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[資料・研究ノート] 

ホジェン語会話テキスト(5) 

―洪水について― 

 

李 林静 

（成蹊大学） 

 

1． はじめに 

1.1 ホジェン語について 

 ホジェン語は、中国黒龍江省に住む少数民族ホジェンによって話されている言語であり、

ツングース諸語のひとつである。語順は SOV で、いわゆる接尾型の膠着的言語である。ホ

ジェンの人口は 5354 人1、ホジェン語母語話者は 10 人未満2である。ホジェン語にはキー

レン方言とヘジェン方言の 2 つの方言がある。 

 本稿では、筆者が 2013 年 8 月 16 日に中国黒龍江省同江市において収録した故付興珍氏

と尤文蘭氏によるキーレン方言の会話のテキストを掲げる（整理番号：20130816_ 

YWLFXZ_kaiwa13）。 

 

1.2 話者について 

 故付興珍氏（1941-2014）は、八岔生まれの女性であり、尤文蘭氏は 1946 年、勤得利生

まれの女性である。両氏はともにキーレン方言の話者であるが、語彙や言い回しに関して

は若干の違いが見られる。尤氏の情報については李（2004: 189）、付氏の情報については

李（近刊）を参照されたい。 

 

1.3 採録方法 

 筆者は付氏と尤氏に身の回りのことについて自由に話してもらうように依頼した。会話

を PCM レコーダーで録音し、デジタルビデオカメラで録画を行った。収録の場所は同江

にある尤氏の娘の家である。 

 

1.4 テキスト化の方法 

 会話の収録は 2013 年 8 月 16 日午前に行われた。翌 17 日の午前に 1 時間程度、付氏、尤

氏とともに会話の 5 分 20 秒まで聞き起こしを行った。17 日の夜、19 日の午後に筆者が一

人で残りの会話を聞き起こし、19 日の午後に尤氏と一緒に意味の確認作業を行った。 

 

 

                                                   
1 2010 年第 6 回国勢調査による。（国務院人口普査辦公室、国家統計局人口和就業統計司編 2012: 53） 
2 2014 年現在。筆者の調査による。 
3 この整理番号は筆者自身が作った資料の整理番号である。20130816 は収録が行われた年月日、YWL は

話者尤文蘭氏のイニシャル、FXZ は話者付興珍氏のイニシャルを示し、kaiwa1 は会話 1 で、データの形

式を示す。 
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2． 会話の概要と解説 

 本稿で紹介する会話の長さはおおよそ 20 分である。省略が多く、本人同士にしか分から

ない内容も多々ある。会話の内容を理解する上で必要な情報を若干補足する。 

 2013 年 8 月に、黒龍江省の同江市から撫遠県にかけての地域は 100 年に一度と言われる

大規模な大洪水に見舞われた。2013 年 8 月 11 日に筆者はホジェン語調査のため、黒龍江

省同江市街津口郷を訪れた。当時はすでに 7 月からの連日の雨で、黒龍江の水位が上がり、

村の低い地域が浸水し、住民が避難を始めていた4。本稿の調査対象である尤氏と付氏は 2

人とも街津口郷に家を持つが、当時、尤氏は街津口郷、付氏は同江市の娘宅にそれぞれい

た。12 日～14 日、尤氏が筆者の調査に付き合った後、15 日に、筆者を連れ、街津口を脱

出し、同江市にある娘宅に避難した。翌 16 日に、尤氏より先に同江に来ていた付氏を誘い、

収録を行った。よって、会話の中で所々、15 日に街津口から同江へ来る途中に見た道路の

浸水状況などについての話が見られる。李（2014）において、2013 年 8 月 13 日に行われ

た尤文蘭氏と何淑珍氏による洪水についての会話が紹介されたが、16 日に行われたこの尤

氏と付氏の会話は異なる角度から洪水について語っている。 

 会話の話題は大きく以下の 9 つに分けることができる。以下に内容を解説する。会話で

は言及されていないが、後で話者から確認した情報も補足している。 

 

1) 「街津口の洪水の状況、街津口や八岔から同江までの道路の浸水状況」 

テキスト行番号(1)～(50) 

 尤氏がしばらく街津口を離れていた付氏に、街津口の浸水状況について説明する。付氏

は先日八岔に行って帰ってきたときに、道路の両側の水がもうすぐ道路と同じ高さになる

のを見たと言う。尤氏も昨日、街津口から同江へ来る途中、道路の両側の水が後 4cm ぐら

いで上がってくることを言う。街津口と同江の間の道が封鎖されるという噂を聞いたため、

筆者を連れて街津口を脱出したと言う。洪水がひどくなったら、山のそばを通って、1 時

間ほど遠回りしなければならないという。 

 

2) 「軍人たちが洪水の救援活動をしに同江に来ている」 

テキスト行番号(51)～(98) 

 軍隊が同江に来て、洪水の救援活動を行っている。尤氏の孫娘の夫も軍人で、同江に来

ている。着替えも持たずに来たので、孫娘から電話があり、夫にパンツ、靴下を届けるよ

う言われたという。付氏は 1998 年大洪水があった時に、若い兵士たちが洪水と戦い、疲れ

て亡くなった人もいたことを涙ながらに思い出す。尤氏の下の娘の息子も軍人で、他のど

こかへ洪水の救援活動をしに行った。短パンだけで水の中に一晩立っていたという。 

 

3) 「洪水でロシアに行けなくなった」 

テキスト行番号(99)～(116) 

 二人は文化交流でロシアへ行く予定があったが、ロシアも洪水が発生し行けなくなった。 

                                                   
4 詳しくは李 (2014)も参照されたい。 
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4) 「付氏の息子たちの話」 

テキスト行番号(117)～(129) 

 付氏の下の息子が兄のことを心配し、同江に来させるようにとメッセージをよこした。

どんなに喧嘩しても、やはり子供の時から一緒に育った兄弟だから、気にかけているのだ

という。上の息子が先日引っ越しをし、今富錦で働いているという。 

 

5) 「畑が浸水し、穀物が全部なくなった」 

テキスト行番号(130)～(141) 

 尤氏は大豆、トウモロコシ畑はきっと全部浸水し、収穫できないと心配する。付氏は米

の価格もきっと高くなるに違いないと心配する。尤氏は、今は核家族でいいが、昔のよう

な大家族なら、一袋の米は 10 日ぐらいでなくなってしまうと言う。 

 

6) 「街津口から同江までの道路状況、民家の浸水状況について」 

テキスト行番号(142)～(154) 

 尤氏は数日前に「14 連隊」というところに行っていた。そこの家の下半分はすでに浸水

したという。羊小屋を作るために、「14 連隊」で木を切って、街津口へ運んだと言う。 

 

7) 「両氏が昔暮していた勤得利の話」 

テキスト行番号(155)～(164) 

 付氏の 3 番目のおばの話によると、勤得利の水害も非常にひどいという。付氏も尤氏も

若いころに勤得利で暮らしていた。2 人で「あそこの家はきっとこの洪水で全部なくなっ

ただろう。」「いや、あそこの家は昔とっくになくなっていたよ。」などと話す。 

 

8) 「撫遠の話、付氏の姪の大豆と鶏の話、尤氏の妹の話」 

テキスト行番号(165)～(205) 

 北京などの大都市から偉い役人たちが洪水の視察にやってきた。同江、富錦、街津口、

八岔、撫遠の洪水状況を見に行った。撫遠は地勢が高いので、あまり心配ないが、撫遠の

両側の低いところは全部浸水したという。 

 付氏の姪の耕した 100 ヘクタールあまりの大豆畑が全部浸水した。尤氏は八岔はもうお

年寄りを他へ移動させたと話したら、付氏は八岔にいる下の姪の飼っている鶏もまだ 30

羽ぐらいいると言う。下の姪はまだ八岔で船の上で暮らしていると言う。その姉と姉の夫

が彼女を同江へ呼び寄せるが、下の姪は断固として来ないという。 

 尤氏は自分の下の妹も街津口で船の上で暮らし、この洪水の中でまだのんきに麻雀をし

て遊んでいると言う。 

 

9) 「1998 年の洪水の話」 

テキスト行番号(206)～(213) 

 尤氏はもう 10 何年もこのような大きな洪水が発生していないと言う。1998 年、自分が

街津口で船番をしていた時に、大きな洪水があって以来だと言う。 
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3． 表記について 

 付興珍氏と尤文蘭氏のホジェン語による発話の部分は、4 行構成で示す。1 行目は音韻表

記による原文、2 行目はグロス、3 行目は日本語訳、4 行目は中国語訳である。中国語によ

る発話の部分は、ピンイン（声調なし）で表記し、斜体で示す。 

以下にホジェン語の音素目録を示す。本テキストにおける表記や分析は李（2006）、李

（2014）にもとづく。 

  母音：/a[ɑ], i, u, e[ə], o[ɔ]/ 

  子音：/p, b, t, d, c[ʧ], j[ʤ], k, g, x, m, n, N[ŋ], f, s, S[ʃ], r, l, y[j], w/ 

  

言い間違い、言いさし、言いよどみと思われる箇所は/ /でくくった。途中まで言いかけ

て最後まで言い切らない箇所は...で示す。1 人が話している最中にもう 1 人が発した「うん、

あ～、そうだ」などの短い相槌は（ ）でくくり、新しい行として立てない。現段階で形

態素分析のできない部分のグロスは???で示す。省略が多く、当事者同士しか分からないこ

とは日本語訳の行で補い、補足部分を（ ）でくくった。F は付興珍氏、Y は尤文蘭氏、L

は筆者を指す。なお、筆者による発話については、分析は行わない（例文番号(1) (3) (110) 

(112) (114)）。 

 

 グロスに用いた略号は以下のとおりである。 

- 接辞境界 DAT 与格 PL 複数 

= 小辞、付属語境界 FIN 定動詞 PROH 禁止 

1 1 人称 IMP 命令 PTCL 終助詞 

2 2 人称 IMPRS 非人称 PTCP 形動詞 

3 3 人称 INFER 推量 Q 疑問 

ACC 対格 INS 道具格 REC 相互 

ALL 方向格 INTJ 間投詞 REFL 再帰 

CAUS 使役 ITER 反復 SG 単数 

CLT 小辞、付属語 NEG 否定 TOP トピック 

COND 仮定 NPAST 非過去 VBLZ 動詞化 

CVB 副動詞 PAST 過去   

 

 

4． テキスト 

(1) L: xesuru. 

     話してください。 

     说吧。 

(2) Y: aca-xa-ni                   a? 

     合っている-PTCP.PAST-3SG  Q  

     もういいのか？ 

     好了吗？ 
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(3) L: en, acaxani. 

     うん、いいよ。 

     好了。 

(4) Y: a. 

     INTJ  

     そうか。 

     啊。 

(5) F: ei    muke medi-yi-ni,                   un   ne-uyi / ei /           ei    ba. 

     この 水   洪水になる-PTCP.NPAST-3SG  どう する-IMPRS.NPAST   この 空  

     洪水になってる。どうするの？この天気。 

     涨水了，咋整啊，这天。 

(6) Y: beti   un   ne-uyi. 

     我々  どう する-IMPRS.NPAST  

     我々はどうすればいい？ 

     咱们咋整啊。 

(7) F: gongchandang    eme-xe-ji-ni,               ei     muke  hai     na 

     共産党         来る-PTCP.PAST-INS-3SG   この  水    まだ   PTCL  

     nio  eme-xe-n,             arben  eme-xe-n, 

     人  来る-PTCP.PAST-3SG   軍隊  来る-PTCP.PAST-3SG 

     ei     muke-we   maci    maci   tukia-yi-ti. 

     この  水-ACC    少し   少し  見張る-PTCP.NPAST-3PL  

     共産党、軍隊の人たちが来てこの洪水を少し見張っている。 

     共产党、部队来人看着点儿这洪水。 

(8) Y: esi  nio  malxoN. 

     今  人  たくさん  

     今人がたくさんいる。 

     现在人挺多。 

     / alip.../ alipti da-ki-ni,         / ni me.../ medele-yi-ni           nio=da    anci. 

            昔   なる-COND-3SG         聞く-PTCP.NPAST-3SG  人=CLT   ない 

     昔だったら、聞いてくれる人もいない。 

     过去连问的人也没有。 

(9)   (F: a.)     maNge  da-ki-ni          Saku  bude-uyi. 

        INTJ  すごい  なる-COND-3SG  皆    死ぬ-IMPRS.NPAST 

     （F:うん。）（洪水が）ひどくなったらみんな死んでしまう。 

      (F:啊。)水大了就都淹死。 

(10)  (F: kebushi, jiushi,)   esi  uki        ai      ba,    (F: a, 笑.) 

        そうだ まさに  今  どれほど  良い   INFER    INTJ 

     （F:その通りだ。）今どんなにいいか。（F:うん、笑。） 

      (F:可不是。就是)现在多好吧。(F:啊，笑。) 
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(11) Y: ei     tusian  xalan Saku eme-xe-n. 

      INTJ  役人  達   皆   来る-PTCP.PAST-3SG  

      役人たちはみな来たよ。 

      当官儿的都来了。 

(12)   xuli-yi-n               ba=de        Saku tukala-ji  ne-xe-n,            (F: a), 

      歩く-PTCP.NPAST-3SG   ところ=CLT  皆   土-INS   する-PTCP.PAST-3SG   INTJ 

      gugda ~,  ti / laxsu / gaijin    ba=du         tui         (F: a,) 

      高い    その     街津口  ところ-CLT    そのように    INTJ 

      tukala-n-du    ane-yi-ni               sejin-ji. 

      土-3SG-DAT   押す-PTCP.NPAST-3SG   車-INS  

      道路も全部土でやった（塞いだ）。（F:そうか。）高～く、街津口もそうやって、土を

      （堤防に）押し寄せた、（クレーン）車で。 

      走道儿的地方全都整的土，(F:啊。)高高的，街津口就那样(F:啊。)用推土机(往大坝

      上)推土呢。 

(13) F: eiya,    oki       ai     ba. 

      INTJ   どんなに 良い  INFER  

      それはどんなにいいか。 

      欸呀，多好吧。 

(14) Y: beti   baldi-uyi             ba-du       muke-ni  Saku  tui         (F: eiya) 

      我々  暮す-IMPRS.NPAST  ところ-DAT  水-3SG  皆    そのように    INTJ  

      / niNe / ei     ini=de    niNe-re     jog-du. 

            この  日=CLT   入る-CVB   家-DAT  

      我々の住むところも全部水が入って、（F:あら。）今日も家に入った。 

      咱们住的地方也都进水了，今天家里也进水了。 

(15) F: min  jo   sun            jog-du    maci   gugda. 

      私   家  あなたたちの  家-DAT   少し  高い  

      うちはお宅より少し高い。 

      我家比你们家高点儿。 

(16) Y: bi   sin   jog-du   maci   gugda. 

      私  2SG  家-DAT  少し  高い  

      うちはお宅より少し高い。 

      我家比你家高点儿。 

(17) F: a. 

      INTJ  

      そうか。 

      啊。 

(18) Y: en,    a,      si...      a,      min  jog-du-yi     sin-du    maci   gugda.  (F: a) 

      INTJ  INTJ   あなた  INTJ   私   家-DAT-1SG  2SG-DAT 少し  高い     INTJ 

      うん、あ～、そうか、うちよりお宅のほうが少し高いね。（F:うん。） 
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      嗯，啊～，对，你家比我家高点儿。(F:啊。) 

(19)   bi   ti    niu-du-yi                e,     (F: a) 

      私  その 出る-DAT-PTCP.NPAST   PTCL     INTJ 

      em  case  ju  case  xulum,  ta-du...     juan  emken  case  ba,  

      一  時   二 時   余り   そこ-DAT  十   一つ   時   INFER  

      ta-du       buda-we     jefu-yi                   bici-n. 

      そこ-DAT   ご飯-ACC   食べる-PTCP.NPAST.1SG   いる:PAST-3SG 

      私が出た時（F：うん）、（午後の）1 時、2 時ぐらい。11 時ぐらいあそこ（家）でご

      飯を食べていた。 

      我出来的时候(F:啊)是(下午)一、两点钟。十一点多我在家吃饭来的。 

(20)   jefu-m       edi-re,        carmi-we   silki-re,    niu-yi-du,               (F: a) 

      食べる-CVB  終わる-CVB   茶碗-ACC  洗う-CVB  出る-PTCP.NPAST-DAT   INTJ 

      sabe-yi   dulan  Saku muke  niNe-xe-n.（F:笑） 

      靴-1SG  中    皆   水    入る-PTCP.PAST-3SG  

 食べ終わって、茶碗を洗って出たときには、（F:そうか）、靴の中には全部水が入っ

てた。（F:笑） 

      吃完了洗完碗出来的时候，(F:啊。),鞋里都进水了。(F:笑) 

(21) Y: tumaki  erte   da-ki... 

      明日   早く  なる-COND  

      明日朝早くになれば… 

      明天一早就... 

(22) F: uki        turge  ba. 

      どれほど  速い  INFER  

      どんなに速いか。 

      多快吧。 

(23) Y: a,    eiya  ti    sejin  te-re       ene-ki-si        ei ~ ya  lele-uyi,           muke. 

      INTJ INTJ その 車   座る-CVB  行く-COND-2SG INTJ  恐れる-IMPRS.NPAST  水 

      うん。車に乗って行ってみたら？あ～、怖いよ、洪水。 

      啊。欸呀，你坐车去看看(就知道了)，欸呀，吓人啊，那水。 

(24) F: eiya  bacha-le    ene-re     emerki-du-yi     eiya    zhe   muke, 

      INTJ 八岔-ALL  行く-CVB  帰る-DAT-REFL  INTJ   この  水   

      ei    xoxto=de  Saku  mira-xa-n. 

      INTJ 道=CLT   皆    平らになる-PTCP.PAST-3SG  

      そうよ。八岔に行って帰ってきた時に、あ～、水はもう、道と平らになってた。 

      欸呀，我去八岔，回来的时候，欸呀，这水啊，都跟道平了。 

(25)   xoxto=de, (Y: a)     Saku mira-re            bi-ren. 

      道=CLT      INTJ  皆   平らになる-CVB   ある-FIN.3  

      道も（Y:うん）皆平らになってた。（水が道に上がってきて、道とほぼ平になっていた。） 

      那道(Y:啊)都平了。 
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(26) Y: ei    maci   balti-ki-n         jiu      tukti-re. 

      INTJ 少し  育つ-COND-3SG  すると  上がる-FIN.3 

      もう少し上がれば、道に上がってくるよ。 

      再涨水就上道了。 

(27) F: maci   arbi  da-ki-n           jiu      uiSki tuki-yi-ni, 

      少し  浅い なる-COND-3SG  すると  上   上げる-PTCP.NPAST-3SG  

      mude-yi-ni,                   ke  / xo.../ xodoN   le. 

      洪水になる-PTCP.NPAST-3SG   強調     早く    強調 

      もう少し道が低ければ、道の上に上がってくるよ。水位が上がるのがすごく早いよ。 

      道再低一点儿就上道了。涨的可快了。 

(28) Y: sikse ousiki   eme-yi-du,               ei    xoxto xuli-m  

      昨日 こちら 来る-PTCP.NPAST-DAT   INTJ 道   歩く-CVB 

      mete-S              da-kune …    xuli-m 

      できる-NEG.NPAST  なる-CAUS   歩く-CVB 

      昨日こっちへ来た時に、道を歩かせなかった（通らせなかった）。 

      昨天来的时候，道都不让走了。 

(29) F: xuli-kune-S              da-xa-ni              a? 

      歩く-CAUS-NEG.NPAST  なる-PTCP.PAST-3SG  Q  

      歩かせなかったか（通らせなかったか）？ 

      不让走了吗？ 

(30) Y: a,     arben nio-ni    edu     xuli-S …          gisele-yi-ni, 

      INTJ  軍隊 人-3SG  ここに 歩く-NEG.NPAST  教える-PTCP.NPAST-3SG  

      eji     xuli-re,       muke,  ta-du... 

      PROH  歩く-PROH  水    そこ-DAT  

      うん、兵士たちがここ歩かないでと言ってた、水が、そっち（から行くように）。 

      啊，当兵的告诉了，别从这边走，有水，走那边。 

(31) F: arben  tukia-re       bi-ren       edu     xoxto, en. 

      軍隊  見張る-CVB   ある-FIN.3  ここに 道    INTJ  

      兵士たちが見張ってる、ここの道を、うん。 

      当兵的看着呢，这儿的道，嗯。 

(32) Y: a,     tukia-re      bi-ren       tui. 

      INTJ  見張る-CVB  ある-FIN.3  そのように  

      うん、見張ってる。 

      啊，看着呢。 

(33)   ei    xoxto / niu / ene-uyi            ba , (F: a,)    tui         bi-ren5, 

      INTJ 道        行く-IMPRS.NPAST INFER  INTJ  そのように ある-FIN.3 

 

                                                   
5 ここでは、尤氏は親指と人差し指で 4cm ぐらいの高さを示しながら、道路の両側の水が後このぐらいで

道路に上がってくると語っている。 
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      pingyuan=du, (F: a,)     jiu     tui         maci   xoxto=de  tui, 

      平原=CLT       INTJ   ただ   そのように 少し  道=CLT   そのように 

      ei    sikseni  zai    tumakin-ji   xoxto-dule   ene-ren. 

      INTJ 夜     また  朝-INS      道-ALL     行く-FIN.3  

 道を歩いた時に（見た）、（F:うん）、後このぐらいある、平原のほう、（F:うん）、道

路まで後少し、後一晩、明日の朝にはもう水は道路まで上がるでしょう。 

 走那条道的时候，(F:啊。)，还有这么一点儿了，平原那边，(F:啊。)离大道还有一

点儿，再一晚上，明天早上水就上大道了。 

(34) F: eiya   min xodiu-yi  hai   ei     tumakin  ti     gaijin-le      ene-xe-n. 

      INTJ  私  婿-1SG  また INTJ  朝      その  街津口-ALL  行く-PTCP.PAST-3SG  

      うちの婿も今朝街津口へ行った。 

      我女婿今天早上也去街津口了。 

(35) Y: un   ne-m      ene-xe-ni             a? 

      どう する-CVB  行く-PTCP.PAST-3SG  Q  

      何しに行ったの？ 

      干啥去了？ 

(36) F: nio  usia-me …    / uxiaxe / usia-an-xe-ni. 

      人  引っ張る-CVB         引っ張る-趨向-PTCP.PAST-3SG  

      人を運びに行った。 

      拉人去了。 

(37) Y: eiya,   wo tian , ni  eme-yi-ni=de                 sa-uSen. 

      INTJ  大変   誰 来る-PTCP.NPAST-3SG=CLT   知る-IMPRS.NEG.NPAST  

      あらまあ、誰が来るかもわからない。 

      欸呀，我天，谁来也不知道。 

(38)   ei    xite    sagdem / asen xite/ xaxa  xite-yi     lele-m, 

      この 子供  一番目          男   子供-1SG  恐れる-CVB 

      xodoN  mine-we  xuda...-kune-m      usia-m         eme-xe-n. 

      早く   私-ACC   呼ぶ6-CAUS-CVB   引っ張る-CVB  来る-PTCP.PAST-3SG  

 この子7、うちの上の息子が怖くなって早く私に（この子を）呼ばせて、車に乗せ  

てきた。 

      这孩子，我大儿子害怕了，赶快让我叫上她，给拉来了。 

(39)   tui         da-ki-ni          hai    eme-Se-n, 

      そのように なる-COND-3SG  まだ  来る-NEG.NPAST-3SG 

       hai   ta-du       bitke  ne-yi-ni. 

      まだ  そこ-DAT   字    する-PTCP.NPAST-3SG  

      そうじゃなきゃ、まだ来ない、まだそこで勉強してる。 

                                                   
6 「呼ぶ」という意のホジェン語の語形は xudale-であるが、話者は xuda と言い、xudale-と言い切ってい

ない。尤氏への確認によると、ここは xudale-というつもりだったという。 
7 筆者のことを指す。 
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      要不的，还不来呢，还在那儿学习呢。 

(40)   eiya   wo shuo       eji     ne-re,  

      INTJ  私が言った   PROH  する-PROH  

      / dem / ti    demge-si   gerte-re    xesu-uyi             bei. 

            その おば-2SG  探す-CVB  言う-IMPRS.NPAST  PTCL  

      「もう勉強するな、（同江へ行って）あのおばさん8を探して話してもらえばいいで 

      しょう」と私が言った。 

      欸呀，我说：“别整了，(去同江)找你那个大姨说呗。” 

(41)   ei     muke  sagdi    da-ki-ni, 

      この  水    大きい  なる-COND-3SG 

      niu-m=de         niu-m       mete-S               da-xe-si. 

      出る-CVB=CLT   出る-CVB   できる-NEG.NPAST   なる-PTCP.PAST-2SG  

      洪水が大きくなったら、あなた出るにも出られなくなるよ。 

      水大了的话，你出也出不来了。 

(42) F: a, na shi. 

      うん、それはそうだ。 

      啊，那是。 

(43) Y: niu-m       mete-S              da-xa-si. 

      出る-CVB   できる-NEG.NPAST  なる-PTCP.PAST-2SG  

      出られなくなるよ。 

      你就出不来了。 

(44)   tui         dula-du   xuli-yi-ni. 

      そのように 中-DAT   歩く-PTCP.NPAST-3SG  

      そうやって中のほうから行かなきゃいけない。 

      得那么的从里面走。 

(45)   ni   tui xuli-re?              goro. 

      誰  そのように 歩く-FIN.3   遠い  

      誰がそうやって行くの？遠いよ。 

      谁那么走啊？远。 

(46)   em  case  xulum  goro9-yi-ni,              sagdem  xaxa  xite-yi... 

      一  時   余り   遠い-PTCP.NPAST-3SG    一番目  男   子供-1SG  

      一時間あまり遠いよ。上の息子は… 

      远一个多小时呢，我大儿子… 

(47) F: eiya    ta-le        ene-re,  

      INTJ   そこ-ALL   行く-CVB 

 

                                                   
8 付氏のことを指す。 
9 このような形容詞が動詞と同じように活用する用法は尤氏のみに見られる。以下の（208）においても

そのような例が見られる：sagtixen「大きかった」。 
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      niu-m=de         mete-S              da-ki-si          e, 

      出る-CVB=CLT   できる-NEG.NPAST  なる-COND-2SG  PTCL 

      urken  japkere-du-ni   xuli-yi-si               e. 

      山    際-DAT-3SG   歩く-PTCP.NPAST-2SG   PTCL  

 そうよ、そこまで行って、出られなくなったら、山のそばを通って行かなければな

らない。 

      欸呀，你走那儿，出不来的话，就得沿着山边儿走。 

(48) Y: goro. 

      遠い  

      遠いよ。 

      远。 

(49) F: goro   ba. 

      遠い  INFER  

      遠いでしょう。 

      远吧。 

(50) L: en. 

      うん。 

      嗯。 

（沈黙 5 秒） 

(51) F: ei    golo   ai    e. 

      この 国    良い PTCL  

      この国は良い。 

      这个国家好。 

(52) Y: oki        ai     ba. 

      どんなに  良い  INFER  

      どんなに良いか。 

      多好吧。 

(53) F: en,    ei    golo ai    e. 

      INTJ  この 国  良い PTCL  

      うん、この国は良い。 

      嗯，这个国家好。 

(54) Y: golo ai    e,      nio-ni    ei  / ba /    baldi-xe-n           nio-ni   exele,  orkoN. 

      国  良い PTCL   人-3SG  INTJ  /ba/ 暮す-PTCP.PAST-3SG 人-3SG 悪い  獣  

      国はいい国だけど、暮してる人間が悪い、獣だ。 

      国家好，在这儿生活的人不好，牲口。 

(55)   esi  muke  ne-yi-ni               Saku tusian  cuxa. 

      今  水    する-PTCP.NPAST-3SG  皆   役人  兵隊  

      今洪水と戦っているのは全部役人、兵士。 

      现在抗洪的都是当官的、当兵的。 
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(56) F: tusian  arben10. 

      役人  軍隊  

      役人、兵士。 

      当官的、当兵的。 

(57) Y: a,     arben  Saku eme-xe-n. 

      INTJ  軍隊  皆   来る-PTCP.PAST-3SG  

      うん、軍隊がみんな来た。 

      嗯，部队的都来了。 

(58)   huanhuan edi-ni    hai  eme-xe-n. 

      人名     夫-3SG  も  来る-PTCP.PAST-3SG  

      （孫娘の）ファンファン（仮名）の旦那も来た。 

       (我孙女)欢欢（假名）的掌柜的也来了。 

(59) F: eiya. 

      INTJ 

      あら。 

      欸呀。 

(60) Y: edu     bi-yi-ni                e. 

      ここに いる-PTCP.NPAST-3SG   PTCL  

      ここ（同江）にいるよ。 

      在这儿呢。 

(61) F: a,      bacha=du  bi-ren       ba. 

      INTJ   八岔=CLT  いる-FIN.3  INFER  

      そうか、八岔にいるでしょう。 

      啊，在八岔呢吧。 

(62) Y: anci,   edu      bi-ren. 

      ない  ここに  いる-FIN.3  

      いいえ、ここにいる。 

      没有，在这儿呢。 

(63)   sikse ilanm   asen  xite-yi     ene-xe-n. 

      昨日 三番目 女   子供-1SG  行く-PTCP.PAST-3SG  

      昨日三番目の娘が行ったよ。 

      昨天我三姑娘去了。 

(64)   ti    omoli-yi  / fati /  dianhua  fatile-yi-ni e,                (F: a.) 

      その 孫-1SG        電話    打つ-PTCP.NPAST-3SG PTCL     INTJ 

      kucha -we     wazi -we    gade-re    nuku-re     ne-m      xesu-yi-ni, 

      パンツ-ACC  靴下-ACC   買う-CVB  送る-CVB   する-CVB  言う-PTCP.NPAST-3SG  

 

                                                   
10 (55)にある cuxa は「兵士」、「兵隊」、「兵役」を意味し、arben はより規模の大きい軍隊、部隊を指す。 
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      asen  xite-yi     gade-re    nuku-xu-n,            (F: a.)     edu     bi-ren. 

女   子供-1SG  買う-CVB  送る-PTCP.PAST-3SG     INTJ   ここに いる-FIN.3  

孫娘が電話をしてきて、（F:そうか。）（旦那に）パンツや靴下を買って届けてあげて

って言ってたので、娘がそれらを買って届けてあげた。（F:そうか。）ここ（同江）に

いる。 

 我孙女来电话说，(F:啊。)给(她掌柜的)买点儿裤衩、袜子送去。我姑娘买了给送去

了。(F:啊。)在这儿(同江)呢。 

(65) F: canmouzhang   na    Saku  nage  / xer /   xerbe-m          eme-xe-ti. 

      参謀長        INTJ  皆    INTJ   /xer/  持っていく-CVB  来る-PTCP.PAST-3PL  

      参謀長もみんな連れてきた。 

      参谋长都给派来了。 

（尤氏の携帯電話のメッセージ音が鳴る。尤氏が筆者に電話のスイッチを切るように指示） 

(66)   esi eme-yi-du               hai   juan / juan / xulum bi-ren, 

      今 来る-PTCP.NPAST-DAT  まだ  十        余り  ある-FIN.3 

      sejen,  eme-xe-ni. 

      車    来る-PTCP.PAST-3SG  

      さっきここに来た時に、10 台あまりあった（見た）、車、来てた。 

      刚才到这儿来的时候还有 10 多辆车(我看见了)，来了。 

(67) Y: Saku dula-du11  eme-xe-ni             bei. 

      皆   中-DAT   来る-PTCP.PAST-3SG   PTCL  

      全部中央のほうから来たでしょう。 

      全都是里边来的呗。 

(68)   juan  sejin  nio? 

      十   車   人  

      10 台もの人も？ 

      10 车人啊？ 

(69) F: na   jiuba nian  de   nage   muke  mude-yi-du-ni, 

      あの 98   年  の   INTJ  水    洪水になる-PTCP.NPAST-DAT-3SG 

      eiya ,   xite-ni,     ni   xite-we-ni        huohai -le-yi-ti. 

      INTJ   子供-3SG  誰  子供-ACC-3SG   損なう-VBLZ-PTCP.NPAST-3PL 

      98 年洪水になった時、あら～、子供、誰が子供たち12を虐めたかも知らない、 

      98 年发洪水的时候，欸呀，孩子，谁祸害那些孩子啊。 

(70)   eiya   feci-xe-ni               e,       janzhi ,     dudu-m        Saku, 

      INTJ  疲れる-PTCP.PAST-3SG  PTCL   まったく   横になる-CVB  皆 

                                                   
11 出発点は奪格-tki で表すのが普通だが、尤氏の発話においては奪格-tki が観察されず、奪格-tki（出発点、

比較などを表す）が期待される文でもすべて与格-du が用いられている。この例の他に、テキスト行番号

(16) bi sin jog-du maci gugda.（「うちはお宅より少し地勢が高い。）も同様の例である。付氏の発話にも同様

の例が観察される（テキスト行番号(15)）。尤氏の亡くなった母親から採録したテキストでは、-tki がしば

し観察されていたが、尤氏と付氏の世代になると、-tki が-du に取って代わられたと見られる。 
12 救援活動を行う若い兵士たちを指す。 
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      (Y: feci-xe-ni            bei,)    feci-xe-ni. 

      疲れる-PTCP.PAST-3SG  PTCL   疲れる-PTCP.PAST-3SG 

      あら～、みんな疲れて、横になって、みんな（Y:疲れたのね）、疲れた。 

      欸呀，都累得，躺着，都(Y:累了的呗。)累了。 

(71)   eiya ,  sumke-n   Saku  buhaoshile , 

      INTJ  腱-3SG   皆    利かなくなった 

      Saku liandere        liandere       da-xa-ni              e. 

      皆   ふにゃふにゃ  ふにゃふにゃ なる-PTCP.PAST-3SG  PTCL 

      あら～、腱もみんな利かなくなって、みんな（腕が）ふにゃふにゃになった。 

      欸呀，筋都不好使了，(胳膊)都滴了当啷地了。 

(72)   (Y: feci-xe-ni)              begedele-n=de  liandere        liandere … 

         疲れる-PTCP.PAST-3SG  足-3SG=CLT   ふにゃふにゃ ふにゃふにゃ 

      feci-xe-ni?              bude-xe-n! 

      疲れる-PTCP.PAST-3SG  死ぬ-PTCP.PAST-3SG 

      (Y:疲れた。)足もふにゃふにゃで、疲れた？（違うよ）死んだよ！ 

      (Y:累了。)腿也滴了当啷地，累了？(哪啊)死了！ 

(73) Y: eme ~     feci-m        bude-xe-n=ti. 

      お母さん  疲れる-CVB   死ぬ-PTCP.PAST-3SG=CLT 

      あらま～、疲れて死んだのね。 

      欸呀妈呀，累死了。 

(74) F: a,     feci-m        bude-xe-n. 

      INTJ  疲れる-CVB   死ぬ-PTCP.PAST-3SG  

      うん、疲れて死んだ。 

      啊，累死了。 

(75) Y: ei     dianshi   sikse-ni    ici-xe-wu            bici-n. 

      INTJ  テレビ  昨日-3SG  見る-PTCP.PAST-1PL ある:PAST-3SG  

      昨日我々テレビを見てた。 

      昨天我们看电视来的。 

(76)   ya-du      muke  ne-xe-n=de                sa-uSen. 

      どこ-DAT  水    する-PTCP.PAST-3SG=CLT  知る-IMPRS.NEG.NPAST  

      どこで水をやっている（治めている）かも知らない。 

      也不知道是在哪儿整水呢。 

(77)   ei~,   Saku uSkuli   xite   feci-m        dudu … 

      INTJ  皆   小さい  子供  疲れる-CVB   横になる 

      Saku dudu-m         afine-xe-n. 

      皆   横になる-CVB   寝る-PTCP.PAST-3SG  

      あら～、みんな小さい子供たち13、疲れて横になって、みんな横になって寝てた。 

                                                   
13 救援活動を行う若い兵士たちを指す。 
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      欸呀，都是小孩儿，累了躺着，都躺着睡着了。 

(78)   turu-du  / naxan-du / ti  falen-du  malxoN   xite  dudu-re       afine-xe-n. 

      外-DAT         その 床-DAT たくさん 子供 横になる-CVB  寝る-PTCP.PAST-3SG 

      外の地べたでたくさんの子供が横になって寝てた。 

      在外面地上，挺多小孩儿躺着睡呢。 

(79) F: eiya,  tergele-ni xeiki-ni    sabe-ni  Saku cipka,  dudu-m       afine-yi-ni. 

      INTJ 服-3SG ズボン-3SG 靴-3SG 皆 濡れる 横になる-CVB  寝る-PTCP.NPAST-3SG 

      あら～、服もズボンも靴もみんな濡れて、横になって寝てる。 

      欸呀，衣服、裤子、鞋都湿了，躺着睡呢。 

(80) Y: esi=de   tui,         esi alipti hai    maci  ai-ni e, 

      今=CLT  そのように 今 昔   まだ  少し 良い-3SG PTCL 

      xuezi-we    bu-xo-ni,               Saku tui         bi-ren. 

      長靴-ACC   与える-PTCP.PAST-3SG  皆   そのように ある-FIN.3  

      今もそう。今は昔より少しまし。 長靴をくれる。みんなそうしてるよ。 

      现在也这样，现在比过去还好点儿呢。都那样。 

(81)   muke maNge  da-xe-ni              hai    tao-we     titi-m      edi-re14        a? 

      水   すごい なる-PTCP.PAST-3SG  まだ  それ-ACC  着る-CVB  終わる-CVB   Q 

      洪水が大きくなるとそんなの履いてられるか。 

      水大了还能穿那个啊？ 

(82)   fuyangui /asen xite-yi/ asen xite-yi  de  fanwei ye  ene-xe-ni           bici-n. 

      末っ子           女 子供-1SG の 人名  も 行く-PTCP.PAST-3SG ある:PAST-3SG 

      一番下の娘の息子ファンウェーも行ってたよ。 

      我老姑娘的孩子范唯也去来着。 

(83) F: a. 

      INTJ  

      そうか。 

      啊。 

(84) Y: eiya   kuchazi-we   titi-re,      muke  dula-ni  em  sikse15  ili-xe-n. 

      INTJ  短パン-ACC  着る-CVB  水    中-3SG 一  晩     立つ-PTCP.PAST-3SG  

      あら～、短パンを履いて水の中に一晩立ってた。 

      欸呀，穿着裤衩子在水里站一宿啊。 

(85) F: a,     eme-xe-ni            a? 

      INTJ  来る-PTCP.PAST-3SG  Q  

      そうか。（同江に）来たのか？ 

      啊，来(同江)了啊？ 

                                                   
14 尤氏の確認によると、ここの edi-re は mete-re（できる-CVB）の言い間違えであるという。 
15 sikse は「昨日」、sikselin は「夜、晩」の意であるが、尤文蘭氏の発話から「夜、晩」という語は sikse, 

sikseni, sikselin などの語形の揺れが観察される。尤氏の発話における sikse は「昨日」の意か、または「夜、

晩」の意かは前後の文脈で判断するしかない。 
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(86) Y: anci,    dianhua-we  fatile-xe-ni. 

      ない   電話-ACC   打つ-PTCP.PAST-3SG  

      いいえ、電話をしてきた。 

      没有，打电话来了。 

(87) F: gia    ba-le       ene-xe-ni             ba? 

      他の ところ-ALL  行く-PTCP.PAST-3SG  INFER  

      他のところへ行ったでしょう。 

      去别的地方去了吧。 

(88) Y: a. 

      INTJ  

      そうよ。 

      啊。 

(89) F: ei ~ ya. 

      INTJ  

      あら～。 

      欸呀。 

(90) Y:  jiu  kuchazi … 

      ただ 短パン  

      ただ短パンだけ。 

      就裤衩子。 

(91) F: tim   omile-si  eme-Sci-n            ba. 

      それ 孫-2SG  来る-NEG.PAST-3SG  INFER  

      もう一人の（軍人の）孫さんは来なかったでしょう。 

      你那个（当兵的）孙子没来吧？ 

(92) Y: anci. 

      ない  

      いいえ。 

      没有。 

(93)    / xodiuni / xodiu-yi  eme-xe-n. 

                婿-1SG  来る-PTCP.PAST-3SG  

      私の（孫）婿が来た。 

      我(孙)女婿来了。 

(94)   timken / omiSen / eme-kune-Se-ni. 

      その一人       来る-CAUS-NEG.NPAST-3SG  

      もう一人の孫を来させなかった。 

      没让那个来。 

(95)   ei     tusian  xalen  eme-kune-S-ni. 

      INTJ  役人  達   来る-CAUS-NEG.NPAST-3SG  

      役人たちは（あの子）を来させなかった。 
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      当官的们没让他来。 

(96)   em sikse  yi   sikse~ ili-xe-n                uile-yi-ni. 

      一 晩    一  晩    立つ-PTCP.PAST-3SG   働く-PTCP.NPAST-3SG  

      一晩中立って働いてた。 

      一晚上，站着，干活。 

(97)   ti     xite   uSkuli,   fanzheng zai       uSkuli   ba      ye   gouqiang , 

      その  子供  小さい  でも   どんなに  小さい  INFER   も  大変 

      ye   aci-Se-ni. 

      も  合っている-NEG.NPAST-3SG  

      あの子は若い。でもいくら若くてもね、大変だ。だめだ。 

      那孩子小，反正再小吧，也是够呛，也是不行。 

(98) F: a,     turu16 mete-S             da-xe-ni. 

      INTJ  ???  できる-NEG.NPAST  なる-PTCP.PAST-3SG  

      そうか、??? 

      啊，??? 

（沈黙 5 秒） 

(99) F: ei    ini  ba   ke     ai. 

      この 日  空  大変  良い  

      今日はとても天気が良い。 

      今天天儿可好。 

(100) Y: ei    ini tigde-ni        hai    bi-ren       ba. 

       この 日 雨が降る-3SG  まだ  ある-FIN.3  INFER  

       今日まだ雨があるでしょう。 

       今天有雨吧？ 

(101) F: bi-ren       shi      bi-ren       gia    hai    ei     ba   ici-ki-yi,  

       ある-FIN.3  である  ある-FIN.3  他の  まだ  INTJ  空  見る-COND-1SG 

       hai    gia   ba-le        ene-re     ba      ti… 

       また  他の ところ-ALL  行く-CVB  INFER   その  

       あるはあるけど、この空を見ると、他のところへ（雨雲が）行くだろう、この雨。 

       有是有，看这天头，得到别的地方去吧，这雨。 

(102) Y: tigde-yi-ni                  a? 

       雨が降る-PTCP.NPAST-3SG   Q  

       雨か？ 

       雨啊。 

(103) F: tigde-yi-ni. 

       雨が降る-PTCP.NPAST-3SG  

                                                   
16 ここでは付氏が小声で呟いていたので、はっきり聞こえない。筆者には turu と聞こえるが、意味の確

認が取れない。尤の確認によると、ここでは、付氏は「子供たちが疲れすぎて、しっかり体を持つことが

できなくなった。」と言おうとしているという。 
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       雨。 

       雨。 

(104) Y: ya-le      ene-ki-n          hai    baldi-yi-ni,       

       どこ-ALL  行く-COND-3SG  まだ  育つ-PTCP.NPAST-3SG 

       muke  haishi    hai    sagdi   tui. 

       水    やはり  まだ  大きい そのように  

       どこか行ったら、そこもまた洪水になる。 

       到哪儿去了，那儿也是得涨大水。 

(105) F: a,     eiya,    un   ne-uyi              bici-ni. 

       INTJ  INTJ   どう する-IMPRS.NPAST  ある:PAST-3SG  

       うん、どうしたもんか。 

       啊，怎么整的吧。 

(106)   beti   luca-le       ukci-a-m   

       我々 ロシア-ALL  遊ぶ 趨向-CVB 

       ene-u         mete-S              da-xa-n              ba. 

       行く-IMPRS   できる-NEG.NPAST  なる-PTCP.PAST-3SG  INFER  

       我々はロシアへ遊びに行けなくなったでしょう。 

       咱们不能去俄罗斯玩儿了吧。 

(107) Y: ene-m      mete-uSen. 

       行く-CVB   できる-IMPRS.NEG.NPAST  

       行けなくなったよ。 

       不能去了。 

(108)   luca / nio / muke  hai  maNge  nio-ni    hai  bude-xe-n bici-n, 

       ロシア   水    も  すごい 人-3SG  も  死ぬ-PTCP.PAST-3SG ある:PAST-3SG 

       (F: a)     luca    nio-ni    ha. 

          INTJ  ロシア 人-3SG  確認  

       ロシアも洪水がひどくて、人も死んだよ。（F:そうか。）ロシア人はね。 

       俄罗斯洪水也挺厉害，还死了人了。(F:啊。)俄国人哈。 

(109) Y: beti=de    dula-du  sagdi   muke  hai    bude-Se-n             a, 

       我々=CLT  中-DAT  大きい 水    まだ  死ぬ-NEG.NPAST-3SG  Q 

       jiu    xesu-Se-ni             bei. 

       ただ  言う-NEG.NPAST-3SG  PTCL  

我々の国も中央のほう、大きい洪水があって、人が死なないか？ ただ言わないだ     

けさ。 

       咱们里边发大水还不得死人啊，就不说呗。 

(110) L: side eneyisi a? 

     あなたも（ロシアへ）行くの17？ 

                                                   
17 筆者による付氏に向けた質問である。 
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       你也去（俄国）啊？ 

(111) F: en? 

       INTJ  

       え？ 

       嗯？ 

(112) L: eneyisi a? 

       あなたも行くのか？ 

       你也去啊？ 

(113) F: a. 

       INTJ 

       うん。 

       啊。 

(114) L: min demgejiyi gese  eneyisi  a? 

       おばさん18と一緒に行くの？ 

       跟我大姨一起去啊？ 

(115) F: a. 

       INTJ  

       うん。 

       啊。 

(116) Y: ei    ini19 muke sagdi   da-xa-ni              bushi     a, 

       この 日  水   大きい なる-PTCP.PAST-3SG  じゃない Q 

       ene-m      mete-uSen, 

       行く-CVB   できる-IMPRS.NEG.NPAST  

       anci  da-ki-ni,          alipti=du  ene-uxen. 

       ない なる-COND-3SG  昔=CLT   行く-IMPRS.PAST  

  今年洪水が大きくなったんじゃない？ 行けなくなった。じゃなきゃ、とっくに行

ったよ。 

       今年水大了不是啊，不能去了，要不早就去了。 

(117) F: eiya  ertu    xaxa  xite-yi    sikse jasixen      fatile-xe-ni           e     (Y: en). 

       INTJ 二番目 男  子供-1SG  昨日 メッセージ 打つ-PTCP.PAST-3SG PTCL   INTJ 

       2 番目の息子が昨日メッセージをよこした。（Y:うん。） 

       我二儿子昨天来信儿了。(Y:嗯。) 

(118)   mine-we  gaijin-le     ici-an-kune-yi-ni,  

       私-ACC  街津口-ALL 見る-趨向-CAUS-PTCP.NPAST-3SG 

       age-yi       oni    bi-ren?” 

       兄さん-1SG  どう  ある-FIN.3  

       私を街津口へ見に行かせようと、「俺の兄さんはどうなってる」って。 

                                                   
18 尤氏のことを指す。 
19 ei arnian「今年」の言い間違いである。 
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       让我去街津口看看，他说：“我哥哥怎么样了。” 

(119) Y: hai     lele-yi-ni,                 hai      guansi-le-yi-ni                ba. 

       やはり 恐れる-PTCP.NPAST-3SG   やはり  構う-VBLZ-PTCP.NPAST-3SG  INFER  

       やはり心配でしょう。気になるでしょう。 

       还是担心吧，还是管他吧。 

(120) F: oni   exele,   iSkuli. 

       どう 悪い   小さい  

       どんなに悪くても、小さい… 

       不管怎么不好，小… 

(121) Y: uSkuli   em  ba-du        balti-xe-ni            e. 

       小さい  一  ところ-DAT  育つ-PTCP.PAST-3SG  PTCL  

       小さいとき、一緒に育ったから。 

       小时候一起长大的。 

(122) F: em   ba-du         balti-xe-ni. 

       一   ところ-DAT   育つ-PTCP.PAST-3SG  

       一緒に育った。 

       一起长大的。 

(123) Y: en. 

       INTJ  

       うん。 

       嗯。 

(124) Y: uile-an-xa-ni               ba. 

       働く 趨向-PTCP.PAST-3SG  INFER  

       （上の息子が）働きに行ったでしょう。 

       （你大儿子）去工作去了吧。 

(125) F: jo-yi      ban      odi-m=du          uile-an-xa-n. 

       家-REFL  引っ越す 終わる-CVB=CLT  働く-趨向-PTCP.PAST-3SG 

       引っ越しをし終わってから、もう働きに行ったよ。 

       搬完家就去工作了。 

(126) Y: a,     (F: en,)   futkin-du    bi-ren       a? 

       INTJ     INTJ  富錦-DAT   ある-FIN.3  Q  

       そうか（F:うん）、（彼が）富錦にいるか？ 

       啊(F:嗯)，（他）在富锦呢吧？ 

(127) F: en? 

       INTJ 

       え？ 

       嗯？ 

(128) Y: gia    ba-du        futkin... 

       他の  ところ-DAT  富錦  
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       他のところ、富錦（にいるか）。 

       别的地方，(在)富锦(呢吧)。 

(129) F: futkin-du   bi-ren,      futkin-le 20  uile-an-xe-ni. 

       富錦-DAT  ある-FIN.3  富錦-ALL  働く-趨向-PTCP.PAST-3SG  

       富錦にいる、富錦へ働きに行った。 

       在富锦呢，去富锦干活去了。 

(130) Y: muke  hai     medi-yi-ni                    un   ne-uyi              ba. 

       水    まだ   洪水になる-PTCP.NPAST-3SG   どう する-IMPRS.NPAST  INFER  

       洪水もひどくて、どうしよう。 

       还涨大水，咋整吧。 

(131) F: ei    mudi-yi-ni... 

       INTJ 洪水になる-PTCP.NPAST-3SG  

       洪水になって。 

       发大水。 

(132) Y: turi,    Solku,         alipti=de anci  da-xa-n. 

       大豆   トウモロコシ  昔=CLT  ない なる-PTCP.PAST-3SG  

       大豆、 トウモロコシはとっくに（洪水で）なくなった。 

       大豆、苞米，早都没了。 

(133) F: anci   da-xa-n.               (Y: en.) 

       ない  なる-PTCP.PAST-3SG      INTJ  

       なくなった。（Y:うん） 

       没了。(Y:嗯。)  

(134) F: ei    arnia  na,    ei    xandu   buda=de     jefu-m=de 

       この 年    INTJ  INTJ 米     ご飯=CLT   食べる-CVB=CLT 

       keneng    urge   da-xa-n. 

       たぶん   重い  なる-PTCP.PAST-3SG  

       今年はね、米もたぶん高くなるだろう。 

       今年啊，吃大米可能得贵。 

(135) Y: esi em dalin xandule=te  em taun duyun fasi                   duyun=ken 

       今 一 麻袋 米=TOP    一 百  四    助数詞（塊を数える） 四=CLT 

       em  taun  xulum=ken. 

       一  百   余り=CLT 

       今一袋の米は 140 元21、100 元あまり。 

       现在一麻袋米 140 块，100 多块。 

 

                                                   
20 向格 dule/le の交替条件は、子音-dule、母音-le である。ここでは、futkin は子音で終わっているので、

-dule が期待されるが、-le となっている。 
21 テキストでは「104 元」となっているが、尤氏の確認によると、「140 元」のことであるという。「40」

のホジェン語の言い方が分からないため、「4」で代用したという。 
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(136)   (F: a,)    ufa=de       tui         e,     ufa=de        em  taun  xulum=ken. 

          INTJ  小麦粉=CLT  そのように PTCL  小麦粉=CLT   一  百   余り=CLT  

       （F:うん。）小麦粉もそう。小麦粉も 100 元あまり。 

        (F:啊。)白面也是，白面也是 100 多块。 

(137)   esi  nio  malxoN    da-ki-n           jiu    jefu-m       goSkon. 

       今  人  たくさん  なる-COND-3SG  ただ  食べる-CVB  困る  

       もし人が多くなると、食べるのにも困る。 

       人要是多的话，吃饭都愁。 

(138)   esi oki       ai     ba,     edi asen em  xite   jefu-yi-ni                 komco, 

       今 どんなに 良い  INFER  夫 妻  一  子供 食べる-PTCP.NPAST-3SG   少ない 

       beti    da-ki-ni          e ~    ba   na.     (F: en.) 

       我々  なる-COND-3SG  PTCL  天  PTCL      INTJ  

       今はどんなにいいか。夫婦と子供一人、食べるのも少ない。我々の時は、あ～大変

       （F:うん）。 

       现在多好啊，两口子一个小孩儿，吃得也少，咱们那时候，欸呀我天(F:嗯)。 

(139)   em  dalin xandule=de oki 

       一  麻袋 米=CLT    どんなに 

       (F: isi-Se-n)                 jefu-uyi               ba. 

          足りる-NEG.NPAST-3SG  食べる-IMPRS.NPAST  INFER 

       一袋の米はどんなにたくさんの人が食べるか。（F：足りないよ。） 

       一袋子大米多少人吃吧。(F:不够。) 

(140)   juan ini xulum=ke  anci da-re. 

       十  日 余り=CLT  ない なる-FIN.3  

       10 日ぐらいでなくなるよ。 

       10 来天就没了。 

(141) F: en,     eiya. 

       INTJ   INTJ  

       うん。あ～。 

       嗯。欸呀。 

(142) Y: ei     xoxto  xuli-uyi-du               tui         muke  dou      tui 

       INTJ  道    歩く-IMPRS.NPAST-DAT   そのように 水    でさえ   そのように 

       nage, nage, nage shenme, nage  pingyuan=du...  ei     tuisiki 

       INTJ INTJ   INTJ     INTJ  平原 =CLT     INTJ  こちら側 

       ene-yi-ni              xoxto  bushi     a ,  jiu   tui         bi-ren, 

       行く-PTCP.NPAST-3SG  道    じゃない Q   ただ そのように ある-FIN.3 

       tui          tukti-yi-ni. 

       そのように  上がる-PTCP.NPAST-3SG  

       道を通った時、水はこう、平原の...こっちに道があるんじゃない。もうこのぐらい

       しかない。もうじき上がってくるよ。 
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       走道儿的时候，水都，那个那个什么那个平原…这边是道不是吗，就差这么点儿了，

       要上来了。 

(143) F: ei      ju   ba-du       em  ba-du        tui... 

       INTJ   二 ところ-DAT  一  ところ-DAT  そのように  

       二つのところからひとつのところへ（合流する）。（道路の両側から水が上がってく

       ると） 

       两个地方汇到一个地方。(从道两边上水) 

(144) Y: ene-ki-ni         geng     xodoN. 

       行く-COND-3SG  もっと  早く  

       （両側から水が）行けばもっと（浸水が）早くなるよ。 

       (从道两边)汇到一块儿更快。 

(145) F: a,    ti    disiki-ji  hai   maci    hai    nage   maci  maci  abi-re bi-ren. 

       INTJ その ???-INS  まだ  少し  まだ  INTJ  少し 少し 詰まる-CVB ある-FIN.3 

       うん、中のほうではまだ詰まっている。 

       啊，里边还憋着呢。 

(146)   ei    oujige=de      maNme kira-du-ni      bisi-n             bushi     a. 

       INTJ こちら側=CLT  川     近く-DAT-3SG  ある:NPAST-3SG   じゃない Q 

       こちら側は川の近くにあるんじゃない？ 

       这边不是在大江跟前儿吗？ 

(147) Y: en ,    pingyuan  taosiki / eme /  shisi lian=du   bi-yi-ni                bushi     a? 

       INTJ  平原     向こう側    14 連隊=CLT  ある-PTCP.NPAST-3SG   じゃない Q 

       うん、平原の向こう側は「14 連隊」（地名）があるんじゃない？ 

       嗯，平原那边不是“14连”(地名)吗？ 

(148)   (F: a,)    Saku~  muke  da-xa-ni, 

          INTJ  皆     水    なる-PTCP.PAST-3SG 

       jog-du    kortko-du    ene-xe-n. 

       家-DAT   半分-DAT   行く-PTCP.PAST-3SG  

       （F:うん。）みんな洪水になって、家の下半分まで浸水したよ。 

       （F:啊。)都涨水了，房子都淹一半儿了。 

(149) Y: tim   ini bi   hai    ene-xe-yi             bici-n, 

       それ 日 私  も    行く-PTCP.PAST-1SG  ある:PAST-3SG 

       mo-we    usia-uyi                e. 

       木-ACC   引っ張る-IMPRS.NPAST PTCL  

       あの日私も（「14 連隊」に）行ってた、木を運びに。  

       那天我还去（“14连”）来的呢，拉木头去。 

(150)   ei    xite  xalen sejin  te-re       ene-xe-yi. 

       INTJ 子供 達   車   座る-CVB  行く-PTCP.PAST-1SG 

       私は子供たちの車に乗って行った。 

       我坐孩子们的车去的。 



250 

(151)   ilan  ini ba ,    jo-ni  / an …/ kortko da-xa-n,    

       三  日 INFER  家-3SG     半分  なる-PTCP.PAST-3SG 

       Saku niu-xe-n,              nio. 

       皆   出る-PTCP.PAST-3SG   人  

       三日くらいで家の下半分まで浸水した、みんな出た、人が。 

       三天吧，房子都淹一半儿了，都出去了，人。 

(152) F: ti    mo-we   yaoSke   usia-xe-si                 e? 

       その 木-ACC  どこ    引っ張る-PTCP.PAST-2SG  PTCL  

       その木をどこに運んだの？ 

       那木头你运哪儿去？ 

(153) Y: ti    xonin ti    waile-we    dasi-uyi             e .      (F: a.) 

       その 羊   その もの-ACC   覆う-IMPRS.NPAST  PTCL      INTJ  

       羊小屋を作るよ。（F:そうか。） 

       盖羊圈啊。(F:啊。) 

(154)   beti   ti    gaijin    ba-du        ti    dulan-du 

       我々 その 街津口  ところ-DAT  その 中-DAT 

       usia-re         xerbe-uyi. 

       引っ張る-CVB  持っていく-IMPRS.NPAST 

       我々の街津口、その中に運んで持って行った。 

       往咱们街津口，往里面拉。 

（沈黙 12 秒） 

(155) Y: ini ini Saku / uile …  uile-yi-ni              nio=de   bi-ren/ 

       日 日 皆           働く-PTCP.NPAST-3SG  人=CLT  ある-FIN.3 

       uile-yi-ni=da                anci   ye    tui. 

       働く-PTCP.NPAST-3SG=CLT  ない  も   そのように  

       毎日働く人がいなくてもそうやって…22 

       一天天都没有人干活儿也那样… 

(156) F: sikse-ji    ilan uxume,   (Y: a.) 

       昨日-INS  三  おば       INTJ 

       em  ba-du        ukci-xe-wu          bici-n, 

       一  ところ-DAT  遊ぶ-PTCP.PAST-1PL ある:PAST-3SG 

       xesu-yi-ni,              ei~ya ,  ei    kindelin  ke ke bushi  alipti kindelin, 

       言う-PTCP.NPAST-3SG   INTJ   INTJ 勤得利  ではない  昔   勤得利 

       ei     muke  eiya   jianzhide  nio  bude-kune-yi-ni                a. 

       この  水    INT  まったく  人  死ぬ-CAUS-PTCP.NPAST-3SG   INTJ  

  昨日三番目のおば（Y:うん。）と一緒に遊んでた、話してた。あら～勤得利はもう  

昔の勤得利じゃないよ。この洪水は、あ～まったく人間を死なせるわ。 

                                                   
22 尤氏の確認によると、ここでは、街津口では洪水を防ぐために働いている人が少ないことを言おうとし

ていたという。付氏の次の発話によって遮られた。 
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       昨天跟我三婶(Y:啊。)一起玩儿，说来的。欸呀，这勤得利可不是以前的勤得利了。

       这大水简直的要整死人啊。 

(157) Y: ti    kindelin  ba-du        maNme  tui          bushi,      (F: kindeli   ti) 

       その 勤得利  ところ-DAT  川      そのように  じゃない     勤得利  その  

       ti     dianchang  dulan-du  ta-du      niNe-yi-ni              maNge? 

       その  発電所    中-DAT   そこ-DAT  入る-PTCP.NPAST-3SG   すごい  

       勤得利のところ、川はこうなってるんじゃない？（F:勤得利、その…）その発電所

       の中に水がたくさん入ってる？ 

       勤得利那地方大江不是这样的吗？(F:勤得利，那个…)那个电厂里进洪水了？ 

(158) F: a,     beti  jo   Saku  ta-du     bici-n           bushi     a. 

       INTJ  我々 家  皆   そこ-DAT  ある:PAST-3SG  じゃない Q 

       そう、我々の家はみなあそこにあったんじゃない？ 

       啊，咱们的家不是都在那儿来着吗不是？ 

(159) Y: a,     ei    muke  Saku anci da-ren. 

       INTJ  この 水    皆   ない なる-FIN.3  

       うん、この洪水で全部なくなるよ。 

       啊，这大水(把房子都得淹)没了。 

(160) F: anci  da-xe-n,               ti   wude-ni     jo-ni=de 

       ない なる-PTCP.PAST-3SG  その ところ-3SG 家-3SG=CLT 

       anci   da-xa-n. 

       ない  なる-PTCP.PAST-3SG  

       なくなったよ。あそこの家もなくなった。 

       没了，那块儿的房子都没了。 

(161) Y: anci  da-xa-n,               dui. 

       ない なる-PTCP.PAST-3SG   そうだ  

       なくなった、そう。 

       没了，对。 

(162)   alipti bici-n           bushi     a,  Saku ta-du      bici-n, 

       昔   ある:PAST-3SG  じゃない Q  皆   そこ-DAT  ある:PAST-3SG 

       (F: alipti bici-n,          esi  anci  da-xa-n,)              suocheng  ti   guruN. 

          昔   ある:PAST-3SG  今  ない なる-PTCP.PAST-3SG   人名     その 人たち 

       昔あったんじゃない？みんなあそこにあった、（F:昔はあった、今なくなった。）ソ

       ーチョンたちの家が。 

       以前不是在来的吗？都在那儿来的，(F:以前在，现在都没有了。)锁成他们家。 

(163) F: en,   (Y: Saku...) anci da-xa-n. 

       INTJ     皆   ない なる-PTCP.PAST-3SG  

       うん。（Y:みな…）なくなった。 

       嗯。(Y:都…)没了。 
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(164) Y: alipti=de  acu-xo-ni             ti    jo. 

       昔=CLT   外す-PTCP.PAST-3SG  その 家  

       とっくに壊したよ、あの家。 

       早就拆了，那房子。 

（沈黙 15 秒） 

(165) Y: sagdi    ba       sagdi   xotoN-du   tusian  Saku eme-xe-n,          / laxsule / 

       大きい  ところ  大きい 都市-DAT  役人  皆   来る-PTCP.PAST-3SG 

       laxsu-le    ene-re... 

       同江-ALL  行く-CVB  

       大きいところ、大きい都市の役人たちがみな来た。同江に行って… 

       大地方，大城市的当官的都来了，去同江… 

(166) F: futin=de    eme-xe-ni            bushi     a? 

       富錦=CLT  来る-PTCP.PAST-3SG  じゃない Q  

       富錦にも来たんじゃない？ 

       也来富锦了不是吗？ 

(167) Y: Beijing  de   sagdi   tusian, eme-re     edu      bici-n,          edu     ene-re, 

       北京   の  大きい 役人  来る-CVB  ここに  いる:PAST-3SG  ここに 行く-CVB 

       gaijin   ba-du        hai  ene-xe-n,              bacha  ene-re 

       街津口 ところ-DAT  も  行く-PTCP.PAST-3SG   八岔  行く-CVB 

       fuyuan=de  ene-xe-n,             ju  sejin, sagdi   tusian. 

       撫遠=CLT  行く-PTCP.PAST-3SG  二 車   大きい 役人  

       北京の偉い役人がここに来てた、ここに来て、街津口にも行って、八岔にも行って、

       撫遠にも行った。2 台の車、偉い役人。 

       北京的大官儿来这儿了，来这儿，去街津口，去八岔，也去抚远了。两台车，大官儿。 

(168)   muke-we   / lele / ici-an-xe-ni                 bei. 

       水-ACC         見る 趨向-PTCP.PAST-3SG   PTCL  

       洪水を見に行ったでしょう。 

       去看水去了呗。 

(169) F: ei   / fu… irga/ irga  ba-du-ni           ba ,    irga  Saku baite-ni    anci, 

       INTJ         撫遠 ところ-DAT-3SG   INFER  撫遠 皆   こと-3SG  ない 

       Saku  doushi   dianrshang…   eiya. 

       皆    全部    試験畑?       INTJ  

       撫遠はね、撫遠は問題ないよ、試験畑のほうは、あ～ 

       抚远那地方吧，抚远没事，都是点上，欸呀。 

(170) Y: irga   ba      gugda. 

       撫遠  ところ 高い  

       撫遠は地勢が高い。 

       抚远地方高。 
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(171) F: a,     urken  bi-ren. 

       INTJ  山    ある-FIN.3  

       うん、山がある。 

       啊，有山。 

(172) Y: ejigin ejigin-du  alipti muke ene-xe-n, 

       東   東-DAT   昔   水   行く-PTCP.PAST-3SG 

       tui         balti-xe-ni            bushi      a , / gai…/ 

       そのように 育つ-PTCP.PAST-3SG  じゃない  Q  

       nage shenme nage  irga   ba-du, 

       INTJ            撫遠  ところ-DAT 

       ei     ju   ba-du       muke  niNe-yi-ni              bushi      a. 

       INTJ  二 ところ-DAT  水    入る-PTCP.NPAST-3SG   じゃない  Q 

 東のほうは昔洪水が入って、そうなってたんじゃない？ あの～、撫遠、二つのと   

ころに洪水が入ったんじゃない23？ 

       东边儿以前涨水了不是吗？这样式儿的吗不是，那个什么抚远，两个地方涨大水了不

       是吗？ 

(173) F: min ti    xitele-me  asen  xite  xitele  eiya  turu24  Saku anci  da-xa-n. 

       私  その 甥-???    女   子供 甥    INTJ       皆  ない なる-PTCP.PAST-3SG 

       私の甥たち、姪たち、大豆は全部なくなくったよ。 

       我侄儿他们，侄女，豆子全都没了。 

(174) Y: tudu25       tari-xe-ni               a? 

       じゃがいも 植える-PTCP.PAST-3SG  Q  

       ジャガイモを植えたのか？ 

       种土豆了啊？ 

(175) F: en,    em  taun xulumi  ti     nage    shang        a, 

       INTJ  一  百  余り   その  INTJ   ヘクタール  INTJ 

       (Y: a)     xulumi  bi-ren,      turi   tari-xe-n. 

          INTJ  余り   ある-FIN.3  大豆 植える、耕す-PTCP.PAST-3SG  

       うん、100 あまりヘクタール（Y:うん）ある、大豆を植えた。 

       嗯，有 100 多垧(Y:啊)，种的大豆。 

(176)   (Y: a ~,  ei ~   ba   na)     Saku anci  da-xe-n. 

        INTJ  INTJ  天  PTCL   皆   ない なる-PTCP.PAST-3SG  

       （Y:あらま～）皆なくなった。 

        (Y:欸呀天啊)都没了。 

 

                                                   
23 尤氏は両手で半円を描き、撫遠だけ丘のように高くなっているように示し、撫遠の両側の低いところに

は全部洪水が入ったと示した。 
24 turu は turi「大豆」の言い間違えである。 
25 付氏の言った turu は尤氏には tudu「ジャガイモ」と聞こえた。 
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(177)   / eni-ni / ami-ni          shanghuo -le-m                 bude-xe-n. 

              お父さん-3SG   ストレスがかかる-VBLZ-CVB   死ぬ-PTCP.PAST-3SG 

       お父さんがストレスで死んでしまった。 

       他爹上火了，死了。 

(178) Y: bude-xe-n            a? 

       死ぬ-PTCP.PAST-3SG  Q  

       なくなったの？ 

       死了啊？ 

(179) F: en. 

       INTJ  

       うん。 

       嗯。 

(180) Y: eiya wo tian  a. 

       INTJ 私 天 INTJ 

       大変だ。 

       欸呀我天啊。 

(181) Y: bacha  Saku niu-kune-re,       sagdi    se    sagdi... 

       八岔  皆   出る-CAUS-CVB  大きい  年齢 大きい  

       八岔は皆出させた、お年寄りを。 

       八岔都让出来了，岁数大的。 

(182) F: niu-kune-yi-si,                 eiya   min  iSkuli   dame     xitele-me 

       出る-CAUS-PTCP.NPAST-2SG   INTJ  私   小さい 第～番目 甥-??? 

       ombisi     iSku~    ombisi    ti    tioko  eiya    sanshi laige  

       どんなに  小さい  どんなに その 鶏    INTJ   30 羽あまり  

       tama      tao    eiya,    ya,    ya... 

       まったく  それ  INTJ   どこ  どこ  

       出させるって、あ～、私の下の姪あんなに小さい鶏、30 羽あまり、あ～、どこ… 

       让出来，欸呀，我小侄女那么点儿小鸡儿，三十来个，都，欸呀，哪儿… 

(183) Y: uji-yi-ni               a? 

       飼う-PTCP.NPAST-3SG  Q  

       飼ってるのか？ 

       养的啊? 

(184) F: a,     uji-yi-ni,              uji... 

       INTJ  飼う-PTCP.NPAST-3SG  飼う  

       うん、飼ってる… 

       啊，养的… 

(185) Y: ei     maNme  muke  sagdi,   tui         bai   bude-m    baldi-yi-ni,  

       INTJ  川      水    大きい そのように ただ 死ぬ-CVB  育つ-PTCP.NPAST-3SG 
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       hai    tioko  hai    goni-re       a? 

       まだ  鶏    まだ  考える-CVB  Q  

       こんなに洪水が大きくて、死ぬほど大きくなってきてるのに、まだ鶏のこと考えて

       られるか？ 

       这大江涨水这么大，往死里涨水，还顾得上鸡啊？ 

(186) F: tui          ba ,    / bi ba / tioko=ne  ta-du      bisi-n. 

       そのように  INFER        鶏=TOP   そこ-DAT  いる:NPAST-3SG 

       このぐらい（の広さで）さ26、鶏はまだそこにいるよ。 

       这么大块地方，鸡还在那儿呢。 

(187) Y:  hai   ta-du      uji-m      bisi-ni            a? 

       まだ  そこ-DAT  飼う-CVB  いる:NPAST-3SG   Q 

       まだそこで飼ってるのか？ 

       还在那儿养着呢啊？ 

(188) F: ei    temtken,  temtken  xolon-du-ni   ene-xe-n, 

       INTJ 船      船      上-DAT-3SG  行く-PTCP.PAST-3SG 

       afine-yi-ti             ta-du      jefu-yi-ti                temtken-du. 

       寝る-PTCP.NPAST-3PL  そこ-DAT  食べる-PTCP.NPAST-3PL  船-DAT  

       （姪たちは）船の上に行った。そこで寝て、食べて、船で。 

       (我侄女他们)去船上了，在那儿睡，吃，在船上。 

(189) Y: a ~. 

       INTJ  

       あらま～。 

       啊。 

(190) F: eiya,   sagdem ekin=de   xesu-re,    aosin=de     xesu-re, 

       INTJ  一番目 姉=CLT   言う-CVB  姉の夫=CLT  言う-CVB  

       rang     ei     tongjiang -le  eme-kune-re. 

       させる  INTJ  同江-ALL    来る-CAUS-FIN.3  

       上のお姉さんも言ってた、姉夫も行ってた、同江に来させようって。 

       欸呀，她大姐也说，姐夫也说，让她来同江。 

(191) Y: laxsu-le    eme-kune-yi-ni                bei. 

       同江-ALL  来る-CAUS-PTCP.NPAST-3SG   PTCL  

       同江に来させるのね。 

       让她来同江呗。 

(192) F: laxsu-le    eme-kune-yi-ni,               eme-Se-ni. 

       同江-ALL  来る-CAUS-PTCP.NPAST-3SG  来る-NEG.NPAST-3SG  

       同江に来させる。来ないさ。 

       让她来同江，她不来。 

                                                   
26 付氏が両手で直径 1.3m ぐらいの円を描いて、鶏たちがこのぐらいの円の中でまだ暮らしている様子を

示す。 
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(193)   eiya   bai   bude-m    jiang -le-re,             soro-maci-yi-ni. 

       INTJ  ただ 死ぬ-CVB  意地を張る-VBLZ-CVB  喧嘩する-REC-PTCP.NPAST-3SG 

       あ～、（妹のほうが）死ぬほど意地を張って、（兄弟で）喧嘩をしてる。 

       欸呀，往死里强啊，吵架啊。 

(194) Y: fuyangui neu-yi=de     tui,         esi  dianhua  fatile-xe-yi, 

       末っ子  妹-1SG=CLT   そのように 今  電話    打つ-PTCP.PAST-1SG 

       " ya-du      bi-yi-si                 e?" 

        どこ-DAT  いる-PTCP.NPAST-2SG   PTCL  

       下の妹もそう、今電話してあげた。「どこにいるの？」（と聞いた） 

       我老妹妹也是，刚才我给她打电话，问她:“你在哪儿呢？” 

(195)   majiang  / ukc.../  hai    tui           hai    ukci-yi-ni              ta-du. 

       麻雀           まだ  そのように   まだ  遊ぶ-PTCP.NPAST-3SG  そこ-DAT 

       まだそこで麻雀をして遊んでた。 

       还在那儿玩儿麻将呢。 

(196)   " sikselin ya-du       afine-yi-si              e." 

        夜     どこ-DAT   寝る-PTCP.NPAST-2SG   PTCL  

       「夜はどこで寝てるの？」（と聞いたら） 

        (我问她)“晚上你在哪儿睡？” 

(197)   temtken  de   xolon-du-ni. 

       船      の  上-DAT-3SG  

       船の上（と彼女が言った）。 

       (她说)在船上。 

(198)   wo shuo    aci-Se-n. 

       私 言う   合っている-NEG.NPAST-3SG  

       だめだよと私が言った。 

       我说不行。 

(199) F: ti    jaka=ne    jo-ni    Saku … 

       その もの=TOP  家-3SG 皆  

       それらものは、家は、全部… 

       那些东西呢，家都… 

(200) Y: Saku jaka-we    Saku  xerpe-xe-n. 

       皆   もの-ACC  皆    持っていく-PTCP.PAST-3SG  

       ものも皆（船のほうに）持って行ったよ。 

       东西都带(船上)去了。 

(201)   jo=de    anci  da-xa-n,              muke=de  niNe-xe-n, 

       家=CLT  ない なる-PTCP.PAST-3SG  水=CLT   入る-PTCP.PAST-3SG 

       hai    ta-du       ukci-yi-si               a? 

       まだ  そこ-DAT   遊ぶ-PTCP.NPAST-2SG   Q  

       家もなくなって、洪水も入って、まだそこで遊んでるのか！ 
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       家都没了，水都进去了，你还在那儿玩儿啊! 

(202)   " ele  eme-ki-si          e." 

       ここ 来る-COND-2SG   PTCL  

       「ここに来れば？」（と私が言った。） 

        (我说)“你到这儿来呗。” 

(203)   " a,     bi  ke     ene-S-yi, 

        INTJ  私 強調  行く-NEG.NPAST-1SG 

       a,     si       un ne-m        ene-xe-si             e,  

       INTJ  あなた  どう する-CVB  行く-PTCP.PAST-2SG  PTCL 

       jaka-we     tukia-yi-si               a?" 

       もの-ACC   見張る-PTCP.NPAST-2SG  Q  

       「私は行かないわ。あんたは何で行ったの？ものを見張るのか？」 

       “我才不去呢，你咋走了呢，你看着东西啊？” 

(204)   " ya-du    bi-ren,     jaka-yi    e,     ti    jo-we    tukia-yi                 a, 

       どこ-DAT ある-FIN.3 もの-1SG PTCL  その 家-ACC  見張る-PTCP.NPAST.1SG  Q 

       maNme muke niN-ki-ni         bi  un   ne-yi                  e? 

       川     水   入る-COND-3SG  私 どう する-PTCP.NPAST.1SG   PTCL  

       un    tate-yi                     tao-we?" 

       どう  引っ張る-PTCP.NPAST.1SG   それ-ACC 

       「どこにある。私のものなんか、あの家を見張るのか？洪水が入ったら私はどうす

       る？どうやってものを引っ張るの？」 

       “哪有东西啊，我看那个家啊？大水来了我咋整啊？我咋拽啊？” 

(205)   esi  xesu-yi-ni,              ta-du      ukci-m      bi-ren. 

       今  言う-PTCP.NPAST-3SG   そこ-DAT  遊ぶ-CVB   ある-FIN.3  

       さっき話してた、彼女はそこで遊んでた。 

       刚才说来的，她还在那儿玩儿呢。 

（沈黙 9 秒） 

(206) Y: ei~    imjaka  ???27  ne-yi                  e. 

       INTJ  何か        する-PTCP.NPAST.1SG   PTCL  

       （嘆く）あ～、どうしたものか。（前後の文脈で） 

       (叹气)唉，咋整的。 

(207)   juan juan arenian   da-xa-ni               ba , 

       十  十  年      なる-PTCP.PAST-3SG   INFER 

       muke tui         baldi-Sci-n             ha   (F: en). 

       水   そのように 育つ-NEG.PAST-3SG   確認    INTJ  

       10 年になるでしょう。こんなに洪水にならなかったね。（F:うん。） 

       十年了吧，没这么涨水了哈。(F:嗯。) 

                                                   
27 聞き取り不能である。 
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(208)   bi  tim    nian  bi / tu / temtken-we  tukia-yi                  bici-n, 

       私 それ  年   私    船-ACC     見張る-PTCP.NPAST.1SG   ある:PAST-3SG 

       em  nian28  / em / muke  sagti-xe-n. 

       一  年         水    大きい-PTCP.PAST-3SG  

       あの年、私は船番をしてた。あの年、洪水が大きかった。 

       那年我看船，那年水大。 

(209) F: ti    elin muke  eme-yi-du-ni, 

       その 時  水    来る-PTCP.NPAST-DAT-3SG 

       munu    hai     edu     baldi-uyi            bici-n. 

       私たち  まだ   ここに 暮す-IMPRS.NPAST  ある:PAST-3SG  

       あの時、洪水が来たとき、我々はまだここ（街津口）で暮らしてた。 

       那时候，洪水来的时候，我们还在这儿生活来的。 

(210) Y: a,    dui      a,     bi   bu    temtken  tukia-yi       

       INTJ そうだ  INTJ  私  NEG  船      見張る-PTCP.NPAST.1SG 

       bici-n           bushi      a? 

       ある:PAST-3SG  じゃない  Q  

       うん、そうだよ。私は船番をしてたんじゃない？ 

       啊，对啊，我不是看船来的吗？ 

(211)   (F: dui,)   eiya   muke-ni  zhen ,     ye   tui         / sagdi / 

       そうだ   INTJ  水-3SG  本当に   も  そのように  

       sagdi    bici-n. 

       大きい  ある:PAST-3SG  

       （F:そうだ。）あ～、（あの時の）洪水もやはりこんなに大きかった。 

        (F:对。)欸呀，那水真，也这么大来着。 

(212) F: beti    xesu-uyi             nade-le-m=de                 xesu-uyi, 

       我々  言う-IMPRS.NPAST  ホジェン語-VBLZ-CVB=CLT   言う-IMPRS.NPAST 

       nika-le-m=de            xesu-uyi. 

       漢語-VBLZ-CVB=CLT   言う-IMPRS.NPAST 

       我々はホジェン語もしゃべったり、漢語もしゃべったりしてる。 

       咱们说话，又说赫哲话，又说汉话。 

(213) Y: a,     un   xesu=de    bi-ren. 

       INTJ  どう 言う=CLT  ある-FIN.3  

       うん、どんな話もある。 

       啊，啥话都有。 

F, Y: 笑 

 

                                                   
28 ここでは、「年」のホジェン語の言い方（arnian）が思い出せず、言い淀んでいる。発音ははっきりせず、

ini「日」にも聞こえるが、前後の文脈から判断し、中国語からの借用語“年” nián「年」である可能性が大

きいと思われる。 
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(214) Y: ertu   goni-rki       ai-ji      xesu-uyi, 

       後で  考える-ITER  良い-INS  言う-IMPRS.NPAST 

       oNmo-ki       kotko-m          xesu-uyi. 

       忘れる-COND  かき混ぜる-CVB  言う-IMPRS.NPAST  

       しばらく思い出せればちゃんと話す、忘れるとでたらめに話す。 

       一会儿想起来了就能好好说，忘了就乱说。 

(215)   nikan  gisun-ni=de       maci  maci   bi-ren. 

       漢族  言葉-3SG=CLT    少し 少し  ある-FIN.3  

       漢語も少しある。 

       汉话也带一点儿。 
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Hezhen is a Tungusic language spoken by the Hezhen living in Heilongjiang Province 

in China. The Hezhen population is 5354 according to the census in 2010. Less than 10 

Hezhen can speak their native language.  

    This paper presents the transcript of a conversation between two such native 

speakers, You Wenlan and Fu Xingzhen, recorded at Tongjiang city in Heilongjiang 

Province in China on August 16, 2013. You Wenlan, a Kilen dialect speaker, was born 

in 1946 in Qindeli village; and Fu Xingzhen, also a Kilen dialect speaker, was born in 

1941 in Bacha village. Ms Fu died in spring 2014. We pray that her soul may rest in 

peace. 

    The duration of the conversation introduced in this paper is approximately 20 

minutes and the topics including: the weather, flood situation in Jiejinkou, Bacha, 

Qindeli, Fuyuan etc. 

 

（り・りんせい lilinjing@law.seikei.ac.jp） 
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