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モンゴル語のなぞなぞにおける  

リズム分析  

早川友里恵†  
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1 はじめに  

本稿は、モンゴル語のなぞなぞにおけるリズムの記述をとおして、こと  

ばのリズムとはなにかを考える糸口を模索することを目的とする。城生イ百  

太郎（1998：11）によれば、言語音を分析する際には、大きく（1）プロソデ  

イ←、（2）分節音、の2煩があるとしている（図l）。  
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このうち、言語音の根幹的部分をなすのはプロソディーである。しかる  

に、現状はどうかといえば、せいぜいアクセントとイントネーションが活  

発に研究されている程度に過ぎない。すなわち、そのほかのポーズ、リズ  

ム、発話速度…の研究は、まだまだ試論的な段階を出ていないということ  

にほかならない。   

したがって、本稿ではそれらのうちから、ことばのリズムに特化した分  

析を記述言語学的方法によっておこない、これを足がかりとして将来本格  

的なリズム研究、ひいてはプロソディーの全貌に迫りうる研究の糸口とし  

たい。  

2 方法論   

ヱ．1   

城生倍太郎（2001）に収録されている100種のなぞなぞのうち、No．ト50  

を対象として伝統的な記述言語学的方法に即し、モンゴル語のネイティ  

ヴ・スピーカーの発話するモンゴルのなぞなぞを耳で聞いて、その聴覚印  

象にもとづく記述をおこなった。   

このように述べると、筆者がいかにも前近代的な主観的方法をとってい  

るかのような印象を与えるかもしれない。しかしながら、たとえば城生倍  

太郎（1997，2005a，2005b）ほかによる最近の事象関連電位（ERP）を用い  

た聴覚実験音声学的研究によって、聴覚情報処理系の営みこそが言語音の  
やりとりのなかでは最も重要であることが指摘されており、この点から改  

めて見直してみると、言語音は「どのようにして作られるか？」よりも、  

「どのように認知・理解されるか？」のほうが、はるかに本質的な部分で  

あるということが分かる。   

したがって、脳波実験こそ行ってはいないが、少なくとも「どのように  

聞こえるか？」の側面からの記述研究の有用性は、ひと昔まえよりは注目  

されつつあるのが現状である。   
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2．之   

具体的に、耳で聞いた結果の表記は、以下の3種類に分類した。  

（表記）  

○：長いと感じた拍（長）  

・：短いと感じた拍（短）  

●：上記以外の拍 （中）  

なお、拍の長さや数は、あくまでも「ことばのリズム」の観点から振ら  

れたものであり、音韻論における「モーラ」や「相」、「シラビーム」など  

とは一致しないので注意を要する。したがって、ひとつの「拍」が音素表  

記上複数の母音を含むこともあれば、母音を含まないこともあり、いわゆ  

る音韻論的な音節とは異なる王。   

また、同じ物理現象であるモンゴル語のなぞなぞの音響資料も、日本語  

母語話者が聞いた場合と、モンゴル語のネイチイヴ・スピーカーが聞いた  

場合、英語母語話者が聞いた場合、フランス語母語話者が聞いた場合…、  

などなどでは、それぞれ結果が異なる。だからこそ、母語話者ごとの、さ  

らに言えば方言話者ごとの多面的な聴覚印象に基づく記述データは可能  

な限り集める必要があるということになる。このことはまた、記述の結果  

がわれわれ日本語母語話者とモンゴル語ネイティヴ・スピーカーとの間で、  

必ずしも一致する必要はないということにほかならない。  

3 分析結果   

以下に、城生倍太郎（2001）におけるモンゴル語のなぞなぞNo．ト50に  

対応する記述結果を示す。なお、それぞれの初頭に振られている番号は城  

生（翫d）におけるなぞなぞの整理番号を示す。  

1．  

1将来的には、これに見合った適切な専門用語を用意すべきだと思っているが、現状では対  

案が浮かばないので、便宜的に「拍」としておく。   
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● O  
eり  g揖ix  

● ● ●  
teり がi  x6Ⅹ  

○ ・・・ ・・●  

too14 baraxgtii notagtai  

○ ・・・ ・・●  

toolろi baraxg揖  t〇 r〇mt〇l  

○ ・・  ●●  

勿in t〇 r〇Ⅳ ZaXg揖  

・・  ○ ●●  

qlqlg SObd ntixgul                                                      ●● ●  

●●●  

●■● bardaggul  

●●●  

■■● b〇1d〇ggul   

○・ ・・  O  

aa biiり SOmllg t〇〇1ろj  

O・ ・・  
●・  

eeqllg X6nろjilebxeろ】  
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・● ○ ●● O  
mモis叫 deer m叫g叩 呵a∬  

・● 0 0・ O  
CaSaり  deer 可aaZag 勾at［  

○・ ● ●  

t〇bxii s印 gO叫  

・● ・・  
●  

t〇g〇〇勺 qlTlee gOOO  

● ● ●  
erde n叩  卯鴫  

●・● ●・●  
ene〇r〇nd baixgtiigoob  

●・●  

jab匂ixad  

●●  

Ⅹ〇C r〇n  

・● ・● ・●  
他 me勺 Ⅹ〇n叫  belqieed  

●○ ・● ●○  
他ntger xo ca呵  Ontaad  
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○● ・・ ・・ ・・●  

aabii勺  deeliig alda14  b〇1〇X gtii  

O● ・・ ・・ ・・ ●  
eeろIllq deeliig ebxeろj b〇1〇X gtii  

○・ ・・  
●  

a g∬  Zamd叫  m〇d  

・● ・○  ・●  

訂b叫  Ⅹ〇J〇rm6  可irtei  

・● ・・ ・● 。・●  

m6qlr btirert） gOCJlq nabqitai  

・・  ○ ●● O  
nabqinii deed tal叫j  再ar  

○ ●・ ●  
d〇〇d tala叫  Ⅹ訂  

10．   

●● ●● ●○・・  
Cel〕Xer  CeりⅩer  ■■●■   PaSaり  XO即1g  
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・● ●●  
Ce ber toりgalag  

●○ ●●  

Xaりgal delx11g  

●（⊃ ・・  

Xalo叩  narand  

。● ・・   

Seruuり  XO可1g  

● ● ・・  

qlmedeg x殉ig  

● ● ●  
S6Ⅹ6gdd6g x6頭g  

11．  

●● ● ○・  

X61gtii baiろI jabdag  

●● ● ○・  

n也dg萬i ba吻 Oildag  

12．  

●・○ ● ●●・●  
6nd6r66s bo首  Oram daxad  

●●○ ・○ ●●  
61叫g66s s〇Ir〇〇  garan  

13．  

●● ● ○●●  
X6b叫 gexed n〇〇loolgui  

●● ● ●○  
■●■ X6nろjilgexed zaxgul  
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●・ ●・ ●O  
goril gexed ostal  

＝ …0  
0S geXed m6x16gtei  

14．  

（⊃ ●・・O  

gald 即a tdaggul                                                 ■● ■   

・○ ●●0  

0Sand ろjibdeggul                                              ●▼ ■   

15．  

0 0 ・・● ●●・● ・・●  
gnitIgtiig  garagqlg gtiicegddeggtii garagqlg  

0 0 ・・●  ・・・ ・● ・・●  

baiり baiり  garagqq  barigdda ggtii garagqlq  

16．  

●・ ○● ○・ ●  
naraq d〇〇gOOr nalgaX ？jig  

●● ●● ○・ ●  
naqlq  即叩Ⅹ〇r 軸心ex qiig  

●・ ●・ ○・ ●  
tegger gazar niilex  毎ig   
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●・ ●● ●● ●  
teりglS dalai  calglX  毎ig  

17．  

○ ●●O  
bolろj b〇1d〇ggul                                    ●● ●   

● ● ●●  
boI xar  亘0loo  

18．  

● ○ ●・・  
ger deer ge relleg  

・・  0 0・  
ge n叩 X〇in sar1ag  

19．  

○ ●● ・・●  
Ⅹaaり  titiddee s6x6Ⅹ166r  

O ・・● ・●  
Za叫  adoo卵a  ⅩO raan  

20．  

●● ○・  

X61g揖  g揖g匂  
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・・● ●●・  

Xtirz gtii maltagq  

21．  

・● ○●  

印1eり d〇〇gOOr  

・・○ ●  

毎ibneldeed bain  

22．  

・○・ ● ・●  
x6d66d  x6x t〇X〇m  

23．  

○ ●  ● ●  
teer tend  tes geb  

・○・ ●  ●・ ・  

temeenii s皿I  g〇d〇S geb  

24．  

● ● ○・ ・●・  

Xar m叩 Xaibag  atirdag  

● ・● ●● ・●・  
Xar  tCX〇m SOgarag X〇C〇rd〇g  
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25．  

● ・・● ●● ・○  

扇ir bodaggtii baitlaa olaaq  

・・  ●●● ●・ ・●●  

qiilbe tooralgtii baitlaa jabamxai  

・● ・●・● ●● ●●●  
gl勺geeX X〇do〇d gtii baitlaa idemxil  

26．  

●・ ●・  

t6m6r baFan  

●・ ●●  
teり gert tOlan  

27．  

● ●○ ●● ●  
Ⅹel bdgdeer jaddag x叫  

● ●● 00● ●  
Xeq buxnllg doorjadag x叫  

28．  

○・ ○・ ●●○  
甲〇r叫  g〇〇r〇q jabdaltai  
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○・ ●● ●●O  
g〇〇r〇〇   ⅩOmag ide毎tei  

29．  

●・ ○ ・・  
gazar deer garix  

●● ● ・○ ・・O  
garxlg deer gjalaaq  毎igt gee  

30．  

・● ○・ ●●   

a zai boo ral aab tai 

●・・ ・● ・・●  

bomba gar olaaq eeろitei  

・○ ・● ・●   

jaboo cagaaり  Xtiiixed  

31．  

○・ ● ●○ ●●  
daaran  ged daxtai t6rs6n  

O・ ● ●○ ●●  
daitan  ge勾  Xq】gtai t6rs6n  

O・ ● ●○ ●●  
boost6n ge勾 CamCtai  t6rs6n  
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●O  
bSm bii 

・● O  

Cagaaり Xt氾  

32．  

●・   

gaZar  

●●  

ga月gaり  

● 00  
d〇r  鴫etei  

00 ●●○  
即〇〇b〇i malgaltai  

33．  

●・  

geZge印  

●・  

geZSe叫  

●O  

ga daa 

●●  

印〇r〇〇nd  

34．  

・●  

ta判aa  

●・・  

siiii ltei 

・O   

Cagaaり  

・O  

n〇g〇〇り  

35．  

・ ○●●  

毎ig b68roqxii  

●・  

6n d鞄  
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○ ・ ・0  

66Ⅹ 可1g Cagaaり  

● ・ ・O  

max 印g Ola叫   

●● ● ●●●   

malgalglg Zalaatai  

36．  

●・ ● ●●  
dalaq  j〇S XObcas  

●・ ●・●  
帆gd  t6bqjがi   

37．   

●・ ● ○● ・O  
XOdag bi由 baitlaa  os tai 

● ● ○● ・・○  
Ⅹ〇Tti bi毎 baitlaa x〇rg01t〇i  

● ● ○● ・O  
max bi房 baitlaa olaa勺  

●・ ● ○＝・O  
b6mb6g bi毎  baitlaa b6mb6g6rx6り   
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38．  

00 ●  
批dgtii gert  

O ・● ・●  
山  地m印  Cereg  

39．  

○ ・●○ ●  

tas xaragxoi gert  

● ○・ ・●  

tag dt拍re勺  Z〇qiid  

40．  

● ・○ ●  

bit） bitt氾  gert  

● ○・ ○・  
Plg dt拍req g11qq  

41．  

・○ ●  

01a叩 ga勺  

・○ ・●O  
n〇g〇叩 J〇r〇〇1t〇i  
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・○ ・●  

J〇r〇〇1 d〇r〇n  

● ●・ ●・O  
neg qjimx narlmtai  

42．  

●・ ●O  

J叩glr Jamaa  

・● ・00  

jasa勺  糾Zeetei  

43．  

・○ ・●  

01a叩  taXla  

・○ ・・・●  

n〇g〇叩  8fb616g tei  

44．  

・・● ●●  

ga raxanj gaz raas 

●・● ●・O  
gaita xa叫 teりgereeS  

●・● ●●  
8t16Ⅹ8rt） 勾algand  



265   言語学論叢特別号（2009）  

●・● ●●  
萬 xexert］ XOdagt  

45．  

●・ ●● ○●  
d〇t〇r gaZrlq X血xeg  

●○ 。・ ・・O  

d01〇〇り  dabxar  XObcastai  

46．  

・● ・● ・00  

gazraas garsaq  ganioxalq  

●● ・○ ●・  

gaqgaり  ereeり  t〇OrC〇g  

●・ ○ ●・O  

altaり  Saa OT］g6tei  

●・ ●・● ・●O  

agar  Zandaりglq tinertei  

47．  

・● ・0 00  
erxllt］  q）1nee bijetei  

● ●● 00  
er  x〇りg〇r dootai  
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48．  

00 ●●  
Xaan11  gaZraaS  

● ・・○ ●  
xar x萬remtei elqj  

O・ ●●  
dool毎 i吻ee  

O・O  

SOOXlaaraa  

●○ ・●  

sax laa ilen  

49．  

○・ ○● 00 ●  
SOOろj baixa印  可oboo glg  

・● ○● ● ●  
gona勾 baixaq q〇n glg   

50．  

・○ ●● ●・ ○・  
a raas irseg altaq  c〇〇X〇r  

・● ・○ ●・● ○・  
axartj xaraad tanjdagg色i c〇〇X〇r   
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○・● ●● ●。● C・  
beeろ】lqgeeS lrSeり  ber勾ger C〇〇X〇r  

。○ ・○ ●・● ○。  
bieilrtj xaraad taTtidagg也i c〇〇X〇r   

4 考察   

4．1   

資料をリズム表記に直していく中で、いくつかパターン化できそうな構  

造を持ったものが見受けられたので、特徴的なものを取り上げて分類を行  

ってみる〔）   

以下に挙げる例はリズム表記だけを抽出しているが、音素は前節の結果  

に表記してある。，  

①同じリズムの繰り返し  

2．  

○ ・・・   

○ ・・・  

○● ・・   

○● ・・  

・・ ・・●   

・・ ・・ ●   
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11．   

●● ● ○・  

●● ● ○・   

44．（3行目、4行目）  

●・● ●●  

●・● ●●   

②似たリズムの繰り返し（同じではないが①に準ずるもの）  

4．  

0・ ・・  
○   ●●●  

○・ ・・  ●・ ●●●  

5．  

・● ○ ●● ○  

・● 0 0・ 0  
15．  

0 0 ・・● ●●・● ・・●  

0 0 ・・● ・‥ ・● ・・●   
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28．  

○・ ○。 ○●0   

0・ ●● ●●○  
33．  

●・ ●○   

●・ ●●  

③順序が入れ替わる   

3．  

0 ・・  ●●  

・・  ○ ●●  

不完全ではあるが19．27．にもこの傾向が見られる。  

19．   

0 ●● ・・●  

○ ・・● ・●  

27．  

● ●○ ●● ●  

● ●● 00● ●  
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④同じ拍数の繰り返しで構成されている   

10．  

●● ●● ●○ ・。  

・● ●● ・● ・・  

●○ ●● ●● ・・  

●○ ・・  ●● ●  
31．  

0・ ● ●○ ●●  

○・ ● ●○ ●●  

○・ ● ●○ ●●  

●○ ・● ○   

⑤短→長タイプ（短が長または中のすぐ前に付く形で統一されている）  

7．  

・● 。● ・● ●・●  

●○ ・● ●○ ●●   
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14．  

○ ●・・○   

・○ ●●○  

43．  

・○ ・●   

・○ ・・・●   

⑥長→短タイプ（短が長または中のすぐ後に付く形で統一されている）  

16．  

●・ ○● ○・ ●  

●● ●● ○・ ●  

●・ ●・ ○・ ●  

●・ ●● ●● ●  

⑦短の連続が挟み込まれる   

2．  

0 ・・・  

○ ・・・   
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○・ ・・  
○   ●●●   

○・ ・・  ●・ ●●●  

○● ・・ ・・ ・・ ●   

○● ・・ ・・ ・・ ●  

他にも  

⑧終わり方が同じ拍の繰り返しになるもの（17，35）   

⑨終わりの部分だけ変則的（31，34，41）   

⑲最初の部分だけ変則的（44）   

など様々な分類基準が見つかった。  

4．2 リズム構造について   

①，②，④を見ると、モンゴル語のなぞなぞが同じようなフレーズや拍  

の反復によってリズムを作り出していることがわかる。①のように全く同  

じものもあるが、②のように少しずつ違ったリズムが挟み込まれる場合も  

ある。   

これは語嚢の問題で仕方なく違いが出てしまう場合もあるのだろうが、  

むしろ意図的にリズムの違いを作り出している場合もあるように思える。  

例えば⑧，⑨，⑲のように特定の箇所で多く変化が見られるとすれば、そ  

れは語彙の問題とは言えない。また⑨と⑬を比較すると、最初だけが他と  

違っているものよりも、終わりの部分だけが違っているものの方が多いこ  

とがわかる。⑧とあわせてみても、これはモンゴル語のなぞなぞにおいて  

末部のリズムが変則的になりやすいことを示しているのではないだろう   
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か。   

また⑤と⑥を比較すると、長→短よりも短→長のほうに実在する例の多  

いことがわかる。上に挙げたように一貫していないものも多いが、1～50  

を通して●・／○・と・●／・○の数を比べてみると中、長ともに後者の  

組み合わせの方が多いことが分かった。   

これは私の個人的な印象だが、日本語はこれとは逆、つまり●・／○・  

のタイプの方が多い傾向にあるのではないか、という気がしている。例え  

ば早口言葉で「坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた」というのがあるが、  

これをドット表記してみると  

○・。 ○・・ ○・・ ○・・  

ぼう ずが びょうぶに  じょうずに ぼう ずの  

○ ●・  

えを かいた  

となり、ニれは上の分類でいう⑥に見事にあてはまる。また、同じ○‥  

の繰り返しで構成されている点や、終わりの部分（絵を描いた）だけが変  

則的になっている点はモンゴル語のなぞなぞにも見られるパターンであ  

る。  

4．3 拍の長さ・数   

何をもって1柏とするか、どこからが長でどこからが短か、というのは  

今回の分析でとても苦労した点である。表記が二重母音だからといって長  

く聞こえるという保証はない。例えば30．の最後の単語xti蝕edは文字だけ  

見ると○●や○・となりそうなのだが、私の耳には・●に聞こえた。前の  

部分もあわせると   
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・○ ・● ・●  

ja boo ca gaar3 xiiii xed 

となるわけである。これはおそらく前の二つのリズム・○と・●があるた  

めに、それにならっているのだと思われる。   

ひとつ感じたのは、拍の数にも長さにもピッチの変化が大きく関わって  

いるということだ。これは私が日本語母語話者であることも関係している  

と思うが、ピッチが大きく変化する点で柏の切れ目を感じることが多かっ  

たり、ピッチの変化の仕方で同じ単語が違う長さに聞こえたりもした。ま  

た長中短の区別においては母音だけではなく子音も拍の長さに影響して  

くるように感じた2。  
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