴隷」  

064 「カップ」  

’i羞打点t（JJ：2）  

fin知れ「コーヒーカップ」（JJ：270）、  

fin痴g「カップ」（NC：32）  

摘励∬（JJ：270），血豆ur（HS：55）  065 「豊かな」  

066 「肩」  

067 「傷」  

068 「町」  

夢色僅r（JJ：268），飢：路：r（NC：5）  

ざ6rib（JJ：268），SirfOb（NC：41）  

軒r飢（JJ：268）  

申n（JJ：31識i康：○（NC：l18）  

碑n（JJ：313）  

i亭血t可JJ：313），i書か押C：118）  

m∂申rgt（JJ：150）  

069 「サソリ（Sg．）」  

070 「そのサソリ（Sg．）」  

071「サソリ（pl．）」  

072 「キス」  

073 「海岸」  b率（JJ：121），ba亨（HS：48）  

074 「彼ら（du．）」  羞i（JJ：265）  

075 「背中」  善5（JJ：264），羞5：（NC：6）  

076 「七（m．）」  苫6†（JJ：259），紬：－（JJ：259）  

077 「六（m．）」  詑t（JJ：2糾う，善飢（NC：145）  

078 「大きな腹」  善5餌（JJ：260），喜5bl（NC：7）  

079 「彼ら」  乱血m（JJ：262），沌桝C：151），乱皿（HS：54）  

080 「肥えた」  詑n（JJ：262）  

081 「歯」  如血（JJ：262），蓋山一O（NC：3）   
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082 「天国」  銅山m（JJ：264）   

083 「老人」  善ax9r（JJ：264），喜丘：Xar（NC：48）  

084 「老婆」  善x9r6t（JJ：264），喜exrg：t（NC：48）  

085 「土」  hagi（JJ：118），hポi（NC：111）  

086 「吹き出物」  X善蔑t（JJ：307）  

087 「彼の家」  ’5：蛸（NC：160）  

088 「蜂蜜」  dEb差（JJ：34）  

089 「彼の上に」  ！担菖（JJ：㍑Vii）  

090 「頭」  rg喜（JJ：201），rg喜PC：1）  

091「山羊」  山喜（JJ：273）  

′ Ⅹ謂（JJ：302），XT喜（NC：145）  092 「五（m．）」  

093 「土曜日」  Sabt（JJ：222），Sabt（NC：144）  

094 「旅行」  Sfbr（JJ：224），Sfbqr（NC：64）  

095 「彼女ら」  SEhn，SEn（JJ：230），S家（NC：151）  

096 「市場」  S叫（JJ：232），S血q（NC：53）  

097 「猫」  Sfn6rt（JJ：231），Sen5：河（NC：116）  

098 「葎う」  St〇’r，St〇r（JJ：231）  

099 「砂糖」  sk孟（，）r（JJ：227），SkaOr（NC：18）  

100 「衣類」  ksbgt（JJ：163），kesb孟Ot（NC：13）  

101「彼女の家」  ’5：tS脚C：160）  

102 「彼女の上に」   掛s（JJ：XXVii）  

103 「ランプ（Sg．）」  蔑nds（JJ：51），縫n60s（NC：27）  

104 「ランプ匝1．）」  f払sさb（JJ：51）  

105 「剃刀」  mus（JJ：174），m5：S（NC：64）  

106 「再び」  zgd（JJ：321）  

107 「蝶」  z占g血血（JJ：316）  

108 「カーペット」  z6拍（JJ：321）  

109 「胸」  g蝕e，（JJ：73），g独E印C：6）  

110 「低木」  g丘貞db（JJ：79）  

111「調理された」  gi乏51（JJ：74）   
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11ユ 「島」   gizirt（JJ：8礼gezi：爪（NC：110）  

113 「奴隷」  ’○’がr（JJ：2）  

11ヰ 「宝石」  頭如t（JJ：2ヰ3）  

115 「声」  写ab（JJ：237）  

写Od（JJ：243），SdOd（NC：115）  

’i写b島～（JJ：5），’短b畠Or（下C：6）  

－i亭5r（JJ：17）  

116 「魚」  

117 「指」  

118 「夜伽l．）」  

119 「喉」  kerd（JJ：148），k孟：rd（NC：5）  

kun（JJ：148）  120 「ツノ」  

121「薬」  

122 「私」  

123 「なので」  

dft（JJ：43），di：t（NC：41）  

h吋）（JJ：93），he（NC：151），h虔（HS：71）  

lin（JJ：158）  

124 「うそを番う」  

125 「尾」  

126 「出血する」  

127 「奇妙な」  

128 「歌」  

129 「小さなポート」  

130 「木」  

bdde（JJ：23）  

dondOb桝C：l19）  

離rg（JJ：23）  

がrr（JJ：47），8i：rfO（NC：130）  

hfbb5t（JJ：93），hibb5t（NC：72）  

h6ri（JJ：100）  

′ h崖沌m（JJ：99），her缶○（NC：112）  

封ni，貞hi（JJ：253），疫inr（NC：11），  

蛮ni（HS：71）  

131「見る」  

132 「トゲ」  蝕5－5t（JJ：250），凱k－5：t（NC：l12）  

≦独5x（JJ：256），蛮r5x（NC：113）  133 「根」  

134 「塩」  

135 「庶子（m．）」  

136 「単純な」  

mi埠5t（JJ：171），miぬb5：t（NC：柑）  

n独創（JJ：柑5）  

鱒ff（JJ：274）  

137 「ある人」  

138 「十（り」  

’E！弥ilin（JJ：l）  

ーa飴蛮（JJ：17）  

139 「時」  卿（JJ：291）  

140 「その時」   
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止坤「風」（JJ：314），r組「北風」（NC：107）  141「風」  

142 「その風」  止埠（JJ：314）  

143 「狐」  i圭亡61（JJ：314），idf01（NC：117）  

144 「その狐」  甘言l（JG：68）  

145 「月（周期）」  5rx（JJ：292），〇rX（HS：95）  

146 「その月（周期）」  5rx（JG：68）  

147 「星」  kabk6b（JJ：125），kebk60b（JJ：125）  

n了封n（JJ：192），浦1TD（NC：118）  148 「アリ」  

149 「左手」  

150 「昼食J  

151「彼らの家」  

鱒咋1（JJ：253）  

罵0’（JJ：64），蔑50（NC：17）  

’5：thG（NC：160）   


	0124.tif
	0125.tif
	0126.tif
	0127.tif
	0128.tif
	0129.tif
	0130.tif
	0131.tif
	0132.tif
	0133.tif
	0134.tif
	0135.tif
	0136.tif
	0137.tif
	0138.tif
	0139.tif
	0140.tif
	0141.tif
	0142.tif
	0143.tif
	0144.tif

