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まえがき  

 

ルクセンブルク語は、1984 年に制定された言語法によってドイツ語の方

言からルクセンブルクの国語（ fr.  langue nationale）へと昇格した比較的新

しい拡充言語（Ausbausprache）であり、研究領域としてもまだ新しい。ド

イツの方言研究の中でも、南部の特徴が顕著なバイエルン方言（Bairisch）

や ア レ マ ン 方 言 （ Alemannisch ）、 北 部 の 特 徴 が 顕 著 な 低 地 ド イ ツ 語

（Niederdeutsch）の研究が盛んに行われる中、その中間に位置する中部ド

イツ語は、比較的注目を集めてこなかった領域と言ってよい。特に方言差

が豊かな日本に住む研究者の中には、境界を接する他のドイツ語方言と明

確に異なる言語内的な特徴がないまま、国境があり政治体制が分かれてい

るという言語外的な要請のみで、西中部ドイツ語の中の一方言から独立し

たかに見えるルクセンブルク語に、研究の価値を見出さない者もいる。し

かし、西にロマンス語圏と境界を接し、南北には高地ドイツ語と低地ドイ

ツ語との間に位置するルクセンブルク語の言語学的特徴は、言語接触や言

語の通時的な変化を観察する上で非常に重要な意味を持つ。南部から北部

にかけての言語変化のグラデーションの極に位置する言語変種を研究する

ことはもちろん意義深いが、その中間に位置する言語変種を観察すること

で、言語変化のプロセスを、より詳細かつダイナミックにとらえることが

できるのである。  

交通網の発達やラジオ・テレビの普及、そしてグローバリゼーションの

影響で、世界中の少数言語や方言が危機に瀕していることは論を俟たず、

ドイツ語方言においても同様の問題が起きている。こうした今日の状況の

中で、一つの言語としての独立は、その地域の言語変種を保護する上で極

めて重要な意味を持つ。周りの方言がその特徴を失いつつある中、大公国

の国語へと昇格することで、その地域の言語変種の保護をも成功させたル

クセンブルク語の研究は、今後のドイツ語研究、ひいてはゲルマン語研究

に大きく貢献することは疑いない。  

非常に重要な研究領域であるにもかかわらず、既述のように、ルクセン
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ブルク語の研究は十分進んでいるとは言い難い。ルクセンブルク大学やト

リーア大学の研究者は、言語の個別現象の分析や、コーパス作成などに力

を入れているようである。確かに、これらの研究やプロジェクトは、今後

のルクセンブルク語研究を発展させるうえで非常に有意義である。しかし、

現地でのルクセンブルク語研究は、個別現象の研究に必要であるはずの俯

瞰的な視点を欠いている。母語話者の研究者が多い現地では、体系的な記

述がないままで個別現象の詳細な分析を行っても致命的な誤りを犯したり

はしないかもしれないが、非母語話者の研究者も交えて、この言語の研究

の発展やさらなる国際化を目指すためには、体系的な記述が不可欠である。

俯瞰的な視点を欠き、小さな個別現象ばかり盲目的に追及すれば、容易に

道に迷い、誤った結論を導く恐れがあるからである。私の研究は、長期的

な視野ではルクセンブルク語全体の文法記述を目指しているが、この度の

学位申請論文としては、言語記述の中でも基礎的な領域といってよい音韻

体系の記述をテーマとして定めた。  

 音は言語の最もプリミティブな形式であり、音声学・音韻論の研究は言

語研究の上で欠かすことのできない基礎的な研究領域である。さらに、方

言としての歴史が長く、主に話し言葉の領域で使用されるルクセンブルク

語研究においては、特に重要な領域であると言える。また、ルクセンブル

ク語母語話者の多くが、ドイツ語、フランス語、英語を高いレベルで使い

こなす多言語併用話者であることは、ルクセンブルク語を研究する際、一

つの問題となりうる。ルクセンブルク語の発音が不自然でたどたどしい非

母語話者に対して、母語話者はすぐに他言語に切り替えて対応しようとす

るため、言語調査者がある程度正しい発音で流暢なルクセンブルク語を話

すことができないと、コード・スイッチのない厳密な環境での調査が難し

い場合があるのである。多文化や多言語性に基づく国際性を謳うルクセン

ブルクだが、一方で「ルクセンブルク語社会」はまだ非常に閉ざされた領

域であるとも言える。音韻記述とその研究は、ルクセンブルク語という、

ある種閉鎖的ともいえるこの言語の研究領域に分け入るにあたって、避け

て通ることのできない大きな課題なのである。  
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 本論文は、第 1 章でルクセンブルク語の社会言語学的な背景や方言地理

学的な位置づけ、今日までの言語資料、辞書などについて概観する。第 2

章では、本論を読み進めるにあたって必要な正書法について説明する。第

3 章では、本論文執筆のために行った録音調査について、調査協力話者の

言語的背景の情報や、調査の流れ、音響解析の方法について確認する。第

4 章から第 6 章までが本論である。第 4 章では、まずルクセンブルク語の

音韻体系を母音と子音に分けてそれぞれ記述し、第 5 章ではさまざまな音

韻規則について記述する。第 6 章では、前の 2 つの章で共時的な記述を行

った現代ルクセンブルク語の音韻体系の成立に関わる通時的な言語変化の

記述を行う。  

 

本研究は、以下の奨学金や助成金を得て、ルクセンブルク大学（Université  

du Luxembourg）およびルクセンブルクの大公国研究所（ Insti tut grand-ducal）

において行った調査・研究に基づいている。  

 

2009 年 10 月 -2010 年 9 月  

 ロータリー財団国際親善奨学金  

2010 年 12 月 -2011 年 11 月  

北海道大学「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」  

2012 年 10 月 -2012 年 11 月  

北海道大学クラーク記念財団博士後期課程在学生研究助成  

 

 また、2013 年 5 月にルクセンブルクの放送局「ラジオ・テレビ・ルクセ

ンブルク」（Radio Télévision Luxembourg）の番組 1に出演した際に行った言

語調査にも基づいている。   

                                                      
1 2013 年 2 月に北海道大学において行われたインタビューに基づいたルポル

タージュ（http://tele.rtl.lu/emissiounen/de-journal/2993181.html）。番組の

ホームページに、例文の文法性などを問うアンケートを掲載していただき、

言語調査への協力を募った。当番組は、5 月に放送された他、数回にわたり再

放送されており、 100 名を超える母語話者から回答があった。  
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略号  

ags.  

 

 

 

ahd. 

 

Akk.  

anord.  

 

arl .  

 

 

asächs.  

 

brnd. 

 

C 

CP 

 

Dat.  

dt .  

echtn.  

 

 

ex 

 

F. 

 

angelsächsisch ア ン

グ ロ ・ サ ク ソ ン 語

（ altenglisch 古 英

語）  

althochdeutsch 古 高

ドイツ語  

Akkusativ 対格  

altnordisch 古 ノ ル

ド語  

Arler ルクセンブル

ク 語 ア ル ロ ン

（Arlon）方言  

altsächsisch 古 ザ ク

セン語  

Berndeutsch ド イ ツ

語ベルン方言  

consonant 子音  

complementizer 

phrase 補文標識句  

Dativ 与格  

deutsch ドイツ語  

Echternacher ルクセ

ンブルク語エヒタナ

ハ方言  

extraprosodisches 

Segment 韻律外分節  

Femininum 女 性 名

詞  

 fr.  

 

germ.  

 

Ind.  

Ind.Art .  

 

 

ie.  

 

Inf.  

Konj .  

lat .  

LLU 

 

 

 

lux.  

 

LWB 

 

 

M. 

 

mhd. 

 

mlat .  

 

französisch フ ラ ン

ス語  

(ur-)germanisch ゲ

ルマン祖語  

Indikativ 直説法  

indefinite article (un- 

bestimmter Artikel)  

不定冠詞  

indoeuropäisch 印 欧

祖語  

Infinitiv 不定詞  

Konjunktion 接続詞  

lateinisch ラテン語  

Lexicon der Luxem- 

burger Umgangs- 

sprache  ルクセンブ

ルク口語辞典  

luxemburgisch ル ク

センブルク語  

Luxemburger Wörter- 

buch ルクセンブル

ク語辞典  

Maskulinum 男 性 名

詞  

mittelhochdeutsch. 

中高ドイツ語  

mittellateinisch. 中

世ラテン語  
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mnd. 

 

mtllux.  

 

 

N. 

ndl.  

 

Nom. 

nord- 

lux. 

 

nordösl .  

 

nordrhfr

k.-mslfr

k. 

 

 

ostlux.  

 

 

Pers.Pr

on. 

Pl .  

Präp.  

mittelniederdeutsch 

中低ドイツ語  

mittelluxemburgisch 

中期ルクセンブルク

語  

Neutrum 中性名詞  

niederländisch オ ラ

ンダ語  

Nominativ 主格  

nordluxemburgisch 

ルクセンブルク語北

方言  

nordöslingisch 北 エ

スリング方言  

nordrheinfränkisch- 

moselfränkisch 北 ラ

インフランケン・モ

ーゼルフランケン方

言  

ostluxemburgisch ル

クセンブルク語東方

言  

Personalpronomen 

人称代名詞  

Plural  複数  

Präposit ion 前置詞  

Präs.  

Sg.  

sbbg. 

 

spätmhd. 

 

südlux.  

 

 

V 

vlat .  

 

WLM 

 

 

 

wg.  

 

wstfr.  

 

zlux.  

 

 

σ  

$  

Präsens 現在時制  

Singular 単数  

siebenbürgisch ジ ー

ベンビュルゲン方言  

spätmittelhochdeutsc

h 後期中高ドイツ語  

südluxemburgisch ル

クセンブルク語南方

言  

vowel 母音  

vulgärlateinisch 平

俗ラテン語  

Wörterbuch der 

luxemburgischen 

Mundart  ルクセンブ

ルク方言辞典  

westgermanisch 西ゲ

ルマン語  

westfränkisch 西 フ

ランケン語 /族  

zentralluxemburgisch 

ルクセンブルク語中

央方言 2
 

Silbe 音節  

Silbengrenze 音節境

界  

                                                      
2 本論文では、断り書きがない場合はルクセンブルク語（ lux.）でルクセンブ

ルク中央方言を指すが、特に方言差に注意して記述を行う場合は、この表記

を用いる。  



9 

 

図表  

グラフ 1．総人口に対する外国人の割合  

グラフ 2．国籍ごとの人口  

グラフ 3．年代別のドイツ語とフランス語に対する好感度  

グラフ 4．Keiser-Besch (1976: 96) におけるルクセンブルク語

の母音  

グラフ 5．ルクセンブルク語における短母音  

グラフ 6．ルクセンブルク語における長母音  

グラフ 7．ルクセンブルク語における低舌母音および中舌母  

     音  

グラフ 8．ルクセンブルク語における  [ɐ] の分布  

グラフ 9． /ɑɪ/  

グラフ 10． /æɪ /  

グラフ 11． /ɛɪ/  

グラフ 12． /ɑu/ 

グラフ 13． /æu/ 

グラフ 14． /ëu/  

グラフ 15． /ɪə/  前半  

グラフ 16． /ɪə/  後半  

グラフ 17． /ʊə/  

 

表 1．ルクセンブルク語の使用領域  

表 2．ルクセンブルク語の子音  

 

地図１．第二次子音推移によるドイツ語方言区分  

地図 2．西中部ドイツ語の方言地図  

地図 3．「 k の挿入」  

地図 4．  „ißt ,  fest,  müßt“  

地図 5．  „Schwester“  

 16 

16 

17 

63 

 

66 

72 

75 

 

78 

80 

81 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

 

19 

92 

 

21 

22 

25 

26 

26 



10 

 

地図 6．  ルクセンブルク語内部の方言  

地図 7．  „morgen“  

地図 8．ライン高低アクセント  

地図 9．ルクセンブルク内部方言における  s  の硬口蓋化

（Gilles 1999: 197）  

 

図 1．音響解析ソフト  Praat の分析例  

図 2. フォルマント１（ F1）とフォルマント２（ F2）  

図 3．グラフ作成用マクロ  

図 4．ルクセンブルク語における短母音  

図 5．ルクセンブルク語における長母音  

図 6．ルクセンブルク語における二重母音  

図 7． [j],  [ʑ] ,  [ʒ] の音響解析データ（ Praat）  

図 8．歯茎閉鎖音  [d] 挿入の例  ( lux. hien sech [h ɪəndzəɕ])  

図 9．韻律外分節と浮遊物消去  

図 10．非線形音韻論における子音の素性  

図 11．語末の  n + 歯茎閉鎖音  T（Gilles 2006: 52）  

図 12．語末の  n + 無声声門摩擦音  h 

図 13．有声歯茎音が単独で現れる場合（ [d]）（ “hannert  enger 

grousser Dänn”  [hɑnɐdæŋɐɡʀëusɐdæn]（話者 10））  

図 14．無声歯茎閉鎖音＋有声歯茎閉鎖音（ [td]）（ “hannert  der 

Eisebunn”  [hɑnɐt˺dɐʀɑ ɪzəbun]（話者 10））  

図 15．無声歯茎閉鎖音の長子音＋有声歯茎閉鎖音（ [ttd]）  

（ “ënnert  d’Dänn” [ënɐttdæn]（話者 10））  

図 16．無声歯茎閉鎖音の長子音＋無声歯茎閉鎖音（ [ttt]）  

     （ “nieft d’Tania”  [n ɪəftt ta ːn ɪa]（話者 10））  

図 17．母音の前での語末の子音の有声化（ “An et ass och eng 

Waasserplaz”（話者 5））  

図 18．母音の前での子音の有声化（ “do muss ech u Berlin 

27 

90 

183 

207 

 

 

61 

61 

62 

65 

65 

79 

100 

123 

124 

127 

127 

128 

137 

 

138 

 

138 

 

139 

 

153 

 

153 



11 

 

denken”（話者 5））  

図 19．母音の前への声門閉鎖音の挿入（ “Firwat muss ech 

eigentlech ëmmer eleng spil len”（話者 1））  

図 20．例外的な子音連続  

図 21．TA1 と  TA2 のプロトタイプ  

図 22．Gilles (2002: 267) ライン高低アクセントのミニマルペ

ア（ [dɑʊ
1
f]  vs.  [dɑʊ

2
f] (dt.  Taube (mhd. tûbe)「ハト」vs. 

dt .  Taufe  (mhd. toufe)「洗礼」 )）  

図 23．TA1 の例（ „Mee haut net“（話者 1））  

図 24．TA2 の例（ „Am Schäin vum“（話者 1））  

図 25．lux. Kand (dt .  Kind)「子供（Sg.）」（TA2）と lux. Kanner 
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第 1 章 序論―ルクセンブルクとルクセンブルク語  

1. 1. ルクセンブルク―国家の歴史と言語状況  

ルクセンブルクは、面積約 2,586 km
2、人口約 53.7 万人で（ 2013 年現在

(Statec
3
)）、国境を東にドイツ、南にフランス、西をベルギーと接する大公

国（Großherzogtum）である。この国の国語（ fr. langue nationale）であるル

クセンブルク語（ engl.  Luxembourgish, dt .  Luxemburgisch, fr.  luxembourgeois, 

lux. Lëtzebuergesch）は、ドイツ語の一方言である西モーゼルフランケン方

言（Westmoselfränkisch）から 1984 年の言語法により一つの言語として独

立を果たした拡充言語（Ausbausprache） 4である。 1984 年の言語法ではこ

の他にフランス語とドイツ語を公用語として定めている。  

 

1984 年 2 月 24 日言語制度に関する法律 5
 

第 1 項―国語  

ルクセンブルク人の国語はルクセンブルク語である。  

第 2 項―法律言語  

法律に関する公文書やそれらの施行規約は、フランス語で作成

される。 […]  

第 3 項―行政及び司法言語  

行政案件、訴訟案件もしくは非訴訟案件、また司法案件では、

特定の案件に関わる特殊規定の不利益をこうむることなく、フ

ランス語、ドイツ語、ルクセンブルク語を用いることが可能で

ある。  

第 4 項―行政に関わる請願書  

請願書がルクセンブルク語、フランス語、もしくはドイツ語で

作成された場合、行政は可能な限り請願者が選択した言語で応

じなければならない。  

                                                      
3 Le portail des statistiques. ルクセンブルクの国勢調査等の統計資料を載

せたポータルサイト。  
4 H. Kloss による社会言語学用語（Glück (Hrsg.) (2005 3 :  71)）。  
5 以下では、「 1984 年言語法」として記述する。  
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[…]  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1984/0016/a016.pdf  
6
 

7
 

 

言語の使用に関して、スイスやベルギーなどの周りの多言語国家とルク

センブルクが大きく異なる点は、地域によって使用言語が変わるのではな

く、ルクセンブルク全領土において上記の 3 言語を併用し、場面や状況に

応じて言語を切り替えて使用する点である。本論文の目的は、これら 3 言

語の中の一つで、国語として定められているルクセンブルク語の音韻記述

であるが、その前に、この言語をとりまく社会言語学的な環境を理解する

ことが不可欠と考える。この節では、この国の歴史とそれに伴って変化し

てきた言語状況について、簡単に整理する（Nishide 2012 参照）。  

ルクセンブルクの国名が歴史上はじめて登場するのは、 963 年にアルデ

                                                      

6
 Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.  

Art.  1
e r

 –  Langue nationale  

La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.  

Art. 2. –  Langue de la législation  

Les actes législatifs et leurs réglements d’exécution sont rédigés en français.  [. . . ]  

Art. 3. –  Langues administratives et judiciaires  

En matière administra tive,  contentieuse ou non contentieuse,  et en matière 

judiciaire,  i l  peut être fait  usage des langues française,  allemande ou 

luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines  

matières.  

Art. 4. –  Requêtes administratives  

Lorsque’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, 

l’administration doit se servir,  dans la musure du possible, pour sa réponse de la 

langue choisie par le requérant.  

[ .. . ]  

7  ルクセンブルク政府によるサイト “Legilux”  (http://www.legilux.public.  

lu/) では、ルクセンブルクの法律文書が公開されている。  
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ンヌ伯（ fr.  comte en Ardenne）ジゲフロイト（ Sigefroid）に聖マクシミン修

道院（ fr. abbaye de Saint -Maximin）から  “Lucilinburhuc”
8（ dt.  kleine Burg; 

engl.  li ttle bourg「小さな城塞（都市）」）を譲渡するとした協定書において

である（Trausch 1992: 21-22; Trausch et  al . 2003: 95）。 14 世紀から 15 世紀

にかけて、ルクセンブルク家 9は神聖ローマ皇帝を次々と輩出し、チェコに

まで広がる領土を支配するが 10（Trausch et  al .  2003: 128-147）、神聖ローマ

皇帝でもあったヴェンセラス 2 世（Wenceslas II）が本土に当たるルクセン

ブルクをモラヴィアのジョッス（ Josse de Moravien）に借金の抵当として

受け渡して以来、1815 年のウィーン会議に至るまで、この国はブルゴーニ

ュ公国、スペイン・ハプスブルク朝、オーストリア・ハプスブルク朝、フ

ランス・ブルボン朝、次いでフランス共和政、フランス第一次帝政政府に

次々と支配される（ Trausch et al .  2003: 149-207）。  

建国当初のルクセンブルクは、本来ドイツ語圏、すなわち現在のルクセ

ンブルク語圏とフランス語圏の 2 つの言語使用領域からなる国家であった。

ただし、ブルゴーニュ公国の支配以降、第二次世界大戦中のナチス政権

（Nationalsozialismus）による占領下の時期を除いて現在に至るまで、フラ

ンス語は常にこの国の公用語であり続けている（ Fröhlich/Hoffmann 1997: 

1159）。ナポレオンによる支配の後のヨーロッパの混乱を治めるために開か

れた 1815 年ウィーン会議の結果、ルクセンブルクはオランダと同君連合

（ オ ラ ン ダ 王 が ル ク セ ン ブ ル ク 大 公 を 兼 ね る 国 家 体 制 ）（ fr. “union 

personnelle”）11の関係を結びながらも、大公国として再度独立させられる。

言語地域的に見れば、この時期もルクセンブルクの領土はドイツ語地域

（ “quartier allemand”） 12とフランス語地域（ “quartier français”）からなっ

ていた（Trausch 1992: 69）。長期にわたる他国支配が続き、失われかけて

                                                      
8 13 世紀の資料には、国名は  “Lucembourch”  として残っている（Trausch et 

al. 2003: 128）。  
9 1346 年、カール 4 世の治世時に、ルクセンブルクは伯爵領（ fr. comté）か

ら公爵領 (fr. duché)へと昇格する。  
10 1310 年、ジャン盲目王が婚姻によりボヘミア王国を得る。  
11 この同君連合体制は、 1890 年まで続く（Trausch 1992: 68）。  
12 現在のルクセンブルク語が話されている地域。  
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いたルクセンブルク人のアイデンティティは、大公国としての名目のもと

オランダの支配下に入ることとなったウィーン会議の直後というよりは、

オランダに対してベルギーが起こした独立革命（ 1830-1839 年ベルギー独

立革命）をきっかけに再び高まったと言える。この革命の期間中、首都の

ルクセンブルク市を除くルクセンブルクの領土は、ベルギーの革命政権の

支配下に入る。この革命の後に行われた 1939 年ロンドン会議の結果、ルク

センブルクは、そのフランス語地域全てとドイツ語地域の一部（Arlon）を

ベルギーに割譲し、独立を保った。この時点をもって、ルクセンブルクは

ドイツ語地域、すなわち現在のルクセンブルク語が話される地域のみを残

す、言語地域的には単一の国家となった。しかし、既述のように、その後

もこの国では標準ドイツ語に加えて、フランス語も公用語であり続け、さ

らに 1984 年ルクセンブルク方言が国語に昇格したことにより、同一地域で

の 3 言語の併用という現在のルクセンブルクの言語状況が成立した 13。  

フランス語の使用については、その後のルクセンブルク経済を大きく発

展させることとなった 19 世紀末の鉄鋼山の発見が大きく影響している。

1870 年代に南部のミネット（Minett）地方で製鉄業が発展したことにより、

小国であったルクセンブルクは外国人労働者を大量に受け入れた。初めは

ドイツ人が主であったが（ 1875-1930 年代）、次いでイタリア人（ 1892-1950

年代）、そしてポルトガル人（ 1960 年代以降）へと、主要な外国人労働者

の国籍は移った（Trausch et  al .  2003: 227-229）。鉄鋼業で得た資本をもとに、

ルクセンブルクは主に金融業で経済を発展させ、今日では世界でも有数の

経済大国となっている。第二次世界大戦の時期を除き、この豊かな国を目

指して入国してくる移民は着々と増え続け、現在のルクセンブルクでは彼

らの割合が総人口の４割を超えている（グラフ 1 (Statec)）。また、ここ 10

年近くでは、ポルトガル人の割合が圧倒的に多く、次いでフランス人、イ

タリア人と、上位を占める外国人はみなロマンス語圏の国の出身者である

                                                      
13 ただし、ルクセンブルク語が独立する以前から、ルクセンブルク人はフラ

ンス語と標準ドイツ語、そしてドイツ語「ルクセンブルク方言」と、実際に

は 3 種類の言語変種を併用していたと考えられる。ルクセンブルク語の国語

への昇格は、「 3 言語」併用が公的に認められた出来事とも解釈できる。  
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（グラフ 2 (Statec)）。したがって、ルクセンブルクではフランス語しか話

せない外国人が非常に多く、問題となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

一方、ルクセンブルク語に関しては、1. 4. で詳述するように、ベルギー

独立革命の前後から方言文学が発展しており、20 世紀に入るころにはルク

センブルク人のアイデンティティの重要なシンボルとなっていた。1912 年

グラフ 1. 総人口に対する外国人の割合  

グラフ 2．国籍ごとの人口  
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には、すでに  Michel Welter 議員が国会の場で、フランス語とドイツ語と

ルクセンブルク語の 3 言語併用（ „Trilinguism“）について言及している

（Trausch 1992: 109-110）。この発言の中で Welter は、当時大公国の公用語

とされていたフランス語とドイツ語について、これらの言語はルクセンブ

ルク人にとって「外国語」だとさえ述べている。学校教科書では、「ドイツ

語は私たちの母語である」と書かれているかもしれないが、それは偽りで

あり、ルクセンブルク人の母語はルクセンブルク語であると主張している

14。ルクセンブルク方言が、ルクセンブルク人にとっての重要性を高めつ

つあったこのような時期に、ナチス政権が占領時に行った強硬な言語政策

は激しい反感を買い、その意図とは裏腹にルクセンブルク人のアイデンテ

ィティと、標準ドイツ語とは区別された「ルクセンブルクの言葉」に対す

る意識を高める結果となった。  

上記のような背景を受けて、Gilles et al .  (2010) では、ドイツ語とフラン

ス語に対する好感度について、ルクセンブルク人に対して年代別の調査を

行っている。  

 

                                                      
14 Michel Welter “Nous n’arrivons jamais à atteindre la perfection dans l a 

langue française ou allemande. Ce sont deux lagues étrangères au peuple 

luxembourgeois. On a beau écrire dans nos livres d’école: die deutsche 
Sprache ist unsere Muttersprache , [...] c’est un mensonge. Notre langue 

c’est le luxembourgeois.” (Trausch 1992 :  110) 

グラフ 3．年代別ドイツ語とフランス語に対する好感度（Gilles et  al.  2010） 
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第二次世界大戦の記憶が強く残る 60 代以上の年代ではフランス語への

好感度が高いのに対し 15、それが薄れた 20 代や 10 代では、むしろドイツ

語の好感度が高くなっている。若者の間でドイツ語の高感度が上がってい

る背景には、まずドイツ語がルクセンブルク語と同系統のゲルマン語で習

得が容易なことが挙げられる。また、フランス語への好感度の低下には、

この言語が総人口の非常に多くの割合を占め、また社会的地位も比較的低

いロマンス語系の移民が使う言語であり、それに対して反感をもつルクセ

ンブルク人が多いことが関係している。 Fehlen (2011: 160) では、「お掃除

おばさんの言葉なんか勉強したくない」という、フランス語の習得を嫌が

る高校生のコメントが引用されている 16。法律言語としての非常に高い社

会言語学的なプレステージを有する一方で、移民の言語という正反対のネ

ガティブなイメージをも有するのが、この国におけるフランス語の社会言

語学的な観点から見た大きな特徴と言える。  

 ルクセンブルクにおける上記の３言語の使用領域について、Gilles (2011)  

が以下の 4 つの基準を用いて簡潔にまとめているので、以下で引用する。  

 

＜ 4 つの基準＞  

 1．媒介：書き言葉   vs.  話し言葉  

 2．観念：「書き言葉」的  ↔  「話し言葉」的  

 3．同時性：同時―ほぼ同時―非同時  

 4．言語：ルクセンブルク語（L）―ドイツ語（D）―フランス語（ F） 17
 

                                                      
15 ナチス政権の占領下に幼少期を送った世代は、学校教育でフランス語を習

っておらず、したがってフランス語の使用に不自由を感じる者も多い世代で

ある。それにもかかわらず、フランス語への好感度を示す割合が多いのは興

味深い。  
16 “Je ne vais quand même pas apprendre la langue de ma femme de 

ménage!” (Fehlen 2011: 160) 
17 1. Medialität (mediale Realisierungsweise): med ial schriftlich versus 

medial mündlich (Dichotomie),  

2. Konzeption: konzeptionell schriftlich bis konzeptionell mündlich 

(Kontinuum), 

3. Synchronizität: synchron –  quasi-synchron –  asynchron,  

4. Sprache: Luxemburgisch –  Deutsch –  Französisch. (Gilles 2011: 49) 
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表 1．ルクセンブルク語の使用領域（Gilles 2011）  
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ルクセンブルク語の使用領域は、大まかに言えば話し言葉の領域が主であ

るといえるが、「媒介」と「観念」という概念を分けることによって、より

詳細に分類することができる。ルクセンブルク語は、媒介的に「話し言葉」

として実現される領域であれば国会の議論の場などかなり公的な場面でも

用いられ、さらにたとえ媒介的には「書き言葉」の領域であっても観念的

に「話し言葉」的な領域であれば、チャットやメールなどの領域でも使用

されることがわかる。しかし、学術論文や学術的な講演会など、観念的な

「書き言葉」性が高い領域までは、ルクセンブルク語はその使用領域を拡

げられずにいる。  

 この背景には、後で詳述するように、ルクセンブルク語の規範化が十分

進んでおらず、また正書法も母語話者の間に浸透していないことが大きく

関わっていると考えられる。  

 

1. 2. ルクセンブルク語とルクセンブルク内部の方言  

この節以降では、ルクセンブルク語に関わる問題を扱うこととする。ま  

ず、ルクセンブルク語の方言地理学上の位置づけと本論文が記述の対象と

する言語変種（Variante） 18、そして古高ドイツ語の時代から近現代までの

ルクセンブルク領周辺に残る資料及び近現代のルクセンブルク文学や辞典

についてまとめる。ただし、1.4. のルクセンブルク文学については、その

多様性にも着目するため、ルクセンブルク人がルクセンブルク語で書いた

作品に限らず、ルクセンブルク人による他言語文学や移民文学も扱う。  

ル ク セ ン ブ ル ク 語 は 、 方 言 地 理 学 上 、 高 地 ド イ ツ 語 子 音 推 移

（ hochdeutsche Lautverschiebung: 第二次子音推移  zweite Lautverschiebung）

を基準にした等語線によると、西モーゼルフランケン方言に分類される言

語変種である。ルクセンブルク大公国の人口は約 53.7 万人で、そのうちル

クセンブルク国籍を持つ人口は 30 万人弱だが、ベルギーのルクセンブルク

                                                      
18 ここで指すのは、同一言語体系内の音韻や形態における変異体のことでは

ない。社会言語学、言語社会学、比較言語学などにおいて、方言（Dialekt）

や社会的変種（Soziolekt）を指す用語としての  “Variante”  であり、本稿で

はこれを「言語変種」として訳している（Glück (Hrsg.)  (20053 :  716 ff.)）。  
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語地域（Arlon、地図 1 参照）の話者や、ルクセンブルク語を習得した外国

人の話者なども含めて、この言語の話者の人口は  約 40 万人とされる。

UNESCO の「危機言語」（ endangered languages）の基準によると、ルクセ

ンブルク語は  “vulnerable languages”（ 5 段階中、最も軽度）に分類される

（ http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered -languages/）。  

ルクセンブルク語が属する中部ドイツ語（Mitteldeutsch）の西半分、西

中部ドイツ語（Westmitteldeutsch）は、ライン川流域の南北に等語線の扇

を広げるため、「ライン扇状地」（ rheinischer Fächer）とも呼ばれる。  

 

地図１．第二次子音推移によるドイツ語方言区分（König 1998
1 2

:  64）  

 

 

隣接する東中部ドイツ語（Ostmitteldeutsch）と、この西中部ドイツ語を

隔てる等語線は、 „pund-fund“  線である。上部ドイツ語（Oberdeutsch）の

特徴である語頭での無声両唇閉鎖音  /p/ の  /pf/ への破擦音化 19は、中部ド

                                                      
19 /pf/ は、共時的には閉鎖音  /p/ と摩擦音  /f/ との子音連続とするのが適当

だが、通時的な音変化の分析を行っている上述の部分では、議論の都合上、「破
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イツ語以北には達しておらず、低地ドイツ語と西中部ドイツ語では閉鎖音

のまま残っている。これに対して、東中部ドイツ語では唇歯摩擦音  / f/  と

して現れている。  

本稿で取り上げるルクセンブルク語は、両唇閉鎖音  /p/  が残る地域に属

するが、この閉鎖音が現れる語彙（ lux. Pond  (dt .  Pfund)「ポンド」,  lux. Planz 

(dt .  Pflanze)「植物」）だけではなく、唇歯摩擦音  /f /  が現れる語彙も頻繁

に観察される（ lux. Feil  (dt .  Pfeil)「矢印」,  lux. Flicht (dt .  Pflicht)「義務」）。

また、破擦音  /pf/  は語頭ではほとんど観察されないが、語中では観察され

る語彙もある（ lux. dämpfen (dt .  dämpfen)「和らげる、蒸す」  (ただし lux.  

 

 

 

                                                                                                                                                            

擦音」という用語を用いることとする。  

地図 2．西中部ドイツ語の方言地図（Newton 1996: 50） 
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dämpen (dt .  dampfen)「湯気を出す」という語彙もある )）。こうした破擦音  

/pf/ が現れる語は、ドイツ語からの比較的新しい借用語である可能性があ

る。例えば  lux. “dämpfen” (dt .  dämpfen)「和らげる、蒸す」  は、2008 年出

版のルクセンブルク語とドイツ語の 2 言語辞典  Luxdico  (Welschbillig et  al .  

2008) に掲載されている語だが、最も大規模なルクセンブルク語辞典（ド

イツ語との 2 言語辞典）である  Luxemburger Wörterbuch  (1950-1977) やそ

れ以前の辞典には記載がない 20。また、上で挙げた  lux. Pond (dt.  Pfund)  と  

lux. Feil (dt .  Pfeil)、 lux. Planz (dt . Pflanze)  と  lux. Flicht (dt . Pflicht) など、

母音の前や同一の子音の前など、同じ音韻環境にあると考えられる場合に、

閉鎖音と摩擦音が現れる例が両方とも観察されるため、いずれかは借用語

である可能性が高い。少なくとも lux. Flicht [fl ɪɕt]  については、ルクセン

ブルク語では母音の長音化が起こるはずの音韻環境（ -ht  の前）でこれが

起きていないため（ *[fli ːɕt]）、明らかに外来語であることがわかる（ 6 章

参照）。本論文では、西中部ドイツ語の中でも、南北で見れば中間の中部ド

イツ語の地域に位置し、東西で見れば西端に位置するというルクセンブル

ク語の地理的な状況から、この言語における本来の音は閉鎖音  /p/  であり、

それ以外の音が現れる語彙は、他方言や標準ドイツ語からの借用であると

考える。  

西中部ドイツ語内部では、北西から南東に向かって、順にケルン方言

（Kölsch）などが属するリプアリア方言（Ripuarisch）、ルクセンブルク語

が属するモーゼルフランケン方言（ Moselfänkisch）、プファルツ方言

（ Pfälzisch）やヘッセン方言（Hessisch）が属するラインフランケン方言

（Rheinfränkisch）が広がっている。これら 3 つの方言地域は、モーゼルフ

ランケン方言を中心に、北の  „dorp-dorf“  線と、南の  „dat-das“  線で区切

られている（地図 2）。したがって、中間のモーゼルフランケン方言に属す

るルクセンブルク語でのそれぞれの語彙は、語末で流音に後続する場合に

子音推移を起こした無声唇歯摩擦音  /f/  を有する  lux. Duerf (dt .  Dorf)「村」 

と、語末で子音推移を起こしていない無声歯茎閉鎖音  /t /  を有する  lux. 

                                                      
20 ルクセンブルク語辞典については、 1. 5. で詳述。  



24 

 

dat (dt.  das)「それ（中性指示代名詞） /その（中性指示冠詞）」  である。  

 このように、西中部ドイツ語は、その内部で高地ドイツ語子音推移が細

かく段階的に観察される非常に興味深い方言地域であり、ここに着目した

研究や研究プロジェクトは少なくない。例えば、上の高地ドイツ語子音推

移による等語線の基準となる例文  „Wenkersätze“  を作り、大々的に方言調

査を行った  Georg Wenker
21

 はライン州（Rheinprovinz）出身であり、ライ

ン川流域の方言についても、いくつかの文献を残している（Wenker 1877;  

1881, 1886）。西中部ドイツ語に関する代表的な先行研究としては、Lerchner 

(1971) があり、詳細な方言地図としては  Bellmann et  al.  (1994-2002) Mittel-  

rheinischer Sprachatlas (Bd. 1 -5)  が挙げられる（Niebaum/Macha (2006)）。  

一方で、ルクセンブルク語に焦点を絞った先行研究は多いとは言えない。

そもそもルクセンブルク語の方言から言語への昇格は、隣接する方言と一

線を画す言語内的な特徴に起因するというよりも、むしろ国家の独立に伴

う社会言語学的な、すなわち言語外的な要因によるところが大きい。大き

な方言区分で見れば、ルクセンブルク語はモーゼルフランケン方言の一部

であり、隣接するトリーア方言（Trierisch）などと連続している 22。一方で、

ルクセンブルク語内部にも細かな方言差がある。  

ルクセンブルク語の体系的な記述は進んでいないが、Robert Bruch らに

よって、ルクセンブルク大公国内の方言については詳細な調査が行われて

いる。その結果は方言地図としてまとめられており、現在はデジタル版も

存在する（ http://www.luxsa.Info/）（Gilles/Moulin 2008）。ルクセンブルク語

北部方言では、リプアリア方言（Ripuarisch）と共通する「 k の挿入」（ dt.  

k-Epenthese ） が 観 察 さ れ （ 地 図 3 ）、 南 部 で は ロ ー ト リ ン ゲ ン 方 言

（Lothringisch）やアレマン方言（Allemanisch）に特徴的な  [s] の口蓋化（ dt.  

                                                      
21  Wenker による方言地図はデジタル化もされている（Digitaler Wenker- 

Atlas (DiWA) (http://www.diwa.info/ )）。  
22 ただし、後述のルクセンブルク語内部の方言差という観点から厳密に分析

すると、トリーア方言と似ているのはルクセンブルク語の東部方言というこ

とになる。したがって、他の地方の方言や「標準ルクセンブルク語」（標準語

の存在の有無等の議論は、以下の本文を参照）とトリーア方言は、東部方言

と比較するとそれほど近くはない。  



25 

 

Palatalization）が観察される（地図 4）など、南北でそれぞれ別の特徴を示

している。また、都市化が進む中心部では、標準ドイツ語の影響を強く受

けた新しい形式が観察される一方で、南部や北部など都心部から離れた地

域では、ルクセンブルク語本来の古い形式が残りやすい（地図 5）。  

 

地図 3．「 k の挿入」 (Luxemburgischer Sprachatlas  (地図番号 170) )  
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地図 4．  „ißt ,  fest,  müßt“  (Luxemburgischer Sprachatlas  (地図番号 166 番 ))  

 

地図 5．  „Schwester“  (Luxemburgischer Sprachatlas (地図番号 164 番 ))  
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ルクセンブルクの方言は、大きく分けると北部、南部、東部、中央方言

の４つに分類されるが（地図 6）、この 4 方言間でコミュニケーションに不

都合を生じる場合もある。また、社会言語学的なプレステージの違いも存

在するため 23、Gilles (1999) は、ルクセンブルク語の言語としての独立以

前 か ら 、 そ れ ぞ れ の 方 言 の 特 徴 が 相 殺 さ れ 、 中 和 さ れ た 超 地 域 的

（ „überregional“）な言語変種が存在していたと考えている。今日では、ル  

 

 

 

                                                      
23 母語話者の意見によると、特に北部方言や南部方言話者は自分の方言に劣

等感を感じることが多いようである。各方言に対する母語話者の社会言語学

的な評価（Einschätzung）が最も良く現れているのは、Michel Rodange に

よるゲーテの『ライネケ狐』へのオマージュ  Renert. De Fuuss am Frack an 

a Maansgréisst.である（Méchel Rodange (2008 3)）。  

地図 6． ルクセンブルク語内部の方言（Gilles 1999: 62） 
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クセンブルク社会への統合（ Integration）や国籍取得等の目的のために、

ルクセンブルク語を学ぶ外国人が増えているが、彼らに教授されるルクセ

ンブルク語は、この「超地域的な」変種であると考えられる。しかし、こ

の言語変種の規範は完全に定まっているとは言えず、語彙的にも形態的、

統語的にも揺れが大きい 24。ルクセンブルク語の先行研究及び言語調査は、

このような状況の中で行われているため、内部の方言地域を細かく限定し

て行ったものが多く（Engelmann 1910; Palgen 1931, 1954; Bertrang 1920）、

「（標準）ルクセンブルク語」の記述とされるものは数少ない。その中で、

方言差も含めて大公国で話される言語の体系記述を試みた最も重要な文献

として  Bruch (1954, 1973
3
)  が挙げられる。比較的新しいものでは、Gilles 

(1999) が、ルクセンブルク語内部の方言を詳細に比較し、上述の超地域的

な言語変種の特徴やその成立過程について論じている。「標準ルクセンブル

ク語」と考えられる言語変種は中央方言に近いが、標準日本語が東京方言

をもとにしているのとは異なり、ルクセンブルクでは、中央方言が標準語

として選択され、その規範化が進んだわけではない。実際、ルクセンブル

ク市で話される言語変種を標準語と別物とみなす話者もいる。筆者は、言

語調査の際に話者に対して「ルクセンブルク語の方言を話すか」という質

問もしたが、それに対して「ルクセンブルク市方言（ lux. Stadlëtzebuergesch/  

Stater）を話す」と回答する話者が散見された。これらの話者は標準語とル

クセンブルク市で話される言語変種を区別していると考えられる。  

大公国の国語となって以来、この言語を学ぶ外国人が増える等の事情か

ら、「標準ルクセンブルク語」の規範化は、現在、ルクセンブルク語母語話

者が取り組むべき最も重要な課題の一つと言える。しかし、少なくとも現

段階で、ルクセンブルク語教育はこの国の学校教育の中にほとんど組み込

                                                      
24  たとえば、語彙（ lux. Hues/Strëmp (dt. Strumpf)「靴下」）、音韻（ lux. 

maachen [ˈma ːxən]/man [ma ːn] (dt. machen)「作る、する」）、形態（ lux. 

geféiert/gefouert (dt. geführt)「導かれた（過去分詞）」）（ Braun et al. 

(2005b)）、統語（ lux. datt ech dat soll maachen/maache soll . (dt. dass ich 

das soll machen/ machen soll.「私がそれをするべきであること」後者の  

“maachen”  では、音韻的な理由で語末の  [n] が脱落している（「 n 規則」

（n-Regel） 5. 1. 参照）など。  
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まれておらず、母語話者自身の規範に対する意識はまだ低いと言える。ル

クセンブルク語（もしくはルクセンブルク語文学）は、小学校低学年で週

１時間程度教えられるのみであり 25、正書法すら定着していないのが実情

である。「標準ルクセンブルク語」の定義があいまいな現状を受け、本論文

では、Gilles (1999) での「超地域的な言語変種」、もしくは外国人向けのル

クセンブルク語教科書で記述される言語変種に最も近いと考えられる、首

都ルクセンブルク市周辺の言語変種、すなわち、Gilles (1999) の記述に倣

えば「中央方言」を記述の対象とする。以下、断りなしに「ルクセンブル

ク語」としている場合は、ルクセンブルク語中央方言を指すものとする。  

 

1. 3. 現ルクセンブルク領及び他のモーゼルフランケン方言の古い資料  

現ルクセンブルク領で最古の資料としては、エヒタナハ（ Echternach）

に残る古高ドイツ語の時代の注釈書  ‚Maihinger Evangeliar‘（ 8 世紀）があ

る（Weimann 2012: 10; Glaser/Moulin 2009: 1257-1278; Meineke/Schwerdt 

2001: 167; Schulte1993: 88-110） 26。ただし、この時代の文字資料は注釈や

人名に限られており、まとまったテキストの形では残っていない。‚Trierer 

Capitulare‘  は、モーゼルフランケン方言で書かれたものと考えられている

が、これはかなり後の時代に書かれた写しの形でしか残っておらず、古い

時代の言語資料としてはあまり参照の価値がない（Weimann 2012: 10-11）。 

以下、Weimann (2012: 11-17) で挙げられている 12 世紀から 14 世紀まで

の同地域に残る文献を概観する。 12 世紀の  ‚Arnstiner Mariensgebet‘  で使

                                                      
25 “Mém. A –  178 du 22 août 2011, p2990”  (Règlement grand-ducal du 11 

août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement 

fondamental. 

(http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_educ

ation_nationale/CHAPITRE_2.pdf)) 
26  698 年アイルランド出身の宣教師  Willibrord がエヒタナハ修道院を建立

したことを機に、この街は宗教的な中心地となる。エヒタナハの伝統的な宗

教行事として現在まで伝えられ、世界遺産にも指定されている  lux. Sprang- 

prëssessioun (dt. Springprozession)  は 、 毎 年 、 聖 霊 降 誕 祭 （ lux. dt. 

Pfingsten）の火曜日に、街中をステップを踏みながら練り歩く行事だが、

Willibrord が埋葬される聖堂がその終着点となっており、この行事で最も重

要な役割を担う。  
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用されている言語は、むしろ「北ラインフランケン・モーゼルフランケン」

方言（ „nordrhfrk.-mslfrk.“）と考えられる。本来モーゼルフランケン方言で

執筆されたはずの  Pfaffe Lambrecht の作品は、全てモーゼルフランケン地

方以外の地域に写本として伝わっているため、そのうち  ‚Tobias‘  は高地ド

イツ語及び低地ドイツ語の特徴を示しており、 ‚Alexanderlied‘  は、ヘッセ

ン 方言 版 （ ‚Straßburger Alexander‘） と 、 バイ エ ル ン 方言 版 （ ‚Vorauer 

Alexander‘）として残っている。逆に、本来モーゼルフランケン方言以外

の方言で書かれたのいくつかの資料（ ‚Herzog Ernst‘  など）が、 13 世紀の

モーゼルフランケン方言の写本（Handschrift）として残っている。ただし、

ここで使用されている言語が、純粋なモーゼルフランケン方言なのか、オ

リジナルの方言の特徴も残しているのかについては、議論の余地がある。  

モーゼルフランケン方言で書かれた  ‚Gothaer Fiebersegen ‘、 ‚Christi 

Geburt‘  などの小詩集や  ‚Albanus‘  伝の写本などは、 13 世紀の初頭から同

世紀の半ばごろのものだと考えられている。13 世紀末の資料としては、南

ア イ フ ェ ル （ Eifel ） 地 方 の  ‚Gebetbuch moselfränkischer Zisterzien- 

serinnen‘  などのテキストが残っている（Weimann 2012: 12）。同時代に書か

れたとされる二行対韻詩（Reimpaardichtung）の  ‚Minnehof‘、 ‚Schlacht bei  

Göllheim‘、 ‚Böhmenschlacht‘、 ‚Turnier‘、 ‚Ritterfahrt‘、 ‚Ritterpreis‘（編者

不詳）などは、14 世紀初頭の 4 つの写本に断片的に残っている。この中の  

‚Turnier‘、 ‚Ritterfahrt‘、 ‚Ritterpreis‘  が含まれるデュッセルドルフ写本

（Düsseldorfer Handschrift）のみがモーゼルフランケン方言で書かれたもの

として残っており、他はフランクフルト写本（ Frankfurter Handschrift）と

ケルンの断片的な写本資料（Kölner Fragment）がリプアリア方言、アムス

テルダムの断片資料（Amsterdamer Fragment）がラインフランケン方言で

書かれた写しとして残っている。  

 13 世紀半ばから 13 世紀末までのモーゼルフランケン方言の資料は多く

なく、14 世紀に入ってやっと少しずつ増えてくる。ルクセンブルク伯爵領
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において、公文書がいわゆる「民衆語」（Volkssprache） 27で書かれるよう

になるのは、14 世紀半ばになってからである。文学的なテキストとしては、

14 世紀のラインラント（Rheinland）でミンネレーデ 28（Minnerede）が散見

され始めるが、頻繁に観察されるようになるのは 15 世紀初頭の写本になっ

てからである。Becker (1989: 43) によると、その中にはモーゼルフランケ

ン方言のテキストも散見されるとのことである。また、1400 年前後の戯曲

も残っている。14 世紀のもので、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッ

ハ（Wolfram von Eschenbach）の  ‚Willehalm‘  など、上部ドイツ語の有名な

テキストの写本のモーゼルフランケン方言版が完全な形で残っているが、

もともとモーゼルフランケン地方で書かれた大きなテキストはない。  

 この他に、現ルクセンブルク領内の中世の資料の中で最も知られており、

先行研究も多い文献として挙げられるのは、 13 世紀後半の  Hermann 修道

士（Bruder Hermann）による  Yolanda von Vianden  である。これは、現在の

ルクセンブルク領  Vianden の領主（Vianden 伯）の娘で、聖女とされる修

道女 Yolanda の生涯を、修道士  Hermann が綴ったものである（ Bruder 

Hermann 2009; Berg et al .  2001; Backes  2000; Lösel/Newton 1999）。現在のル

クセンブルク領出身の  Yolanda に対して、Hermann の言語的な背景には諸

説あるが 29（Newton/  Lösel 1999: 17-18）、現在のルクセンブルク領内に残る

代表的な資料として、本論文でも言及しておく。他に、 14-15 世紀のルク

セ ン ブ ル ク 市 に お け る 会 計 簿 を 集 め た 資 料 と し て 、 Moulin (Hrsg.) 

(2007-2012) Die Rechnungsbücher der Stadt Luxemburg（全 6 巻）がある。  

 

1. 4. ルクセンブルクにおける近現代文学の潮流  

時代が下り、現代ルクセンブルク語と大きな違いはないと考えられる

「ルクセンブルク方言」で書かれた文学が、19 世紀から散見されるように

                                                      
27 ラテン語に対して、その土地で話されるドイツ語（方言）を指す言葉。  
28 宮廷恋愛を歌ったミンネザング（Minnesang）を引き継いだ、中世後期の

韻文の文体。  
29 Hermann の言葉が、ケルンからトリーアの間の地方のものであるという

説の他、マインツ方言のようでもあるとする説があり、筆者の言語学的な背

景については、まだ定説はない状態である。  
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なる。この時代から 1984 年の言語法を経て現在に至るまで、ルクセンブル

ク語は書き言葉としての使用領域の拡大にはさほど成功しているとは言え

ず、今日でもルクセンブルクにおいて消費される書籍や雑誌類は、外国か

ら輸入したものとルクセンブルク人が執筆したものとを問わず、ドイツ語

やフランス語、もしくは英語で書かれたものが圧倒的に多い。しかし、「ル

クセンブルク方言」（ 1984 年以降はルクセンブルク語）で執筆された文学

自体は、強硬な言語政策がとられたナチス政権の占領下の時期を除いて発

展を続けている。この節では、こうしたルクセンブルク方言 /語文学を紹介

するとともに、ルクセンブルクの近現代文学史において重要なルクセンブ

ルク人のドイツ語作家やフランス語作家、また現在総人口の半数近くを占

める移民を有するこの国に特徴的な移民文学の代表作家を紹介する。  

ルクセンブルク方言文学の祖とみなされているのは、数学教授でもあっ

た  Antoine Meyer (1801-1857)である。 1829 年に出版された彼の作品  E 

Schreck ob de Lezeburger Parnassus  が、一般的には最初のルクセンブルク

語（ルクセンブルク方言）文学とみなされている（Meyer 1829, 2004）。上

記の著書が出版された時期は、ルクセンブルクでも独立の機運が高まるき

っかけとなるベルギー独立革命（ 1830 年）の直前である。その後の国民ア

イデンティティの高揚に合わせて、Michel Lenz (1820-1893)、Edmond de la 

Fontaine (雅号は  Dicks、1823-1891)、Michel Rodange (1827-1876) ら、ルク

センブルク３大詩人と呼ばれる作家を輩出し、ルクセンブルク方言文学は

19 世紀に最初の繁栄を謳歌する。Lenz は主に詩人として活躍した（Lenz 

1980, 1981）。彼の詩  “Ons Heemecht”  (dt . Unsere Heimat ) は、現在のルクセ

ンブルクの国歌にもなっている 30。彼は他に、ルクセンブルクで親しまれ

る民謡  “Hämmelsmarsch”  (dt.  Hammelsmarsch )  
31への作詞も行っている。

                                                      
30 Lenz の詩は、 1895 年にルクセンブルクの代表的な作曲家  Jean Antoine 

Zinnen によって曲が付けられ、ルクセンブルクの国歌となった。  
31 中世最盛期のルクセンブルクの統治者であり、ルクセンブルク人から最も

愛される統治者の一人ジャン盲目王（ lux. Jang de Blannen; dt. Johann der 

Blinde）が 1340 年に始めた  lux. Schueberfouer（教会開基祭  (lux. Kiermes; 

dt. Kirchweih) における大市）で、祭りの景品の羊を連れて街を練り歩く際

に演奏された行進曲。もともとメロディーのみの曲であったが、Lenz によっ
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Dicks の雅号で知られる  Edmond de la Fontaine は、戯曲を多くのこしてお

り、中でも  D’Mumm Séis  (dt .  Die Mutter Suse)  (Fontaine 1994
32

)、D’Kiermes-  

gäscht  (dt.  Die Kirchweihgäste )
33などが有名である（Goetzinger et  al . 2009）。

また、ルクセンブルクの伝説や民話を収集した功績も大きい（ Fontaine 

1989）。Rodange の代表作は、Renert .  De Fuuss am Frack an a Maansgr éisst  

(Rodange 2008
3
)  である。これはゲーテの『ライネケ狐』へのオマージュだ

が、登場するそれぞれの動物たちにルクセンブルク内部の方言を話させて

いるため、結果として今では廃れつつある各方言の貴重な資料となってい

る他、各方言の社会言語学的プレステージやイメージもよく表現されてい

るため、言語学的な価値も非常に高い。近年、Romain Hilgert  による注を

付された版（Rodange 2008
3）が出版されており、そこではこうした方言の

使用に関する説明や当時の時代背景の説明などが詳細に解説されている 34。 

その後、ルクセンブルク語で執筆活動を行った作家としては、 André 

Duchscher
35

 (1840-1911) (Duchscher 1939) 、 Batty Weber
36

 (1860-1940)  

(Weber 1933a, b, c)、 Isidor Joseph Comes (雅号は  Isi  Comes, 1875-1960) 

(Comes 1998)、Max Goergen (1893-1978) (Goergen 1985a, b) が特に有名であ

る。しかし、方言という社会言語学的な地位に留まり、正書法もまだ定ま

っていなかった当時、読み物としてのルクセンブルク語文学の受容が盛ん

だったとは言い難い。そのような状況を受け、上記の作家のうち  Duchscher、

Weber、Goergen は、話し言葉としての受容が可能な戯曲を多く残している。 

                                                                                                                                                            

て詞が付けられた。  
32 初版は 1856 年。  
33 初版は 1856 年。  
34 ただし、注や前書きの部分も含め、全てルクセンブルク語で執筆されてい

る。ルクセンブルク語が書き言葉としての領域までなかなかその使用領域を

拡げられずにいる現段階で、比較的学術的価値の高い内容の本書をこの言語

のみで執筆している点においても、注目に値する文献である。  
35 ルクセンブルク労働者文学を代表する一人。また、後述のように、ルクセ

ンブルク語正書法の考案にも尽力した人物の一人である。著作はルクセンブ

ルクのエヒタナハ方言（東部方言に属する）で執筆されている。  
36 Weber がルクセンブルクの文壇で果たした役割は大きく、この国の文学賞

として、 1987 年より「Batty Weber 賞」が設けられている。  

 ルクセンブルクにはこの他、「 Servais 財団賞」（Prix de la Fondation 

Servais）や、「国立文学コンクール」（Concours littéraire national）がある。  
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19 世紀から 20 世紀初頭の文筆家には、Alexander Weicker (1893-1983) 

(Weicker 1998) のように、ドイツ語で執筆活動を行う者がまだ多かった。

また、Félix Thyes (1830-1855) (Thyes 1990) のように、フランス語を執筆言

語とする文筆家もいた。主にドイツ語で執筆活動を行った  René Engelmann 

(1880-1915) は、作家としての業績だけでなく、ルクセンブルク方言研究

者としての業績を多く残しており（Engelmann 1910a, b）、また後述のよう

にルクセンブルク語正書法の考案においても大きな役割を果たした 37。現

代の文筆家と比べて、ドイツ語とフランス語の間での執筆言語の選択は、

大公国の公用語が目まぐるしく変わった当時のルクセンブルクの社会状況

がより反映されたものであったと考えられる。  

20 世紀半ば、ナチス政権による占領下では厳しい言語政策が行われ、フ

ランス語だけでなくルクセンブルク語の使用も制限されたが、戦後、ルク

センブルク語（ルクセンブルク方言）文学も復興する。ルクセンブルク語

で執筆を行う戦後の文筆家としては、Roger Manderscheid  (1933-2010)、Josy 

Braun (1938-2012)、 Guy Rewenig (1947-)、 Jhemp Hoschei t  (1951-)、Nico 

Helminger (1953-)、Claudine Muno (1979-) 等が有名である。Mandersceid や

Rewenig は数多くの賞を受賞しており、 1998 年に出版された  Hoscheit の

代表作  Perl oder Pica  (Hoscheid 2005
4
)  は、ベストセラーとなり、「 Servais 

財団賞」を受賞した他、映画化もされ、2006 年にルクセンブルクの映画館

で放映された 38。これは、第二次世界大戦の爪痕がまだ残る 1963 年の世の

中を主人公の 12 歳の少年  Norbi の視点から描いた作品である 39。Nico 

Helminger も、「Batty Weber 賞」の受賞歴（ 2008 年）のある代表的な作家

の一人で、大文字を使わずに全て小文字で執筆するという特徴的な手法を

用いる作家の一人である。ドイツ語の引用箇所などを除いて、ほぼ全編を

小 文 字 で 書 く 手 法 は 、 も と は  Manderscheid が 始 め た 手 法 で あ る

                                                      
37 Welter-Engelmann 正書法（後述参照）。  
38 この映画もまた、「ルクセンブルク映画賞」を受賞した。 2007 年に DVD

化もされている。  
39 Hoscheit の少年時代の体験を元にした作品である。  
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（Manderscheid (1988) Schacko Klak
40

 など）。文頭や名詞の頭文字などの大

文字書きを避けることによって、視覚的な手掛かりを少なくするこの手法

は、書き言葉としての使用よりも、話し言葉としての使用の方が圧倒的に

多いルクセンブルク語の特徴を意識した表記法と言える。Manderscheid と

交遊のあった  Rewenig は、通常は大文字書きの規則も含め、正書法にの

っとった綴りで執筆する作家だが、Manderscheid へのオマージュとして執

筆した戯曲  manderscheid. ein sti llleben (Rewenig 2010) では、全て小文字で

執筆している。Braun は、純文学の分野での評価を受けることは他に挙げ

た作家よりは少ないが、推理小説や児童向けの教科書、戯曲や詩などを精

力的に執筆し、ルクセンブルク語文学の大衆化に貢献した作家の一人であ

る。また、ルクセンブルク語正書法の小冊子  Eis Sprooch richteg schreiwen 

(Braun 2009
1 6

)  の執筆や、外国人のルクセンブルク語学習者向けの教材  

Braun et al . (2005a, b) の執筆に加わる等、ルクセンブルク語教育に関する

代表的な著書も多く残している。Claudine Muno (1979-) は、比較的若い年

代にはなるが、2004 年に「Servais 財団賞」も受賞した（Muno (2003)  Frigo）、

ルクセンブルクを代表する文筆家の一人である。彼女は、主にルクセンブ

ルク語で執筆する傍ら、作品によってドイツ語やフランス語、または英語

でも執筆を行っている。  

多言語併用国家ルクセンブルクにおける文筆家たちの言語選択も興味

深いテーマの一つである。先に挙げた  Nico Helminger の実弟に当たる  

Guy Helminger (1963-) は、主にドイツ語で執筆活動を行う文筆家の一人で

ある。2011 年ルクセンブルク大学での彼の講演によると、彼が文筆活動を

始めた当初は、まずフランス語での執筆を試みたとのことである。しかし

その後、ドイツ語を最も自己表現に適した言語として認めるようになり、

それ以降はドイツ語での執筆を行っているとのことである。ルクセンブル

ク語については、やはり書き言葉としての普及率の低さから、読者層が限

                                                      
40 これもルクセンブルク文学を代表する作品で、1990 年に映画化されている。

ドイツ語の翻訳版  Manderscheid (1997) Tschako klak も出版されているが、

この翻訳版では、地の文で大文字を使用しないというこの作品の特徴は踏襲

されておらず、大文字・小文字の書き分けはドイツ語正書法に倣っている。  
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られるという短所を挙げ、この言語での執筆は今後も行わないとのことだ

った 41。さらなるルクセンブルク語文学の発展のために、ルクセンブルク

語の書き言葉としての使用領域の拡大させることの重要性を感じるコメン

トである。  

ルクセンブルクのドイツ語作家としては、 Jean Krier (1949-2013) が国際

的にも認められている。彼の代表作  Herzens Lust  Spiele (Krier 2010) は、

2011 年にルクセンブルクの「 Servais 財団賞」を受賞する他、同年、ドイ

ツ語非母語話者によるドイツ語文学に対して授与される  Adelbert von 

Chamisso 賞 42を受賞している。  

この他、ルクセンブルク文学を紹介する上で無視できないのが移民文学

である。この国の半数近くを占める移民の中でも、比較的古い時代からの

移民と言えるイタリア系移民３世の  Jean Portante (1950-) が、最も代表的

な文筆家の一人と言える。1994 年に彼の代表作  Mrs Haroy ou la mémoire de 

la baleine（原題通り）（ Portante 1993, 1999, 2008） 43
 が  Servais 財団賞を

受賞している。この作品は、哺乳類として肺呼吸を続けながらも海中で生

きることを余儀なくされ、かといってヒレに変わってしまった四肢では陸

上に戻ることもできないクジラの悲劇を 44、ルクセンブルクに住む移民の

姿と重ね合わせ、そのアイデンティティの揺らぎを表現した作品である。

                                                      
41 執筆言語としてはドイツ語を選択しながらも、彼は兄 Nico Helminger や  

Roger Manderscheid のように、全て小文字で執筆するというスタイルをと

っている。  
42 たとえば、日本人の作品では、多和田葉子の Talisman (Tawada 20086) が、

1996 年 Chamisso 賞を受賞している。  
43 Portante は、本作のタイトルを 1999 年版で  “Mrs Haroy ou”「ハロイ夫

人もしくは」の部分を省いた  “La mémoire de la baleine”「クジラの記憶」

のみとしているが、 2008 年版では前半部を戻した 1993 年版と同じタイトル

にしている。  
44 “... malheureusement, en entrant dans la mer, les baleines étaient 

restées des mammifères et étaient donc condamnées à respirer comme 

nous, les humains, ce qui n’était pas très confortable au milieu de s océans 

dans lesquelles elles ne se sentaient pas comme des poissons dans l’eau.  
En même temps, leurs quatre pattes avaient fini par se transformer en 

nageoires, ce qui les empêchait de retourner vivre sur la terre ferme. 

N’étant donc chez elles ni dans la mer ni sur terre, les baleines vivaient, 

[...],  une vie tragique.”  
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この作品はルクセンブルクの公用語の一つであるドイツ語に翻訳されてい

る他（Portante 2007）、イタリア語、ルーマニア語などにも翻訳されている。

彼は他に、 2011 年に Batty Weber 賞を受賞する他、国外でも 2003 年にフ

ランスの  Mallarmé 賞を受賞している。また、 2006 年から  Académie 

Mallarmé の会員にもなっており、国際的に活躍している。  

他に、キリスト教関連の文献のルクセンブルク語翻訳としては、『詩編』

（D’Psalmen）が 1996 年、『新約聖書』（Evangeliar）が 2009 年に出版され

ているが、あまり普及していないようである。  

 

1. 5. ルクセンブルク語辞典の歴史  

最も古いルクセンブルク語辞典としては、 Jean-François Gangler による

Lexicon der Luxemburger Umgangssprache  (LLU) がある（Gangler  1847）。そ

の後、設立された「第一次辞書委員会」（ la première Comission du Dictionnaire 

luxembougeois）によって、1906 年に新たに  Wörterbuch der luxemburgischen 

Mundart  （WLM）が出版される。この後、1935 年「大公国研究所」（ Institut  

Grand-Ducal）に言語学・民族学・人名・地名学部門（ Section de linguistique, 

d’ethnologie et  d’onomastique）が設立され、「第二次辞書委員会」（ la deuxième 

Commission du Dictionnaire luxembourgeois）によって、さらに大規模な辞

書の作成が行われる（ Schanen 1980:12）。この委員会によって、 1950 年か

ら 1975 年にかけて、 4 巻に渡る  Luxemburger Wörterbuch  (LWB) が出版さ

れる。 1977 年には補足版（第 5 巻）が出版されており、LWB は現段階で

最大のルクセンブルク語辞典（ただし、ルクセンブルク語とドイツ語の 2

言語辞典）である。ルクセンブルク語内部の方言に関する記述が充実して

いる点でも非常に重要な文献だが、この辞典の成立当時の社会背景を受け、

ユダヤ人やイスラム教徒に対する差別的な表現が多い等の理由から、現在

では残念ながら絶版となっている。しかし、上で挙げた 3 つの代表的な辞

典については、ルクセンブルク大学で電子化されており、同大学のルクセ

ンブルク言語文学研究室のサイト  “Infolux”  でオンライン版を利用するこ

とができる（ http:// Infolux.uni.lu/）。  
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今日では、ルクセンブルク語を学ぶ外国人向けに多くの多言語辞典が出

版されている。 Schanen と  Lull ing（ドイツ語版ではさらに  Welschbil lig） 

によって編纂された  Luxdico  のシリーズは、ドイツ語版、フランス語版、

英 語 版 が 出 版 さ れ て い る （ Welschbillig/Schanen/Lulling 2008; Schanen/ 

Lulling 2009; Schanen/Lulling 2012）。また、Zimmer による  9000 Wierder op 

Lëtzebuergesch  (Zimmer 2008) は、ルクセンブルク語の見出し語 9000 語に

ついて、フランス語、ドイツ語、英語、スペイン語、ポルトガル語、イタ

リア語の訳を付けた辞書である。しかし、これらの辞書は、各見出し語に

対応する語彙を載せているだけの、いわば語彙表にすぎず、詳しい説明や

例文 な どは 載 せ ら れて い ない 。 そ れ に対 し 、 Deutsch-Luxemburgisches 

Wörterbuch  (Derrmann-Loutsch 2004
2
)  と  Dictionnaire Français -Luxem- 

bourgeois  (Derrmann-Loutsch 2006) とで対になっているシリーズでは、見出

し語によっては例文などが載っている。しかし、このシリーズには、ルク

センブルク語を見出し語とするバージョンがなく、もっぱらルクセンブル

ク語非母語話者がルクセンブルク語作文をするときに用いるために編集さ

れた辞書と言える。オンラインの辞書としては、ルクセンブルク大学の研

究室が提供している上記の辞書の他、ルクセンブルク文化省（Ministère de 

la Culture）による辞書  Lëtzebuerger Online Dictionnaire  (LOD) がある

（ http://www.lod.lu/）。これは 2014 年に完成予定の辞書だが、すでに使用

が可能である。このオンライン辞典では、例文も比較的豊富に載せられて

おり、また母語話者の発音を聴くことができる点でも長所がある。しかし、

あくまでルクセンブルク語語学学習者を対象とした辞典であるため、専門

性では上記の  LWB に大きく劣る。LWB は、例文も多く記載され、専門

性も高い最も優れた辞書と言える。  

このように、すでにルクセンブルク語についての複数の辞典が出版され

ているが、ルクセンブルク語のみで書かれた一言語辞典はまだ編纂されて

いない。ドイツ語方言から独立を遂げたルクセンブルク語の辞典に関わる

今後の課題としては、LWB のような専門性の高い辞典の再編纂に加えて、

ルクセンブルク語のみで書かれた一言語辞典の編纂が挙げられるだろう。   
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第 2 章 ルクセンブルク語の正書法  

 

2. 1.  ルクセンブルク語正書法の歴史  

 ルクセンブルク語がルクセンブルクの国語（ fr.  langue nationale）として

法的に認められたのは、既述のように 1984 年の言語法が制定されて以来だ

が、ルクセンブルク人が自分達の言語に意識的になったのは、1930 年から

始まるベルギー独立革命の前後からである。前述の  Antoine Meyer は、文

学作品も執筆する一方で、ルクセンブルク語の正書法についても執筆して

おり（ Meyer (1934)  Règelbüchelein vum Letzebuerger Orthograf ）、 de la 

Fontaine (Dicks) も正書法についての論考を執筆している（ Fontaine (1855)  

Versuch über die Orthographie der Luxemburger deutschen Mundart）。ルクセ

ンブルク方言文学の登場は、それまで話し言葉としてしか使用されてこな

かったルクセンブルク語が、書き言葉としてその使用領域を拡げる第一歩

であった。正書法の問題は、この言語（当時は方言）の書き言葉としての

使用の始まりとともに必然的に浮かび上がった問題と言える。  

前述の文筆家  André Duchscher (1840-1911) が、 Caspar Mathias Spoo,  

(1837-1914) とともに  de la Fontaine の正書法に修正を加え、それをもとに

正書法の最初の均質化を図ったのが、1897 年に設立された第一次ルクセン

ブルク方言辞書委員会（ fr.  la première Commission du Dictionnaire du 

dialecte luxembourgeois）である（Schanen 1980:  12）。1906 年の  WLM から

1950 年 LWB 出版までの間には、ドイツ語の正書法をモデルにした  Nik 

Welter と既述の文筆家兼方言学者の  René Engelmann による正書法（ 1910

年  Welter-Engelmann-Orthographie ） や 、 音 声 表 記 の 忠 実 さ を 目 指 し た  

Nicolas Margue と  Jean Feltes による正書法（ 1946 年  Margue-Feltes- 

Orthograhpie）が考案された。この間、ルクセンブルクは 2 つの世界大戦を

経験しており、特に第二次世界大戦時には、ナチス政権からの侵略も受け

て い る 。 ド イ ツ 式 の 正 書 法 で は な く 、 忠 実 な 音 声 表 記 を 目 指 し た

Margue-Feltes の正書法は、当時のルクセンブルク人の反独感情の表れと言

えなくもないが、ここではその詳細には触れない。この正書法は、いずれ
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にせよ一般の話者にとっては専門性が高すぎたため、普及しなかった。こ

の後、一般への受け入れやすさなども考慮に入れて考案されたのが、LWB 

の正書法をもとにした 1975 年の正書法である。これに 1999 年に改訂が加

えられたものが、現行の公式の正書法となっている（現行の正書法につい

ては、Schanen/Lulling 2003 及び  Braun 2009
1 6

 参照）。  

 

2. 2.  1999 年正書法  

この節では、本論で音韻記述を行う前に、現行の 1999 年正書法に基づ

いた綴りと発音の対応関係や綴りの規則などについて簡単に確認する。  

 

2. 2. 1. 表記と発音  

ルクセンブルク語では、ドイツ語の正書法と同様、基本的に文頭と名詞

の頭文字は全て大文字で綴る 45。以下では、表記と発音の対応関係につい

てまとめる。当該の綴りは太字で示している。  

 

(I) 単母音  

<a> 

 

<aa> 

 

<e> 

 

 

 

 

 

[ɑ]  

[aː]  

[aː]  

 

[æ] 

 

[ɛ]  

[eː]  

 

[ə]  

all  [ɑl]  (dt .  all)「全ての」、Damm [dɑm] (dt .  Dame)「婦人」  

A  [a ː]  (dt .  Auge)「目」、 al  [a ːl]  (dt.  alt)「古い」  

maachen [ ˈma ːxən] (dt .  machen)「する、作る」  

Gaart  [ ˈɡaːɐ  t]  (dt .  Garten)「庭」  

Enn [æn] (dt .  Ende)「終わり」  

Becher [ ˈbæɕɐ]  (dt .  Becher)「コップ、杯」  

zervéieren [tsɛɐ ˈvɛɪʀən] (dt .  servieren)「提供する」  

Segel  [ ˈze ːʑəl]  (dt.  Segel)「帆」  

Regel [ˈʀe ːʑəl]  (dt .  Regel)「規則」  

Fände l  [ ˈfændəl] (dt .  Fahne)  「旗」  

                                                      
45 ただし、中性（非）人称代名詞  lux. et (dt. es) の接語形  ’t が文頭に現れ

る際は、小文字書きで文を始める（ lux. ’t/* ’T reent. (dt. Es regnet.「雨が降

っている。」 )）。  
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<ee> 

 

<é> 

 

<ä> 

 

<äe> 

 

<ë> 

 

<i> 

 

 

 

 

 

<ii> 

 

<o> 

 

<oo> 

 

<u> 

 

 

[   ] 4 6  

[eː]  

 

[e] 

 

[æ] 

 

[ɛː]  

 

[ë] 

 

[ i ]  

 

[ɪ]  

 

[ iː]  

 

[ iː]  

 

[ɔ]  

[oː]  

[oː]  

 

[u] 

[uː]  

kommen [ˈkɔmən] (dt.  kommen)「来る」  

léieren [ ˈlɛ ɪʀən] (dt .  lernen  (♦dt.  lehren
47

))「学ぶ」  

Geescht  [ ˈɡeː ʃt] (dt.  Geist)「精神」  

Been [be ːn] (dt .  Bein)「脚」、Mee  [me ː]  (dt .  Mai)「 5 月」  

Méck [mek] (dt .  Mücke)「ハエ」  

kéng [ ˈkeŋ]  (dt .  kühn)「大胆な」  

Äddi  [ ˈædi] (dt.  tschüs  (♦fr.  adieu))「じゃあね」（別れの挨拶） 

Fläsch [flæ ʃ] (dt.  Flasche)「瓶」  

däerfen [ ˈdɛːɐ  fən] (dt .  dürfen)「～してよい」  

gebläert  [ɡəˈblɛːɐ  t] (dt.  gebrüllt)「うなった」  

gëschter  [ ˈɡëʃtɐ] (dt . gestern)「昨日」  

stë ll  [ ʃtë l] (dt.  sti ll)「静かな」  

fillen [ ˈfilən] (dt .  fühlen)「感じる」  

Kichen [ ˈkiɕən] (dt .  Küche)「台所」  

midd [mɪ t]  (dt .  müde)「疲れた」  

ginn [ɡɪn] (dt .  geben/werden)「与える /なる」  

Bigel  [ ˈbi ːʑəl]  (dt .  Bügel)「アイロン」  

siwen [ ˈzi ːvən] (dt . sieben)「７」  

fiicht [ ˈfi ːɕt]  (dt.  feucht)「湿った」  

riichten [ ˈʀi ːɕ tən] (dt .  richten)「向ける」  

Hond [hɔnt] (dt . Hund)「犬」、Doft [dɔft]  (dt.  Duft)「香り」  

Stol  [ ʃtoː l]  (dt .  Stahl)「鋼鉄」、Mo  [mo ː]  (dt.  Magen)  「胃」  

Mooss [mo ːs] (dt.  Maß)「尺度」  

Strooss [ʃtʀo ːs] (dt .  Straße)「道」  

gu tt  [ɡut] (dt .  gut)「良い」、Zuch [tsux] (dt.  Zug)「電車」  

krut  [kʀu ː t]  (dt .  kriegte)「得た」  

                                                      
46 読まない（音の脱落）。  
47 “♦”  は、意味はずれているものの、語源的により関係のある語を示す。例

えば、dt. lehren は「教える」の意。  
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<uu> 

 

[uː]  

Bud [bu ːt]  (dt.  Bude)「屋台」  

Kuuscht  [ku ː ʃ t]  (dt .  Kruste)「外皮」  

Fuuss [fu ːs] (dt.  Fuchs)「キツネ」  

 

(II) 二重母音 48等  

<ei> 

 

<ai> 

 

<äi> 

 

<au> 

 

 

 

<éi> 

 

<ie> 

 

<ou> 

 

<ue> 

 

<oi> 

[ɑɪ]  

 

[ɑɪ]  

 

[æ ɪ]  

 

[ɑu]  

 

[æu] 

 

[ɛɪ]  

 

[ɪə]  

 

[ëu] 

 

[ʊə]  

 

[ɔ j ]  

eidel  [ ˈɑɪdə l]  (dt .  leer)「空の」  

schei  [ʃɑɪ] (dt . scheu)「内気な」  

Gebai  [ɡəˈbɑɪ]  (dt .  Gebäude)「建物」  

schaimen [ˈʃɑɪmən] (dt.  schäumen)「泡立つ」  

Äis [æɪs] (dt .  Eis)「氷」  

Zäi t  [ tsæ ɪt] (dt.  Zeit)「時間」  

hau t  [hɑut] (dt.  heute)「今日」  

Dauf  [dɑuf] (dt .  Taube)「ハト」  

aus [æus] (dt .  aus)「外で /に」  

Sau  [zæu] (dt .  Sau)「雌豚」  

léieren [ ˈlɛɪʀən] (dt .  lernen)「習う」  

Schnéi  [ʃnɛɪ] (dt.  Schnee)「雪」  

giel  [ɡɪəl]  (dt . gelb)「黄色い」  

wien [vɪən] (dt.  wer)「だれ」  

Kou [këu] (dt .  Kuh)「雌牛」  

Bouf  [bëuf]  (dt . Junge (♦  dt.  Bub))「少年」  

uewen [ ˈʊəvən] (dt.  oben)「上方で /に」  

Zue l  [tsʊə l]  (dt .  Zahl)「数」  

moies [ ˈmɔjəs] (dt .  morgens)「朝に」  

Moien [ ˈmɔjən] (dt . Morgen)「朝」  

 

                                                      
48 厳密には、補助記号 [    ]を用いて  [ɑɪ   ] などとすべきであるが、ルクセンブ

ルク語における二重母音は全て前半部が音節主音の降り二重母音であるため、

音節主音がどこにあるのか殊更に表示する必要がない。そのため本論文では

煩雑さを避け、割愛することとする。  
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(III) 子音  

<b>  

 

 

 

<bb> 

 

<ch> 

 

 

 

<ck> 

 

 

 

<d> 

 

 

 

<dd> 

 

<f> 

 

<ff>  

<g> 

 

 

 

 

[b] 

 

[p] 

 

[b] 

[p] 

[ɕ]  

 

[x] 

 

[k] 

 

 

 

[d] 

 

[t]  

 

[d] 

[t]  

[f ]  

 

[f ]  

[ɡ]  

 

[γ]  

 

[x] 

Béier  [ ˈbɛɪɐ]  (dt .  Bier)「ビール」  

Bomi [bo ːmi ː]  (dt .  Großmutter)「祖母」  

ob [ɔp] (dt .  ob)「～かどうか」  

Kueb  [kʊəp] (dt . Krähe)「カラス」  

krabbelen [ ˈkʀɑbələn] (dt .  krabbeln)「這う」  

Clibb  [kl ɪp] (dt .  Klubs)「クラブ  (Pl .)」  

héich  [hɛɪɕ]  (dt.  hoch)「高い」  

China [ ˈɕ i ːna] (dt . China)「中国」  

Luucht  [lu ːxt] (dt .  Licht)「光」  

brauchen [ ˈbʀæuxən] (dt .  brauchen)「必要とする」  

déck  [dek] (dt .  dick)「厚い」  

＊子音を重ねて綴る際は、 *<kk> ではなく、<ck>。  

＊子音字を重ねる綴りは、前の母音が短母音であることを

示すものであるため、語頭では現れない。  

Dësch [dë ʃ] (dt.  Tisch)「机」  

dräi  [dʀæɪ] (dt.  drei)「３」  

Bud [bu ːt]  (dt.  Bude)「屋台」  

Schied  [ʃɪət]  (dt .  Schäden)「損害  (Pl.)」  

bidden [ ˈbidən] (dt .  bieten)「提供する」  

midd  [mɪ t] (dt.  müde)「疲れた」  

Fësch [fë ʃ]  (dt .  Fisch)「魚」  

Bréif  [bʀɛ ɪf]  (dt.  Brief)「手紙」  

Joffer [ ˈʑɔfɐ] (dt . Jungfrau)「未婚の女性」  

Gaart  [ɡaːɐ  t]  (dt .  Garten)「庭」  

grouss [ɡʀëus] (dt.  groß)「大きい」  

Dugend [ ˈdu ːγənt] (dt.  Tugend)「徳」  

Lagen [ ˈla ːγən] (dt . Lagen)「情勢  (Pl.)」  

klug  [klu ːx] (dt .  klug)「賢い」  
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<h> 

<j> 

 

 

 

 

<k> 

 

<l> 

 

<m> 

 

<mm> 

<n> 

 

<nn> 

<ng> 

<nk> 

<p>  

 

<pp> 

 

<r> 

 

[ʑ]  

 

[ɕ]  

[h] 

[ʑ]  

 

[ ʝ]  

[ʒ]  

 

[k] 

 

[ l ]  

 

[m] 

 

[m] 

[n] 

 

[n] 

[ŋ]  

[ŋk] 

[p] 

 

[p] 

 

[ʀ]
49

 

 

Fliger [ ˈfli ːʑɐ]  (dt .  Flugzeug)「飛行機」  

Regel [ˈʀe ːʑəl]  (dt .  Regel)「規則」  

Bierg  [bɪəɕ]  (dt .  Berg)「山」  

Hand [hɑnt]  (dt .  Hand)「手」、h ien [h ɪən] (dt .  er)「彼」  

jidder  [ ˈʑidɐ]  (dt.  jeder)「おのおの」  

Jeeër [ ˈʑeːɐ]  (dt .  Jäger)「狩人」  

Jugend [ ˈ ʝu ːγənt] (dt .  Jugend)「青少年期」  

Jeans [ʒ i ːn(t)s]  (dt .  Jeans)「ジーンズ」  

＊外来語において。  

Kéier  [ ˈkɛɪɐ]  (dt.  Mal  (♦  dt . Kehr))「～回」  

Wierk  [vɪək] (dt . Werk)「作品」  

Lag [la ːx] (dt .  Lage)「情勢」  

giel  [ɡɪəl]  (dt .  gelb)「黄色い」  

méi  [mɛɪ]  (dt .  mehr)「より多くの」  

Dram  [dʀaːm] (dt.  Traum)「夢」  

Mamm  [mɑm] (dt .  Mutter)「母」  

Numm [num] (dt .  Name)「名前」  

Nol [no ːl] (dt . Nagel)「針」  

ginn  [ɡɪn] (dt.  geben)「与える」  

Fanger [ ˈfɑŋɐ]  (dt . Finger)「指」  

Rank  [ʀɑŋk] (dt .  Ring)「指輪」  

Péng [peŋ] (dt.  Schmerz)「痛み」  

Häip  [hæɪp] (dt .  Hütte)「小屋」  

Mapp [mɑp]  (dt . Mappe)「地図」  

klappen [ˈklɑpən] (dt .  klappen)「捕まえる」  

Rous [ʀëus] (dt .  Rose)「バラ」  

Pärel [ˈpæʀə l]  (dt .  Perle)「真珠」  

                                                      
49 口蓋垂摩擦音  [ʁ] もしくは接近音として発音されることが多いが、本論文

では  [ʀ] で統一する（詳細については 4 章参照）。  
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<s> 

 

 

 

 

 

 

 

<sch> 

 

<ss> 

<t> 

 

<ts> 

 

<tt> 

<v> 

 

<w> 

 

 

 

<z> 

 

[ɐ  ]  

 

[s]  

 

[z]  

 

[ ʃ]  

 

 

 

[ ʃ]  

 

[s]  

[t]  

 

[ts]  

 

[t]  

[f ]  

 

[v] 

 

[w] 

 

[ts]  

 

Bur  [buːɐ  ]  (dt .  Brunnen)「泉」  

dir  [di ːɐ  ]  (dt .  ihr)「君たち」  

Beweis  [bəˈvæɪs] (dt .  Beweis)「証拠」  

Hals  [hɑls]  (dt .  Hals)「首」  

soen [ ˈzo ːən] (dt . sagen)「言う」  

rosen [ˈʀoːzən] (dt.  rasen)「荒れ狂う」  

Stéck [ ʃtek] (dt.  Stück)「欠片」  

Speck [ʃpæk] (dt . Speck)「脂身」  

＊ドイツ語と同様、<t>, <p> の前で後部歯茎摩擦音として

発音される。  

schéin [ ʃɛɪn] (dt.  schön)「美しい」  

Dësch [dëʃ] (dt . Tisch)「机」  

Floss  [f lɔs] (dt .  Fluss)「川」  

Toun [tëun] (dt .  Ton)「音」  

Knuet  [knʊət]  (dt .  Knoten)「結び目」  

Säts  [zæ ts] (dt.  Sätze)「文  (Pl .)」  

＊子音を重ねて綴る際は、 *<zz> ではなく、<ts> 

flott  [flɔ t]  (dt .  hübsch  (♦  dt . flott))「素敵な」  

véier  [ ˈfɛɪɐ] (dt . vier)「４」  

virun [fiˈʀun] (dt.  vor)「前に /へ」  

Wäin [væ ɪn] (dt . Wein)「ワイン」  

uewen [ˈʊəvən] (dt .  oben)「上方に」  

schwätzen [ ˈ ʃwætsən] (dt .  sprechen)「話す」  

zwee [tswe ː]  (dt.  zwei)「２ (N.)」  

Zäit  [ tsæ ɪt] (dt.  Zeit)「時間」  

Saz  [za ːts]  (dt .  Satz)「文  (Sg.)」  

 

2. 2.  2.  母音の長短  

ルクセンブルク語では長母音と短母音とを区別する。正書法では、基本
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的に母音の後ろに何も続かないか 1 文字の子音字が続く場合が長母音、そ

れ以外の場合が短母音である。ただし、当該の音節が強勢を伴わない場合

は、母音の後ろに何も続かないか 1 文字の子音字が続く場合でも、基本的

には短母音となる。  

 

lux. A  [aː] (dt . Auge)「目」、 lux. Mo  [moː] (dt .  Magen)「胃」  

lux. no  [noː] (dt .  nahe) 「近い」  

lux. Tut  [tuːt]  (dt .  Tüte)  「袋」、 lux. Saz  [zaːts]  (dt .  Satz)  「文」  

lux. Brot  [bʀoːt]  (dt .  Braten)  「焼き肉」  

lux. behalen  [bə ˈhaːlən] (dt.  behalten)  「保つ」  

lux. Bierger  (m.) [ ˈbɪəʑɐ]  (dt .  Bürger) 「市民」  

lux. Monn i  [ ˈmɔni] (dt .  Onkel)  「伯（叔）父」  

 

長母音で、なおかつその後ろに子音字が 2 文字以上続く場合は、その母

音を 2 度重ねて綴り、長母音であることを示す。標準ドイツ語のように  、

<h> を長母音を示す用途で用いることはない。  

 

lux. Aascht [aː ʃt]  (dt.  Ast)  「枝」、lux. Fuuss [fuːs] (dt . Fuchs)  「キツネ」  

lux. Sprooch [ʃpʀoːx] (dt .  Sprache) 「言語」  

 

また、標準ドイツ語では  <ie> という綴りで長母音の  / i:/  を表すが、ル

クセンブルク語ではこの綴りは二重母音  /ɪə /  を表すため、もっぱら重ね書

きの  <ii> を用いる。  

 

lux. r ie ts  [ʀɪəts]  (dt .  rechts)  「右に」  

lux. Sch ie t  [ʃɪət] (dt . Schatten)  「影」  

lux. K iischt [kiːʃt] (dt .  Kirsche)「サクランボ」  

 

また、<ue> という綴りも二重母音  /uə/  を表す。  
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lux. Buedem [ ˈbʊədəm] (dt.  Boden)  「地面」  

lux. lues [lʊəs] (dt . leise)  「静かに」  

 

本来１字で綴る子音の前の母音が短母音である場合には、後ろの子音を

2 度重ねて綴ることで短母音であることを示す。  

 

lux. all  [ɑl] (dt .  all) 「全ての」 vs. lux. a l  [aːl]  (dt .  alt)  「古い」  

lux. datt  [dɑt] (dt . dass)   「従属接続詞」   

vs.  lux. dat  [daːt]  (dt.  das)  「指示冠詞 /指示代名詞（N.Sg.Nom./Akk.）」  

lux. Zi ll  [ tsɪ l]  (dt .  Ziegel)  「煉瓦」 vs. lux. Zil  [tsiːl]  (dt .  Ziel)  「目的」  

lux. kromm  [kʀɔm] (dt .  krumm) 「曲がった」   

vs.  lux. Krom  [kʀoːm] (dt .  Kram) 「がらくた」  

 

子音が  [k] もしくは  [ ts]  である場合には、同じ子音字は重ねず、それ

ぞれ  <ck>, <tz> と綴る。  

 

lux. Säck  [zæk] (dt . Säcke)  「袋（Pl.）」  

 vs. lux. Sak  [zaːk] (dt.  Sack) 「袋（ Sg.）」  

lux. Bäcker [ ˈbækɐ]  (dt.  Bäcker)  「パン屋」  

vs.  lux. baken [ ˈbaːkən] (dt.  backen)  「（オーブンで）焼く」  

lux. Plätzchen [ ˈplætsɕən] (dt . Plätzchen)  「ちょっとした場所」   

vs.  lux. Plaz  [plaːts] (dt .  Platz) 「場所」  

lux. Sätz  [zæts] (dt.  Sätze)  「文（Pl.）」   

vs.  lux. Saz  [zaːts]  (dt .  Satz)  「文（Sg.）」  

 

音韻的には単独の要素であっても、複数の子音字で綴られる場合は複数

個分として処理される。  
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lux. Long  [ lɔŋ] (dt .  Lunge)  「肺」  

lux. Dësch  [dëʃ]  (dt .  Tisch)  「机」  

lux. Kach  [kɑx] (dt .  Koch)  「コック、調理師」  

 

/e ː/  に関してのみこの規則が当てはまらない語が多く、母音字の後ろに

何も続かないか 1 文字の子音字が続く場合でも、<ee> と繰り返して綴る

語が大半である。<e> は、あいまい母音なども示すため、混乱を避けて発

音を明確に示す傾向にあると考えられる。  

 

lux. Deel [de ːl]  (dt.  Teile)「部分」  

lux. Heem [he ːm] (dt .  Heim)「自宅」  

lux. allerlee [ɑlɐˈle ː]  (dt .  allerlei)「さまざまな」  

 

この母音の長短の規則は、標準ドイツ語と異なり、動詞や形容詞の屈折

の際にも反映される。すなわち、屈折語尾が母音で始まるか子音で始まる

かによって、語幹の長母音の綴りが変わる場合がある。  

 

lux. mo len [moːlən] (dt.  malen) 「描く（ Inf.）」   

vs.  lux. moo ls  [moːls]  (dt .  malst)「描く（ 2.Sg.）」   

lux. stamen [ʃtaːmən] (dt .  stammen)  「出身である（ Inf.）」  

vs.  lux. staams [ʃtaːms] (dt.  stammst) 「出身である（ 2.Sg.）」  

lux. déi  kal  Zopp [dɛɪ  kaːl  tsɔp] (dt .  die kalte Suppe) 「冷たいスープ」   

vs.  lux. dat kaa lt  Waasser [daːt  kaːlt  ˈvaːsɐ]  (dt .  das kalte Wasser)   

「冷たい水」  

lux. déi  femin in Substantiven [dɛɪ  femi ˈniːn ˈzupstɑntiːvən]  

 (dt .  die weiblichen Substantive )  「女性名詞（ Pl.）」   

vs.  lux. dat femin iint Substantiv [daːt femi ˈniːnt ˈzupstɑntiːv]  

(dt .  das weibliche Substantiv )「女性名詞（ Sg.）」  
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ただし、派生語における非強勢の音節では、長母音であっても 2 つ以上

の子音の前で重ね書きされることはない。  

 

lux. déi  wonnerbar  Carrière [dɛɪ  ˈvɔnɐbaːɐ   kɑʀiɛːʀ]  

 (dt .  die wunderbare Laufbahn )  「素晴らしい経歴」   

vs.  lux. dat wonnerbart/*wonnerbaart  Bild [daːt  ˈvɔnɐbaːɐ  t  b ɪlt]   

(dt .  das wunderbare Bild)  「素晴らしい絵」  

lux. déi  gemeinsam Meenung [dɛɪ  gə ˈmɑɪnsaːm ˈmeːnuŋ]  

 (dt .  die gemeinsame Meinung)  「共通の意見」   

vs.  lux. dat gemeinsamt/*gemeinsaamt Zil  [daːt  gə ˈmɑɪnsaːmt tsiːl]   

(dt .  das gemeinsame Ziel )  「共通の目的」  

 

また、派生語や屈折語尾における非強勢のあいまい母音を核とする音節

では、後ろに続くのが子音 1 文字であってもそれを短母音として発音する 50。 

 

lux. wichteg  [ ˈvɪɕtəɕ]/*[ ˈvɪɕ təːɕ]  (dt . wichtig)「重要な」  

 lux. sangen  [ ˈzɑŋən]/*[ ˈzɑŋə ːn] (dt . singen)「歌う」  

 

複合語においては、上記の正書法規則は適用されるが、語彙化が進み、

形態素が元の形式を残していないものについては、この限りではない。  

 

lux. eemol  [ ˈeːmoːl]  (dt.  einmal)「一度」  

vs.  lux. vil lmools  [ ˈf ɪlmoːls]  (dt.  vielmals)「何度も、重ね重ね」  

  lux. Véierel  [ ˈfɛ ɪʀəl] /*[ ˈfɛɪʀə ːl]   

(dt .  Viertel  < mhd. vierteil  (vier「４」+ teil「部分」 ))「４分の１」  

 

<ö>, <ü>, <y> として綴られる前舌円唇母音は、ルクセンブルク語では

長母音のときのみに現れる音で、本来、この言語の音素ではない。したが

                                                      
50 少なくともこの言語ではあいまい母音の長短の弁別はない。  



50 

 

って、外来語の中にのみ現れ、元の綴りを尊重したものが多いが 51、特に  

<ö> と  <ü> で、上記のルクセンブルク語正書法規則に則った長短の綴り

分けと、そうでない綴りの 2 種類が認められているものがある 52。  

 

lux. nervöst/nervööst  [nɐ ˈvø ːst]  (dt .  nervöses  (N.))  「神経質な」  

lux. üblech/üüblech [ ˈyːpləɕ]  (dt.  üblich)  「普通の」）  

 

a-ウムラウト  <ä> で示される音の長母音  [ɛː]  について、 Schanen/ 

Zimmer (2006b: 44-45) では、実際にこの長母音が現れるのは  /ʀ/  以外では

ほとんどないとし、 /ʀ/  の後ろにさらに子音字が 1文字以上続く場合は  

<äe> と綴って母音が長母音であることを示すと記述されている。  

 

lux. erklären [ɐ ˈklɛːʀən] (dt .  erklären)「説明する（ Inf. ,  1.Sg./Pl. ,  3.Pl.）」  

vs.  lux. erkläert  [ɐ ˈklɛːɐ  t]  (dt .  erklärt)「説明する（ 2.Pl. , 3.Sg.）」  

lux. fäerdeg [fɛːɐ  dəɕ]  (dt .  fertig)  「終えた」  

lux. Päerd  [pɛːɐ  t]  (dt .  Pferd)「馬」  

 

 しかし、数は少ないものの  /ʀ/  の前以外でも長母音  [ɛː]  が観察される

語はあり、その後ろに子音が 2文字以上続く場合は  <ää> と綴られる。  

 

  lux. fäeg [ˈfɛːəɕ]  (dt .  fähig)「有能な」  

                                                      

51
 ただし、ドイツ語で  <ö> と綴る短母音  [œ]  は、ルクセンブルク語では基

本的に非円唇化を起こしており、 <ë>（ [ë]）と綴られる（例）Bevë lkerung 

[bəˈfëlkɐʀuŋ] (dt.  Bevölkerung )  「人口」,  ëffent lech [ ˈëfəntləɕ] (dt.  öffentlich )  「公

の」）。2種類の綴りを許す語もあるが、発音はあくまでも非円唇化したものと

考えられる（例） förderen/fërderen [ ˈfëɐ  dɐʀən] (dt.  fördern) 「助成する」）。  

52 Schanen/Zimmer (2006b: 29) では、視覚的には重ね書きをしない綴りの

方が良いとして推奨している（ fr. En raison du principe visuel, nous 

recommandons de ne pas redoubler «ö», «ü», «y»…）。  
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  lux. prägen [ˈpʀɛːʑən] (dt .  prägen)「～を特徴づける」  

   vs. lux. gepräägt  [ɡəˈpʀɛːɕ t]  (dt .  geprägt)「特徴づけられた」  

 

長母音であることを示すために、ドイツ語のように  <h> を用いず、母

音を重ねて綴る点で、ルクセンブルク語正書法はオランダ語の正書法に似

ているが、オランダ語では、閉音節であれば 1 文字の母音字の後ろに 1 文

字の子音字が続く場合も基本的に短母音であることを示すのに対し、ルク

センブルク語では、閉音節でも 1 文字の母音字に続く子音字が 1 文字の場

合には、その母音が長母音であることを示すという違いがある。特に短母

音であることを示す場合には、後続する子音の文字を重ねて示す。オラン

ダ語では、開音節の短母音の場合にのみ、後ろの子音を重ねて綴る。  

 

ndl.  man  [mɑn] (dt .  Mann)「男の人」  

ndl.  naam  [na ːm] (dt .  Name)「名前」  

ndl.  Assen [ ˈɑsən]「アッセン（地名）」  

lux. man  [maːn] (dt .  machen  (lux. maachen [maːxən] の変種 ))  

「作る、する」  

lux. Mann  [mɑn] (dt .  Mann)「男の人」）  

 

前置詞など、語そのものが非強勢の機能語などでは、この規則が当ては

まらないものもある。  

 

lux. op [ɔp] (dt . auf)「～の上で /に」、lux. an [ɑn] (dt .  in)「～の中で /に」  

 

機能語の中でも、代名詞の基本形 53
 やこれに由来する接続詞などでは、

                                                      
53 ルクセンブルク語の代名詞には、基本形、弱形および接語形の 3 つの形式

が観察される。ここでは、あいまい母音以外の母音をもち、基本的に強勢を

伴うものを基本形、強勢を伴わずあいまい母音を持つものを弱形、母音を持

たないものを接語形とする（例） hatt [hɑt]（基本形）、 et [ət]（弱形）、 ’t [t]

（接語形）（いずれも N. Nom./Akk. の人称代名詞））。ただし、全ての代名詞
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基本的に上記の綴りの規則が適用されるが、複数音節の接続詞には例外も

ある。弱形では、母音は長短を弁別しないあいまい母音として発音される

ため（注 50）、規則は当てはまらない。  

 

lux. dat  [daːt] (dt . das)「それ、その（指示代名詞、指示冠詞） (N. Nom.)」  

vs.  lux. datt  [dɑt] (dt.  dass)（補文標識）  

lux. firwat [f ɪɐ  ˈvaːt]/*[fiːɐ  ˈvaːt] (dt . warum)「なぜ」  

lux. obwuel [ɔp ˈvuə l]/*[oːp ˈvuə l]  (dt .  obwohl)「～にもかかわらず」  

lux. den  [dən] (dt . der/den)（定冠詞  (M. Nom./Akk.;  Pl .Dat.)）  

lux. der  [dɐ]  (dt .  der)（定冠詞  (F. Dat.)）  

 

2. 2. 3. その他―綴り字  < ë > 

 綴り字  <ë> は、ドイツ語などの言語ではなじみのない文字である。2.2.1.

で挙げているように、ルクセンブルク語では、この綴りは基本的に強勢を

伴う中舌母音  [ë]  を表す。  

 

lux. gëschter  [ ˈɡëʃtɐ]  (dt .  gestern)「昨日」  

 lux. Mënsch [mën ʃ]  (dt .  Mensch)「人間」  

 

非強勢のあいまい母音は、通常  <e> として綴られるが、同じく  <e> で

綴られる他の音素（ /e ː/  など）や他の母音とあいまい母音が前後する場合、

音節境界（もしくは形態素境界）を明確にするために、非強勢のあいまい

母音字を  <ë> として綴る。  

 

lux. Fändel  [ ˈfændə l]  (dt .  Fahne)「旗」  

lux. en [ən] (dt .  er/ihn)「彼（人称代名詞  lux. hien の弱形）」  

lux. leeën [ ˈleːən] (dt .  legen)「横たえる」  

lux. gëengt [ɡəˈæŋ t]  (dt.  geengt)「狭められた」  

                                                                                                                                                            

がこれら 3 つの形式全てを有するわけではない。  
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lux. gë iergert  [ɡəˈɪəʑɐ t] (dt.  geärgert)「腹を立てた」  

 

特にフランス語からの外来語は、複数形形成の際に語尾  -en を伴う場合

が多いが、「 n 規則」のため屈折語尾末尾の  [n] が脱落する場合、単数形

や女性形形成語尾などの他の要素との混同を防ぐため、語尾のあいまい母

音を  <ë> と綴る。  

 

 lux. D’Vendeuse zervéiert  d’Cliente
54

 mat Héiflechkeet.  

      [tvɑ  døːz tsɛɐ vɛ ɪɐt  tkliɑ  t  mɑ t  hɛɪfləɕkeː t]  

     「店員は女性客（ F.Sg.）に丁寧に応対した。」  

 lux. D’Vendeuse zervéiert  d’Clientë
55

 mat Héiflechkeet.  

      [tvɑ  døːz tsɛɐ vɛ ɪɐt  tkliɑ  ə  mɑ t  hɛɪfləɕkeː t]  

     「店員は客（M.Pl.）に丁寧に応対した。」  

  lux. D’Vendeuse zervéiert  d’Clienteë
56

 mat Héiflechkeet.  

      [tvɑ  døːz tsɛɐ vɛ ɪɐt  tkliɑ  tə  mɑ t  hɛ ɪfləɕke ːt]  

     「店員は女性客（ F.Pl .）に丁寧に応対した。」  

 

 「 n 規則」（ n-Regel）は、正書法にも反映される重要な規則だが、これ

については 5 章で詳細に扱うこととする。  

                                                      
54 lux. Client [kliɑ  ] (dt. Kunde (♦  fr.  client))「客」 + 女性形形成語尾  -e  。

Cliente [kliɑ  t]。  
55 lux. Client + 複数形形成語尾  -en 。 lux. Clienten [kliɑ  ən]。上の例文で

は、複数形形成語尾  -en の語末の  n が脱落しており、残ったあいまい母音

が  -ë として綴られている。  
56 lux. Client + 女性形形成語尾  -e + 複数形形成語尾  -en 。 lux. Clienteën 

[kliɑ  tən]。この場合は、女性形形成語尾と複数形形成語尾との形態素境界を

示すため、n の脱落が起こらない場合でも  <ë> を用いて綴られる。  
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第 3 章 録音調査  

各見出し語に発音記号を付した唯一のルクセンブルク語辞典として

Zimmer (2008) があるが、その記述には問題が多い。例えば、辞典の初め

に記述される個々の音の発音と、各見出し語で示される発音が食い違う

（ lux. kafen (dt .  kaufen)「買う」の語幹の長母音について  “[ɑː]”  (S. 10) vs. 

“[a ː]”  (S. 192);  op (dt .  auf)「～の上で /に」の母音について  “[o]”  (S. 10) vs .  

“[ɔ]”  (S. 268)）、実際の発音と明らかに異なる記号を付している（ lux. zwou 

(dt .  zwei)「２（数詞 ,  F.
57）」について、 “[tswou]”  (S. 418) と既述。実際に

は  [ tswëu] という記述が適当）など、枚挙にいとまがない。他に、ルクセ

ンブルク語の正書法を扱った  Schanen/Zimmer (2006)、文法の概説書  Braun 

et  al.  (2005a) などにも発音についての記述があるが、どちらの文献でも、

低舌化の結果、かなり  [a] に音質が近づいた母音  [æ]  を  [ɛ]  と記述する

など問題が多い。  

筆者は 2010-2011 年に北海道大学大学院文学研究科の「組織的な若手研

究者等海外派遣プログラム」の助成を受けてルクセンブルクに現地調査に

赴いたが、ルクセンブルク語の音韻記述の際に参照すべき適当な文献がな

かったため、資料収集などを行う傍ら、 2011 年 10-11 月に録音調査も行っ

た。 4 章の母音の分析の節では、その録音資料をもとに音響解析を行い、

各音素の音質を明らかにしている。また、 5 章の音韻現象の記述の際にも

このデータを使用している。補助的な音声資料として、各見出し語の発音

を聴くことができるルクセンブルク語オンライン辞典  Lëtzebuerger Online 

Dictionnaire (LOD)（ http://www.lod.lu/lod/）の音声資料も参照している。本

論文で示している発音記号は、特に断りがない限りは、全てこの録音調査

による音響解析結果をもとに筆者が付したものである。  

 この他に、 6 章で扱うライン高低アクセント（ rheinischer Tonakzent）に

                                                      
57 ルクセンブルク語は、中高ドイツ語まで観察された「２」まで文法性を区

別する特徴が残っている。ただし、不定冠詞としての文法化が進んだ「１」

のように格を区別することはない。 lux. zwéin (M.) (mhd. zw ne)（ただし、

近年では中性と同じ形式  lux. zwee が頻繁に用いられる） ,  lux. zwou (F.) 

(mhd. zw /zwuo), lux. zwee (N.) (mhd. zwei).  
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関する録音調査を、2012 年「北海道大学クラーク記念財団」の助成金を得

て行った。当該の現象や録音調査については、 6 章で改めて言及する。  

 

3.  1. 調査協力話者について  

 以下では、 2011 年の録音調査について詳しく説明する。  

上記の録音調査では、合計 11 名のルクセンブルク語母語話者に録音調査

の協力を依頼した。本論文では、ルクセンブルク語中央方言の音素記述を

目的としているため、協力者は首都ルクセンブルク市周辺出身の話者であ

ることを条件に、ルクセンブルク大学関係者を中心に、張り紙やメーリン

グリストを通じて募集した。さらに、実際に応募してきた話者に対して、3

歳から 15 歳までの子供時代に過ごした地域、現在の居住地、両親の出身地、

現在家庭で話す言語（ルクセンブルク語の場合は方言色の強い言語変種で

話すかどうか）を質問している。「標準ルクセンブルク語（ Standard- 

lëtzebuergesch）を話す」という自己評価の話者でも、母音の音質やイント

ネーションなどは、他言語や他方言からの影響を無意識に受ける可能性が

高いからである。実際、子供時代も現在もルクセンブルク市周辺で暮らし

ているが、明らかに南部方言色の強い話者がいた 58。この話者の両親は南

部出身とのことである。自己評価では「標準ルクセンブルク語を話す」と

のことであったが、今回のデータには加えていない。本論文で使用してい

るデータは、その話者を除く 10 名の話者のものである。他の話者について

も、家族に外国人がいたり、家庭では日常的にルクセンブルク語以外の言

語を使用していたり、交遊関係などのために他の言語の影響を受けている

と考えられる発音をする話者がいるなど、理想的な「生え抜きの」中央方

言話者を集めるのは難しかった。首都のルクセンブルク市はそもそも、外

                                                      
58

 標準ルクセンブルク語では、二重母音は前半部に主音のある降り二重母音

しかないが、この話者の発音には、中央方言以外で観察される昇り二重母音

が観察され（ zlux. Kaart [ ˈka ːɐ  t] (dt.  Karte)「庭」を  [ ˈkʊ  a( ːɐ  )t]/[  ˈkwa( ːɐ  )t]  と

発音するなど）、また南部方言の特徴の一つである閉鎖音（特に  [ t],  [k]）の前

での  [s] の  [ ʃ] への硬口蓋化が語頭以外でも観察される（テキスト朗読にお

いて、<Muska>（固有名詞）と綴られた語彙を  [ ˈmuʃkɑ] と発音する（他の話

者は全て  [ ˈmuskɑ] と発音））などの訛りが観察された。  
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国人の多い大公国の中でももっともその割合が高く、人口の約 6 割が外国

人によって占められている地域で、残りのルクセンブルク人も様々な地方

から集まってきているため、ルクセンブルク語中央方言の生え抜きとは限

らない。ルクセンブルク市在住のルクセンブルク国籍所有者の年代として

は、高齢者や大学入学前の若年者層が多いため 59、限られた研究滞在の中

で、話者の年代まで指定して調査を行うことはできなかった。したがって、

今回調査を依頼した話者の年代は、20 代から 70 代までとばらつきがある。

ルクセンブルク語の音素に関する母語話者の意見では、特に若い世代にお

いて短母音の  /æ/ と長母音の  /a:/  が音質上同一のものとなる傾向にある

とのことである。したがって、年代を特定したうえでの調査も今後の課題

として非常に意義のあるものであるといえる。なお、録音のための施設と

して、ルクセンブルク大学構内の建物を利用するという都合上、時間的な

制約があり、フルタイムでの就労者が多い男性の話者の協力を仰ぐのが難

しかったため、女性話者の比率が高くなっている。各話者の情報は以下で

ある。  

 

話者 1 

20 代女性、学生（法学部）。  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（ 21 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：ルクセンブルク市  

両親の出身地：ともにルクセンブルク市  

家庭での使用言語：ルクセンブルク語 60
 

話者 2 
60 代女性、主婦。  

現在の居住先（居住年数）：Bissen
61（ 38 年）  

                                                      
59 大学生、あるいは就労している年代のルクセンブルク人は、国外で留学し

ているか、仕事に就いている割合が高い。  
60

 ここでは、話者の自己判断による回答をそのまま載せている。特に詳細な

記述がない場合は、ルクセンブルク語中央方言、もしくは超地域的な言語変

種にあたる言語変種を念頭に置いて回答していると考えられる。  
61

 ルクセンブルク市よりは北部に位置するが、北部方言の領域には入ってお

らず、中央方言の領域内の街。以下、特に記述のない場合は、中央方言を話

す地域の街である。  
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3 歳～ 15 歳の居住地域：Walferdange 

両親の出身地：Bereldange（父） ,  Asselborn（北部）（母）  

家庭での使用言語：ルクセンブルク語  

補足：目立った北部訛りは聞き取れない。  

話者 3 

20 代男性、学生（法学部）。  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（出生以来ずっと） 

3 歳～ 15 歳の居住地域：ルクセンブルク市  

両親の出身地：Bitburg（ドイツ（ルクセンブルク国境付近））（父）、 

Düdelange（南部）（母）  

家庭での使用言語：  

ルクセンブルク語（ルクセンブルク市方言と南部方言が

混ざった言葉）  

補足：強い訛りは感じられない。話者の自己評価でも、訛りは少

ないとのことである。  

話者 4 

40 代女性、外国人に対するルクセンブルク語語学教師。  

現在の居住先（居住年数）：Useldange
62（ 18 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：ルクセンブルク市（～ 13 歳）、  

Crauthem（ 13～ 18 歳）（南部）  

両親の出身地：ルクセンブルク市（父）、  

Kaye（ベルギー）（母）  

家庭での使用言語：現在の家庭では「標準」ルクセンブルク語。 

         父親は常にドイツ語を使用。  

話者 5 

50 代女性、美術教師。  

現在の居住先（居住年数）：Boneweg（ 23 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：Walferdange 

両親の出身地：Differdange（南部）（父）、  

                                                      
62

 細別すれば「西部」方言の領域にはいるが、南部、北部、東部方言に比べ

て西部方言は方言的な特色が薄く、ほぼ「中央方言」と同種と考えられる

（Gilles 1999）。  
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Oberkorn（南部）（母）  

家庭での使用言語：中立的な（ neutral）ルクセンブルク語  

補足：自己評価によると、南部方言は少ししか話せないとのこと

である。実際、南部の特徴は観察できない。  

話者 6 

20 代女性、博士課程院生（心理学専攻）。  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（ 3 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：Reuland（東部）  

両 親 の 出 身 地 ： Esch-sur-Alzette （ 南 部 ） , Diekirch （ 東 部 ） ,  

Dommelange（中央）を転々と（父）、  

ルクセンブルク市（母）  

家庭での使用言語：「標準」ルクセンブルク語  

補足：自己評価によると、訛りは一切ない。  

話者 7 

70 代女性、主婦（退職前は社会福祉士）  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（ 37 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：Esch-sur-Alzette（南部）  

両親の出身地：Mersch（父）、  

Dellen（北部）（母）  

家庭での使用言語：ルクセンブルク語  

補足：自己評価によると、北部方言はほとんど話せないとのこと。 

話者 8 

50 代女性、主婦。  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（ 31 年）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：ルクセンブルク市  

両親の出身地：Michelau（北部）（父）、  

Oetrange（母）  

家庭での使用言語：ルクセンブルク語  

話者 9 

60 代女性、主婦（退職前は銀行員）。  

現在の居住先（居住年数）：ルクセンブルク市（ 40 年以上）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：Boevange-sur-Attert（ 0～ 11 歳）  
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            ルクセンブルク市（ 12～ 18 歳）  

両親の出身地：イタリア（父）、  

フランス（母）  

家庭での使用言語：フランス語  

補足：しゃべり方に多少特徴は有るが、生まれた時からずっとル

クセンブルクで暮らしており、特にイタリア語、フランス語訛り

は感じられない。ルクセンブルク語音韻では、母音で始まる語や

形態素の前での子音の有声化（ 5. 3. 1.  参照）などの音韻現象に

おいて他の話者とは異なる発音をするが、母音の音質に関しては

比較的標準的なものとみなせるため、母音の音響解析データの中

に加えている。  

話者 10 

30 代女性、研究者（教育学）。  

現在の居住先（居住年数）：Bissen（生まれてからずっと）  

3 歳～ 15 歳の居住地域：Bissen 

両親の出身地：Bissen（父）、  

Bereldange（母）  

家庭での使用言語：「Bissen 方言」  

補足：この地方では、lux. net (dt . nicht)「～ない」を  “nik”, lux. néng 

(dt .  neun)「９」を  “ning” と発音するという子音に関わる方言の

特徴の一端を示しているが、母音の音質については大きな違いは

ないため、母音の音響解析データの中に加えている。  

 

 

3.  2. 録音調査の概要  

 音響解析によるルクセンブルク語の音の分析のための録音調査では、各

話者に、事前に用意した 2 種類のテキストの朗読と、ドイツ語の例文のル

クセンブルク語への翻訳及びそれらの文の音読をお願いした。テキスト朗

読では、音素の特定と、ある程度の長さの文章を朗読してもらう中で観察

される音韻現象を観察することを目的として行った。主に音素の特定を目
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的としたテキストとして、ルクセンブルク語で書かれた子供向けの絵本を

用意した（資料 1） 63。テキスト朗読に際しては、「子供に読み聞かせるよ

うに丁寧にゆっくりと」（ lento）読むよう指示を出した。もう一方のテキ

ストは、ルクセンブルク語でのラジオ放送のテキストを用い（資料 2） 64、

こちらは普通の速度（ allegro）で読んでもらった。順序としては、特に注

意を払わず普通の速度で読む  al legro のテキストを先に読んでもらい、次

に  lento のテキストを「子供に読み聞かせるようにゆっくりはっきりと」

読むように指示し、音読してもらった。  

 テキスト朗読の際の最も大きな問題は、ルクセンブルク語母語話者が学

校教育でルクセンブルク語の正書法を勉強していないことである。若い世

代の話者では、小学校低学年で週に 1 コマ設けられたルクセンブルク語の

時間に、「読み物」として同言語のテキストを読んだことがあるという話者

もいたが、そこで扱われるテキストは、必ずしも現行の正書法で書かれた

ものとは限らない。また、特に高い年齢層では、書き言葉としてのルクセ

ンブルク語にそもそも不慣れであるため、流暢に朗読できない話者も多か

った。高齢の話者になると、視力に問題が出てくるため、さらに流暢な朗

読は難しいようだった。これらの問題は、調査前から想定されるものであ

ったが、同じ文脈、同じ音韻環境での複数のデータを採るという目的上、

同じテキストの朗読という本手法をとることとした。  

 最後に、少なくとも外国語からのコード・スイッチによる影響を防ぐた

め、調査協力者との一連の会話は、終始ルクセンブルク語で行った。  

 

3.  3.  音響解析の方法  

 この章での音声解析には、アムステルダム大学の  Paul Boersma と David 

Weenink によって作成されたソフトウェア  Praat
65

 を用いる（図 1 参照）。  

                                                      
63

 Staudt (2007) より。絵本全体では長すぎるため、調査者が一部省略、また

変更を加えたテキストを用いた。  
64 Graf (20103) より。 “De bloen Hirsch bei de Rotonden ”  (S. 76-78) 全テキ

スト。  
65

 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/  からダウンロードが可能。  
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図 1．音響解析ソフト  Praat の分析例  

 

 

図 2. フォルマント１（ F1）とフォルマント２（ F2）  

 

 

母音の音質の分析には、図の中の赤い点で示されているフォルマント

（Formant）を参照する。ライン高低アクセント（Rheinischer Tonakzent）

の分析（ 6. 2. 3.）には、図中の青い線で示されるピッチ（Pitch）を参照す

F1 

F2 
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る。母音の分析に必要なのは、フォルマント１（ Formant 1:  F1）とフォル

マント２（Formant 2:  F2）である（図 2 参照）。F1 は開口度を示し、値が

大きいほど開口度が高いことを示す。F2 は舌の位置を示し、値が大きい

ほど前舌寄り、値が小さいほど後舌寄りであることを示す。  

母音の音響解析をもとにした 4 章の散布図では、F1 を縦軸に、F2 を横

軸にとり、母音の分布を平面上で捉えられるよう試みている。なお、表の

作成に当たっては、東京外国語大学中川裕研究室で開発された  Excel のマ

クロを使用させていただいている。  

 

図 3．グラフ作成用マクロ  
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第 4 章 現代ルクセンブルク語の音韻体系  

4. 1. 母音  

 この節では、ルクセンブルク語における、単母音（短母音と長母音）と

二重母音の分布を観察する。単母音については、それぞれの母音について、

話者 10 人の同じ音韻環境における母音の F1 と F2 を測定し、分布を表で

示す。二重母音については、一つの表の中で示すことのできる点の種類が

限られているため（ 7 種類）、二重母音の出発点に近いと考えられる単母音

の分布と、それぞれ 5 人の話者（話者 1-5）の該当部分の発音時間を 6 等

分し、二重母音の動きが観察できるようにした。  

 

4. 1. 1. 単母音  

 この節では、10 人の話者のそれぞれの単母音の音質を  Praat を用いた音

響解析により分析し、分布を散布図で確認する。  

まず、ルクセンブルク語の母音を音響音声学的に分析した先行研究とし

ては、Keiser-Besch (1976) があるため、ここで紹介する。  

 

グラフ 4．Keiser-Besch (1976: 96) におけるルクセンブルク語の母音  
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 Keiser-Besch (1976) の録音調査は、フランスのストラスブール大学にお

いて、3 人の男性のルクセンブルク語母語話者に対して行ったものである。

本論文での音響解析結果と比べて、全体的に周波数が低めであるが、これ

は同文献の録音資料が全て男性であり、本論文での資料のほとんどが女性

のものであることが関係していると考えられる。男性と比較して、女性の

周波数は  10-15% ほど高い値を示す（Keiser-Besch 1976: 95）。  

 この先行研究と比較した際の本論文の利点は、調査協力者の数と質であ

る。Keiser-Besch (1976) では、 3 人の話者の録音データをとっているのに

対し、本論文では 10 人の話者のデータをとっている。また、この先行研究

では、録音をストラスブール大学で行っていることもあり、ストラスブー

ル大学の学生から、任意の協力者を募っている。これに対し、本論文では

協力者の出身地をルクセンブルク語中央方言の使用地域に制限しているた

め、より均一な方言地域のデータが期待できる。また、日常的にフランス

語を使用するストラスブール在住の学生のデータよりも、ルクセンブルク

語を日常的に使用する環境にあるルクセンブルクで調査を行っている本論

文でのデータの方が、よりフランス語からの影響が少ないと考えることが

できる。Keiser-Besch (1976) の記述で問題なのは、 [ɑ]  と開口度が同程度

の低舌の母音  [æ]  を、一段階高い舌の位置を示す発音号  “[ɛ]”  を用いて記

述している点である。同文献の本文中では、英語の  [æ]  の発音に近いとい

う記述も見られるだけに、なぜこの発音記号を使わなかったのか疑問であ

る。いずれにせよ  [ɛ] という発音記号は、ルクセンブルク語の実際の音質

からかけ離れており、この点は誤解を招く不適切な記述と言える。  

 以下では、ルクセンブルク語における単母音を概観した後、前章で説明

した調査のデータをもとに、実際の音の散布図を示す。また、各音につい

て、それが現れる例をいくつか挙げ、ミニマルペアなどを示しながら、音

素と異音を特定する。  
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図 4．ルクセンブルク語における短母音  

 

 

 

 

 

 

 

図 5．ルクセンブルク語における長母音  

 

 

 

 

 

 

 

 ルクセンブルク語は、前舌の広母音  /a ː/  と後舌の広母音  /ɑ/  を有するた

め、標準ドイツ語のような母音三角形ではなく、オランダ語のような母音

台形を形成する言語である。ただし、/a ː/  の開口度が  /ɑ/  よりも高いため、

音響解析データによって作成した散布図では、三角形を形成する分布とな

る（グラフ 4, 5）。ルクセンブルク語における非後舌音は、すべて非円唇母

音である。後舌音では、広母音の  /ɑ/  のみが非円唇母音で、それ以外は円

唇母音である。標準ドイツ語では、広母音（ [a],  [a ː]）や前舌母音（ [ɛ] ,  [e ː],  

[ɛː]）などの一部を除けば、長母音が張り（ [+ tense]）、短母音が緩み（ [- tense]）

母音であるが、ルクセンブルク語においては広母音（ /a ː/  [+tense],  /ɑ/  [ - 

tense]）と半狭・半広後舌母音（ /o ː/  [+tense],  /ɔ /  [ - tense]）でのみ、この対

立が観察される。また、あいまい母音（ Schwa）と同じ調音位置で発音さ

れる母音  /ë/  が強勢を伴う独立した音素であり、半狭前舌母音の  [e] をそ

の異音として有することが、この言語の特徴と言える。前舌の短母音とし

(ɪ)                             

i                         u 

(e)                             
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ては、この他に半広の  /æ/  がある。標準ドイツ語で観察される短母音の  [ɛ]  

は、ルクセンブルク語においては観察されない。長母音の  /e ː /  は、標準ド

イツ語でもルクセンブルク語でもよく観察される。より開口度の高い  /ɛː/  

は、標準ドイツ語においても周辺的な音素であるが、ルクセンブルク語で

はさらにその傾向が高く、 /ʀ/  の前以外ではほとんど観察されない（ dt. 

Mädchen [ ˈmɛː tçən] vs. lux. Meedchen [ ˈme ː tɕən]「女の子」）。  

 以下では、録音資料における各母音を音響解析した散布図を示し、個々

の母音の記述を行う。  

 

(I)  短母音  

 ルクセンブルク語における短母音の音素には、強勢を伴いうる 6 つの母

音  / i/ , /æ/, /ɑ / ,  /ɔ/ , /u/,  /ë/ と、常に非強勢のあいまい母音（ Schwa） /ə/  が

ある。以下では、各音素について、例や異音を示し、また調音位置などの

近い音同士では可能な限りミニマルペアを示す。  

 

グラフ 5．ルクセンブルク語における短母音  
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グラフ 5 では、強勢を伴う 6 つの母音と、 /ë/ の異音  [e] の分布を示し

ている。グラフ中、各音が斜線（ /  /）で囲まれているが、これは各数値を

グラフに反映させるために前章で説明したマクロ内で必要となる記号の一

つであり、音素を示すものではない。そのため、異音である  [e] は、後か

ら丸括弧（   ）で括ってそれを示している。  

 

(1) / i/ :  緊張度の高い前舌狭母音。開音節、もしくは両音節的 66（ bisyllabic）

な子音の前で緊張度の高い  [ i]  が、閉音節では異音の  [ ɪ]  が現れる。  

 

<i>: lux. Äddi [ ˈædi] (dt .  Auf Wiedersehen)「さようなら」  

lux. Kichen [ ˈkiɕən] (dt.  Küche)「台所」  

lux. ginn [ɡɪn] (dt.  geben/werden)「与える /なる」  

     lux. midd [mɪ t]  (dt .  müde)「疲れた」  

 

(2) /ë/:  Schanen/Zimmer (2006b) では  [œ] と表記しているが、これは誤り

である。この母音は唇の丸めを伴わない母音で、さらに上の音響解析の

結果からも明らかなように、中舌の位置で調音される音である。あいま

い母音とほぼ同じ調音位置で発音されるため、 Zimmer (2008) では、こ

れと同じ発音記号  “ə”  を用いて記述している。強勢は  IPA “  ˈ  ”  によっ

て補助的に表すこともできるが、複合語の強勢などで当該の音が第一強

勢を伴わない場合、あいまい母音と同じ表記になってしまうのは問題が

ある。したがって、本稿では強勢を持ちうる方を、 IPA の中舌化の補助

記号  “    ” を用い、 [ë] と記述する。  

 

  lux. wëtzeg [ ˈvətsəɕ] →  [ ˈvëtsəɕ]   

(dt .  witzig  [ ˈvɪtsɪç])「気の利いた、滑稽な」  

lux. virwëtzeg [ ˈf ɪɐ  vətsəɕ]  →  [ ˈf ɪɐ  vëtsəɕ]  

(dt .  vorwitzig  [ ˈfɔɐ vɪ ts ɪç])「出しゃばりな、詮索好きな」  

                                                      
66 訳は筆者によるもの。  
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<ë>: lux. gëschter [ ˈɡë ʃtɐ]  (dt .  gestern)「昨日」  

     lux. Mënsch [mën ʃ]  (dt.  Mensch)「人間」  

     lux. stël l  [ ʃ të l]  (dt .  still)「静かな」  

     lux. Zëmmer [tsëmɐ]   (dt.  Zimmer)「部屋」  

 

軟口蓋音（ [k], [ɡ] , [ŋ]）や歯茎・硬口蓋摩擦音（ [ɕ] , [ʑ]）の前、したが

って、舌背音（Dorsal）の前で異音の半狭前舌母音  [e] が現れる。  

 

<é>: lux. kéng [ ˈkeŋ]  (dt .  kühn)「大胆な」  

lux. strécken [ ˈ ʃtʀekən] (dt.  stricken)「編む」  

     lux. Méck [mek]  (dt .  Mücke)「蚊」  

lux. Stéch [ ʃteɕ]  (dt .  Stich)「刺すこと」  

 

/i/  と  /ë/  のミニマルペアは以下である。ただし、[i]  と  [e] のミニマル

ペアを見つけるのは非常に難しい。以下では、完全なミニマルペアとは言

い難いが、それに準ずる例を挙げる。  

 

 lux. dinn [d ɪn] (dt . tun)「する（ lux. doen の変種、 Inf.）」  

   vs.  lux. dënn [dën] (dt .  dünn)「薄い」  

 lux. Wick [v ɪk] (dt .  Docht)「（ろうそくなどの）芯」  

vs.  lux. Wéckel [ˈvekə l] (dt . Wickel)「湿布」  

 

Luxdico には、/ i/  が含まれる形式と  /e/ が含まれる形式の両方が載せら

れている語彙もある（ lux. king [k ɪŋ] (dt.  kühn)「大胆な」/  lux. kéng [keŋ] (dt .  

kühn)「大胆な」）。このような語彙では、通時的な低舌化の現象が比較的

新しいものであるためと考えられる。LWB (Bd. 2:  332) によると、少なく

ともこの語彙については、  /i /  が含まれる形式が大公国の西半分の地域の

地方変種であると記述されている。また、Zimmer (2008) や LOD には、こ
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の  /i /  を含む形式は掲載されていない。ここ数十年の間に、この低舌化の

現象が多少進行したと推測される。  

 

(3) /æ/:  Schanen/Zimmer (2006) や  Zimmer (2008) では  [ɛ] と表記されて

いるが、これは誤りである。実際には、かなり低舌の前舌母音で、開口

度は長母音の  /a ː/  と同程度になることもある。さらに中舌化も起こして

おり、 /aː /  との調音位置の重なりが観察される（グラフ 7 参照）。英語

などで観察される  /æ /  より開口度も高く、[a] に近づいて聞こえるが 67、

摩擦音の異音の分布が異なる（ lux. maachen [ma ːxən] (dt . machen)「作る  

(Inf.)」 vs. lux. mécht [meɕ t]  (dt . macht)「作る  (3.Sg.)」）（ 4. 2. で詳述）

などの理由から、上のような発音記号を割り当てた。  

綴り字には  <e> と  <ä> の２種類があるが、標準ドイツ語と同様、語源

的に  *a がウムラウトを起こした語などにおいて、後者の綴りを用いる

ことが多い。  

 

<e>: lux. keng [kæŋ]  (dt .  keine)（否定冠詞の  Pl ./F.Sg. の Nom./Akk.）  

lux. strecken [ ˈ ʃtʀækən] (dt.  strecken)「伸ばす」  

     lux. Becher [ ˈbæɕɐ]  (dt.  Becher)「コップ、杯」  

lux. Enn [æn] (dt .  Ende)「終わり」  

<ä>: lux. gäng [ɡæŋ] (dt .  gängig)「流通している」  

   lux. Bäcker [ ˈbækɐ]  (dt .  Bäcker)「パン屋」  

     lux. Fläsch [flæ ʃ] (dt.  Flasche)「瓶」  

     lux. Zänn [tsæn] (dt .  Zähne)「歯  (Pl.)」  

 

/æ/ と  /ë/ のミニマルペアは以下である。  

 

                                                      
67 ルクセンブルク語を学ぶ外国人の間で、<ä> と綴るべきところを  *<a> と

綴る等の誤りが散見されるほどである（ “Addi”  正しくは、lux. Äddi [ ˈædi] (dt. 

Auf Wiedersehen)「さようなら」など）。  
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 lux. well  [væl] (dt . weil)「なぜなら」  

vs.  lux. wëll  [vël]  (dt.  will)「～したい（ 1.Sg.）」  

lux. Enn [æn] (dt . Ende)「終わり」  

  vs.  Ënn [ën] (dt .  Zwiebel ,  fr.  oignon)「タマネギ」  

lux. keng [kæŋ]  (dt .  keine)「（否定冠詞）」  

 vs. lux. kéng [ ˈkeŋ]  (dt .  kühn)「大胆な」  

lux. strecken [ˈʃ tʀækən] (dt .  strecken)「伸ばす」  

   vs.  lux. strécken [ˈʃtʀekən] (dt.  stricken)「編む」  

 

(4) /ɑ /:  Schanen/Zimmer (2006)、Braun et  al . (2005) では  [a] と表記してい

るが、これは誤りである。実際には、開口度は低めの後舌母音。  

 

<a>: lux. Mann [mɑn] (dt .  Mann)「男」、 lux. Papp [pɑp] (dt .  Vater)「父親」  

  lux. Kach [kɑx] (dt .  Koch)「コック」  

lux. Danz [dɑnts] (dt.  Tanz)「ダンス」  

 

/æ/ と  /ɑ/  のミニマルペアは以下である。  

 

lux. Enn [æn] (dt . Ende)「終わり」  

vs.  lux. an [ɑn] (dt .  und ,  in)「～と、～の中で /に」  

 

(5) /ɔ/ :  常に半広の後舌母音として発音される。  

 

<o>: lux. Broch [bʀɔx] (dt .  Bruch)「破損」、lux. Doft  [dɔft]  (dt .  Duft)「香り」  

   lux. Mond [mɔnt] (dt.  Mund)「口」、 lux. Zong [tsɔŋ]  (dt .  Zunge)「舌」  

 

/ɑ/  と  /ɔ/  のミニマルペアは以下である。  

 

lux. Damm [dɑm] (dt.  Dame)「婦人」  
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 vs. lux. domm [dɔm] (dt .  dumm)「馬鹿な」  

 

(6) /u/:  標準ドイツ語と異なり、常に緊張度の高い音である。同じ高舌母

音の  / i/  が、閉音節で緩み母音  [ɪ] の異音を有するのに対して、この後舌

母音では同様の異音の関係が観察されなかった。  

 

<u>: lux. Zuch [tsux] (dt .  Zug)「電車」、 lux. Stull  [ ʃtul] (dt . Stuhl)「椅子」  

   lux. kucken [ ˈkukən] (dt .  gucken)「見る」  

   lux. Mutt  [mut] (dt .  Mut)「勇気」  

 

/ɔ/  と  /u/  のミニマルペアは以下である。  

 

 lux. Gott  [ɡɔt]  (dt.  Gott)「神」 vs. lux. gutt  [ɡut] (dt .  gut)「良い」  

 

(7) /ə/ :  常に非強勢のあいまい母音（ schwa）。  

 

 <e>: lux. Beruff [bəˈʀuf] (dt.  Beruf)「仕事」  

lux. Gedold [ɡəˈdɔlt] (dt .  Geduld)「忍耐」  

lux. Owend [ ˈoːvənt] (dt .  Abend)「晩」  

lux. halen [ ˈha ːlən] (dt .  halten)「保つ」  

 <ë>: lux. leeën [ ˈle ːən] (dt .  legen)「横たえる」  

   lux. Clienteën [ ˈkliɑ  tən] (dt . Kundinnen)「女性客（ Pl.）」  

   lux. Chancëgläichheet
68

 [ ˈ ʃɑ  səɡlæɪɕhe ː t]  (dt .  Chancengleichheit) 

「機会均等」  

   lux. beigë Mantel
69

 [bɛːʒə  ˈmɑntəl] (dt . beige Mantel )  

                                                      
68 Chancë- は、基底の形式  Chancen- における形態素末の  [n] が、n 消去

により脱落した形式。綴り  <ë> の用法については、 2 章参照。  
69 “beigen”  (M.Nom.) の語末の  “n”  が、n 消去により脱落した形式。綴り  

<ë> の用法については、2 章参照。“beige”  は借用語と考えられるが、屈折語

尾を伴わない形式では、語末音の無声化が起こるため、ルクセンブルク語化
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「ベージュのコート」  

 

(II) 長母音  

 ルクセンブルク語における長母音は、 /aː / ,  /e ː/ , /ɛː / , /i ː/ ,  /o ː / ,  /u ː/  の 6 種

類である。以下のグラフはそれらの分布である。  

 

グラフ 6．ルクセンブルク語における長母音  

 

 

(1) / i ː/ :  常に緊張度の高い前舌狭母音。  

 

 <i>: lux. Igel  [ ˈ i ːʑə l]  (dt .  Igel)「ハリネズミ」  

   lux. Fliger [ ˈfl i ːʑɐ] (dt . Flugzeug)「飛行機」  

   lux. Sti l [ ʃt i ː l]  (dt.  Stil)「文体」  

                                                                                                                                                            

が進んだ語彙と考えられる：lux. beige Täsch [bɛː ʃ  tæ ʃ] (dt. beige Tasche)「ベ

ージュのバッグ」（F.Nom. の形容詞の屈折語尾はゼロ語尾。語末の綴り  <e> 

は、フランス語の綴りの名残であり、あいまい母音としては実現されない。） 
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     lux. siwen [ ˈzi ːvən] (dt.  sieben)「７」  

 <ii>: lux. Biischt [bi ː ʃt]  (dt .  Bürste)「ブラシ」  

     lux. Gesiicht [ɡəˈzi ːɕt]  (dt .  Gesicht)「顔」  

   lux. ri ichten [ ˈʀ i ːɕtən] (dt.  richten)「向ける」  

   lux. Kriibs [kʀ i ːps] (dt . Krebs)「ザリガニ、癌」  

 

(2) /e ː /:  前舌半狭母音。 /ʀ/  が後続する際に、異音  [ɛː]  （もしくは  [ɛˑ]）

が現れる。短母音の  [e] と異なり、全ての位置で観察される。また、

中舌音  /ë/  の長母音  /ëː/  はない。  

 

 <e>: lux. Segel [ˈze ːʑəl]  (dt .  Segel)「帆」  

     lux. Regel [ˈʀeːʑəl]  (dt .  Regel)「規則」  

 <ee>: lux. eemol [ˈeːmo ː l]  (dt .  einmal)「いつか、かつて」  

      lux. Been [be ːn] (dt.  Bein)「脚」  

lux. Deeg [de ːɕ]  (dt.  Tage)「日  (lux. Dag (Pl.))  」  

lux. Zeechen [ˈ tse ːɕən] (dt .  Zeichen)「記号」  

lux. Breet  [ ˈbʀeː t]  (dt .  Breite)「幅」  

 

短母音の場合と同様、/ iː/  と  /eː/  のミニマルペアを見つけるのは非常に

難しいが、両者の間に明確な相補分布は観察されない。以下では、ミニマ

ルペアに準ずると考えられる例を挙げる。  

 

 lux. Gesiicht [ɡəˈzi ːɕ t] (dt . Gesicht)「顔」  

 vs. lux. Seechen [ˈzeːɕən] (dt .  Sage)「伝説」  

 

(3) /ɛː /:  前舌半広母音。限られた語彙においてのみ現れる、周辺的な音素

である。Schanen/Zimmer (2006b: 44) では、ルクセンブルク人にと

ってこの音が田舎くさく響く（ “≪ ä≫  long [. . .]  est  ressenti  comme 

provincial  [ . . .]”）ため、この音がより開口度の低い  [eː]  として発音
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され、また綴られると記述されている（ lux. Meedchen [ˈme ːtɕən] vs. 

dt .  Mädchen [ˈmɛːtçən]「女の子」）。  

 

 <ä>: lux. prägen [ˈpʀɛːʑən] (dt.  prägen)「特徴づける」  

     lux. fäeg [ˈfɛːəɕ]  (dt .  fähig)「能力のある」  

   lux. blären [ˈblɛːʀən] (dt.  brülllen)「うなる」  

<ää>: lux. gepräägt  [ɡəˈpʀɛːɕt]  (dt.  geprägt)「特徴づけられた (prägen の過

去分詞 )」  

<äe>: lux. gebläert  [ɡəˈblɛːɐ  t]  (dt .  gebrüll t)「うなった (blären の過去分詞 )」  

 

/ɛ ː/  と  /eː/  について、/ɛː/  が観察される語彙が非常に限られているため、

ミニマルペアを見つけるのが難しいが、以下ではそれに準じると考えられ

る例を挙げる。  

 

lux. feeën [ˈfe ːən] (dt.  fegen)「掃く」  

 vs. lux. fäeg [ˈfɛːəɕ] (dt .  fähig)「能力のある」  

 

(4) /a ː /:  前舌寄りの中舌音。より正確に発音記号を付せば  [a  ː]  が適当であ

る。  

  低舌の短母音  /æ /  と調音位置の重なりが観察される（グラフ 7 参照）

が、この音に後続する摩擦音の異音の分布が異なる（上述参照）こと

から、これらの音は音韻論的に別の音としてとらえられる。  

また、短母音の  /ɑ/  と長母音の  /a ː/  は、明確に音質が異なる（グラフ

7 参照）。Zimmer (2008: 10) で  “ɑː”  と表記されているが、これは明ら

かに誤りである。  

 

 <a>: lux. A [a ː]  (dt.  Auge)「目」  

lux. kafen [ ˈka ːfən] (dt .  kaufen)「買う」  

   lux. bal  [ba ː l]  (dt.  bald)「まもなく」  
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   lux. Stad [ ʃta ː t]  (dt .  Stadt)「街」  

<aa>: lux. laanscht [la ːn ʃt]  (dt.  längs)「～に沿って」  

   lux. Gaart [ ˈɡa ːɐ  t] (dt . Garten)「庭」  

   lux. maachen [ ˈma ːxən] (dt . machen)「作る、する」  

   lux. baang [ba ːŋ] (dt.  bange)「不安な」  

 

グラフ 7．ルクセンブルク語における低舌母音および中舌母音  

 

 

/ɑ/  と  /aː /  のミニマルペアは以下である。  

 

 lux. Lach [lɑx] (dt .  Loch)「穴」 vs. lux. Laach [la ːx] (dt .  Lachen)「笑い」  

 

また、 /æ/ と  /a ː/  とのミニマルペアは以下である。  

 

 lux. Sätz [zæts] (dt .  Sätze)「文（ lux. Saz (Pl.)）」  

  vs.  Saz [za ːts]  (dt .  Satz)「文」  
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(5) /o ː/:  常に緊張度の高い後舌半狭母音。  

 

 <o>: lux. Mo [mo ː]  (dt .  Magen) 「胃」  

     lux. Won [vo ːn] (dt .  Wagen)「自動車」  

     lux. Dot [do ːt] (dt .  Tat)「行為」  

     lux. Krom [kʀo ːm] (dt.  Kram)「がらくた」  

 <oo>: lux. Bootsch [bo ːtʃ]  (dt .  Brotkante)「パンのみみ」  

   lux. loossen [ˈloːsən] (dt.  lassen)「～させる」  

   lux. Strooss [ʃtʀoːs] (dt .  Straße)「道」  

   lux. Brooch [bʀoːx] (dt.  Brache)「休閑地」  

 

後ろに音節開始部（ onset）を持たないあいまい母音を核とする音節が続

く場合、先行する  [o ː]  は短母音のように短く発音されることが多いが、

音質は長母音の音質として発音される。  

 

lux. stoen [ ˈʃ to( ː)ən] (dt .  stehen)「立っている」  

lux. goen [ ˈɡo( ː)ən] (dt .  goen)「行く」  

 

/ɔ/  と  /oː /  のミニマルペアは以下である。  

 

lux. Bomm [bɔm] (dt .  Bombe)「爆弾」  

 vs. lux. Bom [bo ːm] (dt .  Großmutter)「祖母」  

 

(6) /u ː/:  常に緊張度の高い後舌狭母音。  

 

 <u>: lux. Bud [bu ː t]  (dt .  Bude)「屋台」  

lux. du [du ː]  (dt .  du)「君」  

   lux. Blus [blu ːs] (dt.  Bluse)「ブラウス」  
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   lux. krut  [kʀu ːt] (dt.  kriegte)「得た（ lux. kréien）の  Prät.」  

 <uu>: lux. Buuch [bu ːx] (dt . Buch)「本」  

   lux. Fuuss [fu ːs] (dt.  Fuchs)「キツネ」  

   lux. Luucht [lu ːxt] (dt.  Licht)「光」  

   lux. Kuuscht [ku ːʃt]  (dt.  Kruste)「パンの表皮」  

 

/u/  と  /uː /、 /oː /  と  /uː/  のミニマルペアは、それぞれ以下である。  

 

 lux. muss [mus] (dt .  muss)「～しなければならない（ lux. mussen）の 1./3. Sg.」 

  vs.  lux. Muuss [mu ːs] (dt .  Miezekatze)「ネコちゃん」  

 vs. lux. Mooss [mo ːs] (dt .  Maß)「寸法、サイズ」  

 

(III) その他の母音  

ここでは、音素には数えられないが、異音として観察される母音を挙げる。  

(1) [ɐ ]:  あいまい母音を核とする音節の末尾（ coda）に  /ʀ /  が現れる場合

に観察される音（ [ . . .  əʀ] $  > [ɐ]）。音節の核を形成する。  

 

  lux. Fliger [ ˈfl i ːʑɐ] (dt . Flugzeug)「飛行機」  

    lux. iwwer [ˈivɐ]  (dt .  über) 「～の上に」  

    lux. Deeler [ˈde ːlɐ] (dt . Teile)「部分（ lux. Deel）の Pl.」  

 

(2) [ɐ ]:  /ʀ/  が、あいまい母音以外の母音を核とする音節の末尾で母音化を

起こしたもの。音節の核は形成しない。  

 

  lux. Bur [bu ːɐ  ] (dt.  Brunnen)「泉」  

  lux. dir  [di ːɐ  ] (dt .  ihr)「君たち」  

  lux. rar [ʀa ːɐ  ] (dt .  rar)「稀な」  

 

これらの音は、標準ドイツ語で観察される音よりもかなり後舌寄りで観
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察されるため、正確には  [ɐ  ] などの発音記号が適当だが、本論文では煩雑

さを避けるため、以下では  [ɐ] , [ɐ  ] として表記することとする。  

 

グラフ 8．ルクセンブルク語における  [ɐ] の分布  

 

 

 ルクセンブルク語の単母音全体の特徴として、まず  /i / ,  /ɑ / ,  /u/  の３つの

頂点に音が偏る傾向にあるように見える。例えば、[i ː] , [i],  [ ɪ] ,  [e];  [æ] ,  [a ː] ,  

[ɑ];  [o ː] , [u],  [u ː] の調音位置はかなり近い。しかし、音素の分布をみると、

[ɪ]  は  [ i]  の異音であり、[e] は中舌の  [ë]  の異音である。本論文の調査か

らは、[æ]  と  [a ː] の調音位置の重なりが観察されるが、これらは音の長さ

の点で異なっており、また  [a ː]  と  [ɑ] では、調音位置は近いものの、分

布はきれいに分かれていることがわかる。後舌母音のみ、 [o ː]  と  [u]、[u ː]  

が密集しているが、その他の母音の音素は、そこまで大きな偏りなく分布

していると考えることができる。  



79 

 

4. 1. 2. 二重母音  

 標準ドイツ語が 3 つの二重母音しか持たないのに対し、ルクセンブルク

語は 8 種類の二重母音  /ɑɪ/ , /æɪ/ ,  /ɑu/,  /æu/,  /ɛɪ / , /ëu/ ,  /ɪə/ ,  /ʊə/  を持つ。  

 

図 6．ルクセンブルク語における二重母音  

                                         u 

             ɪ                    ʊ  

                                         

                      ë, ə 

          ɛ                            

 

            æ                       

                           ɑ 

 

以下では、まず調音位置が近いと考えられる二重母音の間のミニマルペ

アを示す。  

 

 lux. eis [ɑɪs] (dt.  uns)「我々（ 1.Pl.Dat./Akk.）」  

  vs.  lux. Äis [æɪs] (dt.  Eis)「氷」 ;  

 lux. haut  [hɑut] (dt .  heute)「今日」 vs. lux. Haut [hæut] (dt .  Haut)「肌」 ;  

 lux. fréi  [fʀɛɪ] (dt . früh)「早い」 vs. lux. fräi  [fʀæɪ]  (dt .  frei)「自由な」 ;  

 lux. Auer [ˈɑuɐ]  (dt .  Uhr)「時計」 vs. lux. Ouer [ˈëuɐ]  (dt .  Ohr)「耳」  

 

 二重母音の分析では、既述のように、話者１～５の 5名の発音について、

等間隔で 6箇所のフォルマントを測定して、その間を線でつないだ。各計測

点は、拍とも読みかえることができる。点と点の間隔が長いほど、１拍の

間に調音点が大きく移動したことを示すため、素早い変化を表している。

点が密集したり、重なったりしているようにみえる部分は、同じような音

を、何拍も時間をかけて発音していることを示す。ここではフォルマント
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の測定だけを行っているので、アクセントの位置までは示していないが、

各二重母音の表を見ると、概して前半部と考えられる部分で点が密集して

いることが多い。したがって、標準ルクセンブルク語における二重母音が

前半部に主要部を置く降り二重母音であることが、音響音声学的な観察か

ら明らかとなる。  

まず、本論文で認めている  8 種類の二重母音のうち、/ɑɪ /  のグラフを示

す。グラフの中では、各二重母音の出発点に近いと考えられる母音を楕円

で囲って示している。以下のグラフでは、二重母音の初めの調音位置が、

後舌広母音の  /ɑ/  の調音位置とほぼ一致している。終着点は、前舌狭母音

の  / i/  よりも弱冠開口度が高く中舌寄りの調音位置であるため、この二重

母音を  /ɑɪ /  として記述している。  

 

グラフ 9． /ɑɪ/  

 

 

 (1) /ɑɪ/ : Schanen/Zimmer (2006) では、 [aɪ]  として記述されているもの。

上のグラフからも明らかな通り、実際にはより後舌の  [ɑ] を起点とし

ているため、本論文では  /ɑɪ/  という記述が適当と考える。  
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 <ei>: lux. eis [ɑɪs] (dt.  uns)「我々（ 1.Pl.Dat./Akk.）」  

      lux. Gewei [ɡə ˈvɑɪ]  (dt .  Geweih)「（鹿の）枝角」  

      lux. schei [ ʃɑɪ]  (dt .  scheu)「内気な」  

   lux. hei  [hɑɪ]  (dt .  hier)「ここ」  

 <ai>（この綴りで綴るのは、屈折や派生語などで母音交替を起こした例が

多い） :  

lux. Haiser [ ˈhɑɪzɐ]  (dt .  Häuser)「家（ lux. Haus (Pl.)）」  

   lux. Gebai [ɡə ˈbɑɪ]  (dt .  Gebäude)「建物」  

   lux. schaimen [ ˈʃɑɪmən] (dt .  schäumen)「泡立つ」  

   lux. Raim [ʀɑɪm] (dt.  Räume)「部屋（ lux. Raum (Pl.)）」  

 

(2) /æɪ/:  Schanen/Zimmer (2006) では、[ɛ ɪ]  として記述されている二重母音。

筆者による録音調査と音響解析では、二重母音の初めの調音位置は、

かなり開口度が高く、短母音の  /æ/ とほぼ同じ位置であるため、 /æɪ/  

と記述する。  

 

グラフ 10． /æɪ /  
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<äi>: lux. Äis [æɪs] (dt.  Eis)「氷」  

   lux. Päif  [pæɪf] (dt .  Pfeife)「笛」  

   lux. Zäit  [tsæɪt]  (dt .  Zeit)「時間」  

   lux. dräi [dʀæ ɪ]  (dt .  drei)「３（数詞）」  

 

 (3) /ɛɪ/ :  Schanen/Zimmer (2006) では、 [eɪ]  として記述されているもの。

音響解析によれば、この二重母音の初めの調音位置もやはり  [e] より

も開口度の高い  [ɛ]  であると考えられるため、本論文では  /ɛ ɪ/  とし

て記述する。  

<éi>: lux. Béier [ˈbɛ ɪɐ] (dt.  Bier)「ビール」  

      lux. Schnéi [ʃnɛɪ] (dt . Schnee)「雪」  

   lux. Kéier [ˈkɛ ɪɐ] (dt . Mal)「回」  

   lux. héich [hɛɪɕ] (dt.  hoch)「高い」  

 

多少ばらつきが見られるが、5 人中 3 人が  [ɛɪ] という軌道上をたどって

いるため、これを音素と考える。ただし、この二重母音は特に使用頻度の

高い助動詞やまた使用頻度の高い不変化詞においては、後半部分  [ɪ] だけ

発音されることが多い。  

 

lux. géing ([ɡɛɪŋ]/)[ɡ ɪŋ]  (dt.  werde)   

「～する予定（つもり）だ（ lux. goen (dt .  gehen (Subj.))）」   

lux. géif  ([ɡɛɪf]/)[ɡɪf]  (dt .  werde)）  

「～する予定（つもり）だ（ lux. ginn (dt .  geben, werden (Subj .))」 70
 

lux. méi (dt.  mehr)  ([mɛɪ]/)[mɪ]71「より～（ lux. vill  (dt .  viel)  の比較級）」72
 

                                                      
70 ルクセンブルク語で未来を表す助動詞としては、標準ドイツ語  werden と

同語源（Kognat）の  lux. wäerten があるが、今日ではほとんど使用されな

い。未来表現には、上で挙げた  lux. géing や  lux. géif を使う方が一般的で

ある。  
71 開音節での  /i /  は基本的に開口度の低い  [ i] として現れるが、 [ɛ ɪ] の変種

として現れる単母音はもとの二重母音の後半部の音に近いものとして発音さ

れる場合が多い。  
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グラフ 11． /ɛɪ/  

 

 

 (4) /ɑu/:  Schanen/Zimmer (2006) では、 [aʊ]  として記述されている二重母

音。音響解析では、初めの調音位置は  [a] よりも後舌で短母音の  /ɑ/  

とほぼ一致し、終わりの位置は  [ʊ]  よりも後舌寄りで狭い  [u] の音で

あり、短母音の  /u/  の調音位置とほぼ一致する。そのため、本論文で

は、 /ɑu/ として記述する。  

 

<au>: lux. bauen [ˈbɑuən] (dt . bauen)「建てる」  

   lux. Dauf [dɑuf] (dt.  Taube)「ハト」  

                                                                                                                                                            
72 ルクセンブルク語の比較級は、標準ドイツ語のように屈折語尾を伴う統合

的な（ synthetisch）形式ではなく、不変化詞  lux. méi (dt. mehr)「より（多

く）」または  lux. manner (dt. minder)「より（少なく）」を伴った分析的な

（ analytisch）形式を用いる（ dt. größer vs. lux. méi grouss 「より大きい」）。

発音に関しては、 lux. méi が「より多い」という意味で単独で用いられる場

合よりも、他の形容詞の前に現れて比較表現を形成する場合の方が、二重母

音が短縮化された  [m ɪ] という発音が頻繁に観察される。  
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   lux. Drauf [dʀɑuf] (dt.  Traube)「ブドウ」  

lux. haut [hɑut] (dt.  heute)「今日」  

 

グラフ 12． /ɑu/ 

 

 

(5) /æu/:  Schanen/Zimmer (2006) では、 [ɛʊ] として記述されている二重母

音。音響解析では、初めの音の開口度はかなり高く、短母音の  /æ/ と

ほぼ一致する音であり、また終わりの音の開口度は低く緊張度の高い

短母音の  /u/ とほぼ一致する音である。したがって、本稿では、/æu/ と

して記述する。  

 

<au>: lux. aus [æus] (dt .  aus)「～の外で /へ」  

      lux. brauchen [ ˈbʀæuxən] (dt .  brauchen)「必要とする」  

      lux. Sau [zæu] (dt .  Sau)「雌豚」  

      lux. Haut [hæut] (dt.  Haut)「肌」  
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現行の正書法では、 /ɑu/ と  /æu/ の違いは綴り分けられないが、正書法

が定着していない今日、特に後者を  <äu> と綴る母語話者も多い。しかし、

その一方で、両者の弁別があいまいになる傾向もある。筆者の調査では、

フォルマントを測定した５人の話者のうち、話者 4 の  /ɑu/ と  /æu/ の発音

に、ほとんど違いが見られなかった。  

 

グラフ 13． /æu/ 

 

 

(6) /ëu/:  Schanen/Zimmer (2006) では、[əʊ] もしくは  [ɔʊ] として記述され

ている二重母音。音響解析では、初めの音の調音位置はほぼあいまい

母音（ Schwa）と一致することがわかる。この二重母音も他と同様前

半部にアクセントを持つ降り二重母音であるため、この前半部の音は

アクセントを伴う。したがって、本稿では  [ë]  というアクセントを伴

う中舌短母音と同じ発音記号を用いる。終わりの音は、 [ʊ]  よりも緊

張度の高い短母音の  [u] とほぼ同じ調音位置で調音される音である

ため、二重母音全体は、 /ëu/ として記述することとする。  
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グラフ 14． /ëu/  

 

 

 <ou>: lux. Ouer [ ˈëuɐ] (dt.  Ohr)「耳」  

      lux. Bouf [bëuf] (dt.  Junge (Bub))「少年」  

      lux. Loun [lëun] (dt.  Lohn)「賃金」  

      lux. Kou [këu] (dt .  Kuh)「牛」  

 

(7) /ɪə /:  この二重母音に関しては、 Schanen/Zimmer (2006) の  [ɪə]  という

記述と同じ結果が出ている。全体的に、既述の  /ɛɪ /  よりもばらつきが

見られる。二重母音の始まりは、前舌狭母音の  [ i]  よりも弱冠開口度

が高く中舌寄りの  [ɪ] の位置と考えられる調音位置での音と考えら

れる。終着点にばらつきはあるものの、 [ɛ]  よりも中舌よりの音であ

る場合がほとんどであるためあいまい母音や  [ë]  の位置で終わると

考える。 / ɪë/ という記述の可能性もあるが、音節副音となる後半部を

強勢を伴いうる音  /ë/ として記述するよりも、あいまい母音として記
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述する方が適当であると考える。したがって、本論文でも、この二重

母音を  /ɪə/  として記述する。  

 

<ie>: lux. iech [ ɪəɕ]  (dt.  euch)「君たち（ 2.Pl.Dat./Akk.）」  

lux. wien [v ɪən] (dt . wer)「だれ」  

   lux. zielen [ˈtsɪələn] (dt.  zählen)「数える」  

   lux. friem [fʀɪəm] (dt.  fremd)「なじみのない」  

 

グラフ 15． /ɪə/  前半 73
 

 

 

 

 

                                                      
73 この二重母音は、終着点の位置が話者によってばらつきが大きいため、グ

ラフ 16 でその位置に近いと考えられる  /ë/  と  /ɛː /  の 2 つの音の分布を示し

ている。出発点と合わせた一つのグラフで示すのが理想的ではあったが、本

論文で使用しているグラフ作成マクロの性能上、7 種類以上のプロットが使用

できないため、出発点と終着点に注目した 2 つのグラフ 15, 16 に分けて示す

こととした。  
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グラフ 16． /ɪə/  後半  

 

 

(8) /ʊə/:  この二重母音に関しても、 Schanen/Zimmer (2006) の記述と同様

である。 [u] よりも開口度が若干高く中舌寄りの  [ʊ]  の位置から始ま

り、Schwa の位置で終わる。 /ʊə/  という記述が適当である。  

 

<ue>: lux. uewen [ ˈʊəvən] (dt .  oben)「上方に」  

   lux. Buedem [ ˈbʊədəm] (dt .  Boden)「土地」  

   lux. Zuel [tsʊəl] (dt.  Zahl)「数」  

   lux. Kuel [kʊəl] (dt.  Kohle)「石炭」  

 

 

 

 

 

 



89 

 

グラフ 17． /ʊə/  

 

 

 

最後に、Schanen/Zimmer (2006b: 115)、Braun et  al . (2005: 6)、Zimmer (2008: 

10) などでは、これら 8 つの二重母音に加えて  “ /ɔɪ/”  という二重母音も挙

げているが、この音が現れるのは  lux. Moien (dt .  Morgen)「朝」 ,  lux. moies 

(dt .  morgens)「朝に」という限られた語彙のみであり、さらにこれらの表

現は、非常に新しいものであると考えることができる。lux. Moien は、LWB 

の時代、すなわちつい 50 年ほど前のルクセンブルク語では、「朝」という

意味ではなく、挨拶の表現として特化して使用される語彙であった（ LWB 

Bd. 3, S. 162）。「朝」という時間帯を表す  dt .  Morgen にあたるルクセンブ

ルク語としては、他に  lux. Muergen という語彙が挙げられている（LWB Bd. 

3, S. 178-179）。現在使用される  lux. moies については、LWB には記載が

なく、 dt.  morgens「朝に」という意味では、 lux. muerge(n)s/mueres という

語彙が挙げられている（LWB Bd. 3, S. 179）。 2008 年出版の  Luxdico  には
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lux. Muergen という語彙はないが、 lux. Moien, lux. moies という語彙に加

えて、 lux. Mueren, lux. mueres という語彙の記載がある（ Welschbill ig/ 

Schanen/Lulling 2008: 109-111）。 dt.  Morgen「朝」にあたるルクセンブルク

語の最も古い形式と考えられる  lux. Muergen では、 ahd. morgan, mhd. 

morgen (Pfeifer 2005
8
:  890) の第 1 音節の母音が  / r/  の前でまず長音化し（ > 

*ɔ ː）、ついで二重母音化を起こしたものと考えられる（ 6 章参照）。二重母

音化の前の段階の長母音は、ルクセンブルクの東部方言や北部方言に残っ

ているようである（地図 7. 参照）。語中の  <g> は、いずれにせよ摩擦音

として発音され、脱落しやすい要素である（ 4. 2. 4.、6 章参照）。この音が

脱落したものが  lux. Mueren という形であると考えられる。二重母音化に

関しては、 [ʊ  ɔ] , [ʊ  ɑ]  などの昇り二重母音が寄り古い形式である。このよ

うな昇り二重母音が降り二重母音になる過程で、他の語彙と同じ  [ʊə] と

なったのが  lux. Muergen/Mueren である（ 6 章参照）。新しい形式の  lux. 

Moien は、北部や東部方言などで残る古い形式  [mʊ  ɔʀjən]/[  mʊ  ɑʀjən] が、

縮約（Kontraktion）を起こした形式であると推測され、前舌狭母音  [ɪ]  の

ように聞こえる音は、子音の  [j] (<g>) に由来すると考えられる。  

 

地図 7．  „morgen“  (Luxemburgischer Sprachatlas  (地図番号 69) )  
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したがって、本論文では、他の文献で二重母音の  “/ɔɪ/”  とされている音

を、母音  [ɔ]  と半母音の  [j]  との組み合わせであると考え（ lux. Moien 

[ ˈmɔ jən], lux. moies [ ˈmɔ jəs]）、二重母音には加えないこととする。よって、

その他の 8 つ  /ɑɪ / , /æɪ/ ,  /ɑu/,  /æu/,  /ɛ ɪ/ ,  /ëu/ ,  /ɪə/ ,  /ʊə/  が、ルクセンブルク語

における二重母音であると考える。  

 Keiser-Besch (1976) では、二重母音の分布のグラフは載せていないが、  

二重母音についても記述を行っており、やはり上の 8 つをルクセンブルク

語における二重母音としている。音質の記述としては、単母音の際と同様、

<äi> [æ ɪ] ,  <äu> [æu] を  [ɛ ɪ] ,  [ɛʊ]  としている点で問題がある。< äi> を  [ɛɪ]  

と記述しているため、 <éi> を  [əɪ]  と記述しているが、本論文では、既述
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のように前者を  [æɪ] ,  後者を  [ɛɪ] と記述する。また、後舌狭母音に向かう

二重母音について、Keiser-Besch (1976) では、その終着点を  [ʊ]  としてい

るが、本論文の調査結果からは、より開口度の低い  [u] という記述が適当

であることがわかる。  

 以上、本論文ではまず、母音についてその音素と異音を明確にし、また

その音質の分布の分析も行った。  

 

4. 2. 子音  

 この節では、ルクセンブルク語の子音の記述を行う。母音と比べて、音

質がより明確であるため、一つ一つの音についての音響解析は行っていな

い。ただし、標準ドイツ語やフランス語など、近隣のヨーロッパ言語では

観察されない歯茎・硬口蓋摩擦音についてのみ、これと接する後部歯茎音

や硬口蓋音との音響音声学的な比較を試みる。  

全体的な特徴として、一部の歯茎音の例外を除いて（ 5. 2. 2.  参照）、ル

クセンブルク語の子音に長短の区別はない。子音が重ねて綴られるのは、

それに先行する母音が短母音であることを示すためである（ 2 章参照）。ま

た、上部ドイツ語（Oberdeutsch）で観察されるような硬音・軟音の対立は

なく、有声・無声の対立がある。  

 

表 2．ルクセンブルク語の子音  

 唇音  唇歯音  歯茎音  後部歯

茎音  

歯茎・硬

口蓋音  

硬 口

蓋音  

軟 口 蓋

音  

口 蓋

垂音  

声門音  

閉鎖音  p /b   t /d     k /ɡ   (ʔ )  

摩擦音   f /v  s /z  ʃ /ʒ  ɕ /ʑ  ( ʝ)  (x) / (ɣ )   h  

鼻音  m  n     ŋ    

側音    l        

震え音         ʀ   

接近音  w     j     
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 上の表は、ルクセンブルク語において観察される子音である。異音や発

音の変種、また任意で現れ弁別的な役割を果たさないものを括弧で括って

示している。  

 

4. 2. 1. 唇音及び唇歯音  

(1) /b/:  有声両唇閉鎖音。語末（音節末）で無声化する。  

 

<b>: lux. lux. Bomi [ ˈbo ːmi ː]  (dt .  Großmutter)「祖母」  

   lux. agreabel  [ɑɡʀɛˈaːbəl]  (dt.  agreabel)「快適な」  

     lux. Kueb [kʊəp] (dt .  Krähe)「カラス」  

   lux. Kueben [ˈkʊəbən] (dt .  Krähen)「カラス（ Pl.）」  

 

(2) /v/:  有声唇歯摩擦音。全ての位置で観察されるが、語末では無声化す

る。無声化した音は、<f> として綴られることが多く、<w> として綴

られるのは、下で挙げる  lux. Léiw など、限られた語彙のみである。  

 

 <w>: lux. Won [vo ːn] (dt.  Wagen)「車」  

lux. uewen [ ˈʊəvən] (dt.  oben)「上方に」  

      lux. Léiw [lɛɪf]  (dt .  Löwe)「ライオン」  

   lux. Bréiwer [ ˈbʀɛɪvɐ] (dt.  Briefe ;  vgl.  lat . brevis)  

「手紙（ lux. Bréif）の Pl.」  

      lux. schreiwen [ˈʃʀɑɪvən] (dt.  schreiben)「書く（ Inf.）」  

  <f>: lux. Bréif  [bʀɛɪf]  (dt . Brief)「手紙」  

lux. schreifs [ ʃʀɑɪfs]  (dt .  schreifst)「書く（ lux. schreiwen）の 2.Sg.」  

 

(3) /w/:  両唇接近音。音節開始部（ onset）において、他の子音に後続する

ときのみ現れる。  

   lux. zwou [tswëu] (dt .  zwei)「２（数詞、 F.）」  

   lux. schwéier [ˈʃwɛ ɪɐ] (dt . schwer)「難しい」  
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   lux. Quell  [kwæl] (dt . Quelle)「泉」  

 

(4) /p/:  無声両唇閉鎖音。全ての位置に現れることができる。また、無声

唇歯摩擦音  [f] との子音連続においても観察されるが、この子音連続

は語頭ではほとんど観察されない。語頭以外であれば、音節開始部に

も末尾にも現れることができる。ただし、両唇鼻音  [m] の後ろに現れ

ることが多いため、音挿入としての解釈の可能性もある。  

 

lux. Papp [pɑp] (dt . Vater)「父」  

lux. Häip [hæɪp] (dt .  Hütte)「小屋」  

lux. klappen [ ˈklɑpən] (dt .  klappen)「捕まえる、手をパチパチ叩く」  

lux. dämpfen [ ˈdæmpfən] (dt .  dämpfen)「和らげる、蒸す」  

  lux. Kampf [kɑmpf] (dt . Kampf)「戦い」  

 

(5) /f /:  無声唇歯摩擦音。全ての位置に現れることができる。  

 

<f>/<ff>:  

    lux. Feier [ ˈfɑɪɐ]  (dt .  Feuer)「火」  

  lux. gräifen [ ˈɡʀæ ɪfən] (dt .  greifen)「つかむ」  

    lux. Schëff [ʃëf] (dt .  Schiff)「船」  

  lux. Schëffer [ ˈʃëfɐ]  (dt .  Schiffe)「船（複数形）」  

<v>: 語頭（音節の初め）のみに現れる。  

  lux. vil l [f ɪl]  (dt .  viel)「たくさんの」  

    lux. véier [ ˈfɛɪɐ] (dt .  vier)「４（数詞）」  

  lux. vun [fun] (dt.  von)「～から、～につついて」  

  lux. dovun [do ˈfun] (dt .  davon)「そこから、それについて」  

  lux. vrecken [ ˈfʀækən] (dt .  kaputtmachen)「壊す」  

 

(6) /m/:  有声両唇鼻音。全ての位置に現れることができる。  
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<m>, <mm>: 

  lux. mir [mɪɐ  ] (dt .  wir)「我々（Nom.）」  

  lux. kommen [ˈkɔmən] (dt . kommen)「来る」  

  lux. Dram [dʀa ːm] (dt.  Traum)「夢」  

  lux. schmuel [ʃmʊəl]  (dt .  schmal)「幅の狭い」  

 

4. 2. 2. 歯茎音  

(1) /d/:  有声歯茎閉鎖音。全ての位置に現れることができるが、語末で無

声化する。  

<d>: lux. Dall  [dɑl]  (dt.  Tal)「谷」  

   lux. Fuedem [ˈfʊədəm] (dt .  Faden)「糸」  

   lux. dräi [dʀæ ɪ]  (dt .  drei)「３（数詞）」  

   lux. béid [bɛ ɪ t] (dt .  beide)「２つの、両方の」  

 

(2) / t/:  無声歯茎閉鎖音。全ての位置で観察される。  

<t>, <tt>: lux. Téi  [ tɛɪ] (dt.  Tee)「お茶」  

     lux. Knuet [knʊət]  (dt .  Knoten)「結び目」  

     lux. trëppelen [ˈtʀëpə lən] (dt.  spazieren gehen )「散歩する」  

     lux. Biischt [bi ːʃt]  (dt.  Bürste)「ブラシ」  

      lux. platt [plɑ t]  (dt .  platt)「平らな」  

 

(3) /s/:  無声歯茎摩擦音。語頭や形態素の初め以外で観察される。標準ド

イツ語で観察される子音連続  -st  は、ルクセンブルク語でも語彙によ

ってまだ観察されるものの、摩擦音が硬口蓋化を起こした  -scht [ʃ t] 

となっている語彙が多い（ lux. Loscht [lɔʃt] (dt.  Lust)「やる気、喜び」、

lux. bescht [bæʃt] (dt .  best)「最も良い（ lux. gutt  の最上級）」）。[s] の硬

口蓋化は、もともと南部方言の特徴だが（地図 4 参照）、その特徴は北

上しつつあり、無声歯茎閉鎖音  [t] の前では特にその傾向が強い。  
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 <s>, <ss>: 長母音の後ろで重ねて綴られる場合は、当該音が無声摩擦音で

あることを特に示すためと考えられる。  

 

  lux. Fuuss [fuːs] (dt .  Fuchs)「キツネ」  

    lux. Waasser  [ˈva ːsɐ]  (dt.  Wasser)「水」  

    lux. Hals [hɑls]  (dt .  Hals)「首」  

  lux. fest  [fæst] (dt.  fest)「固い」  

 

 子音連続  [ts]  は、ルクセンブルク語においても広く観察され、全ての位

置に現れることができる。  

 

<z>, <ts>:  

lux. Zäit  [ tsæɪt]  (dt .  Zeit)「時間」  

  lux. schätzen [ˈʃætsən] (dt . schätzen)「見積もる」  

  lux. Kaz [ka ːts]  (dt .  Katze)「ネコ」  

  lux. zréck [tsʀek] (dt.  zurück)「元の場所へ」  

  lux. Pilz [pɪlts]  (dt.  Pilz)「キノコ」  

 

標準ドイツ語と同様、ルクセンブルク語における無声歯茎摩擦音  /s/ は、

既述のように語頭や形態素の頭で現れることができない。本来この音で始

まる外来語を、ドイツ語では語頭でも現れることが可能な有声歯茎摩擦音  

[z] を用いてドイツ語化するのに対し（ dt.  Sauce [zo ːsə]  < fr.  sauce [sos]「ソ

ース」）、ルクセンブルク語では無声歯茎破擦音 74
 [ ts]  を用いてルクセンブ

ルク語化することがある。ドイツ語では調音方法、ルクセンブルク語では

無声という素性を保って、各々の言語に受容するという違いがある。  

 

 lux. Sauce [sos] ([so ːs])/Zooss [tsoːs] (dt .  Soße)「ソース」  

  lux. servéieren [sɛɐ  ˈvɛ ɪʀən]/zerwéieren [tsɛɐ  ˈvɛ ɪʀən] (dt .  servieren)  

                                                      
74 より厳密には、無声歯茎閉鎖音  [t] と無声歯茎摩擦音  [s] の子音連続。  
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「提供する」  

 

(4) /z/: 有声歯茎摩擦音。語末では無声音として現れる。  

 <s>: lux. soen [ ˈzoːən] (dt .  sagen)「言う」  

     lux. rosen [ˈʀoːzən] (dt . rasen)「荒れ狂う」  

     lux. ros [ʀoːs] (dt.  rasen)「荒れ狂う (lux. rosen)  の 2.Sg.」  

   lux. Hues [hʊəs] (dt .  Hase)「ウサギ」  

     lux. Huesen [ˈhʊəzən] (dt . Hasen)「ウサギ (lux. Hues)の Pl.」  

 

(5) /n/:  有声歯茎鼻音。全ての位置において観察される。ただし、語末（形

態素末）の当該音は、後続する音韻環境によって脱落することがある

（ 5.1.「 n 規則」参照）。語中や語末で重ね書きされることがある。  

 <n>, <nn>:  

 lux. Nol [no ːl] (dt . Nagel)「針」  

 lux. Kanner [ˈkɑnɐ]  (dt .  Kinder)「子供 (lux. Kand)の複数形」  

   lux. hunn [hun] (dt.  haben)「持っている」  

  lux. Schnéi [ʃnɛɪ]  (dt .  Schnee)「雪」  

    lux. Frënd [fʀënt] (dt .  Freund)「友人（男性）」  

 

(6) / l/ : 有声歯茎側音。全ての位置で観察される。ただし、子音連続は語頭

（形態素の初め）のみ。語中や語末で重ね書きされることがある。  

<l>, <ll>:  

lux. Loscht [lɔʃ t]  (dt .  Lust)「喜び、やる気」  

  lux. Mëllech [ˈmëləɕ]  (dt .  Milch)「牛乳（乳）」  

  lux. giel  [ɡɪəl]  (dt .  gelb)「黄色い」  

  lux. Fleesch [fle ːʃ] (dt.  Fleisch)「肉」  
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4. 2. 3. 後部歯茎音  

(1) / ʃ/:  無声後部歯茎音。全ての位置で観察される。  

 

 <sch> (語頭（独立形態素の初め）の  <t>, <p> の前以外で ):  

   lux. Schiet  [ ʃɪət]  (dt .  Schatten)「影」  

  lux. Dëscher [ˈdëʃɐ]  (dt .  Tische)  「机（ lux. Dësch）の複数形」  

    lux. Dësch [dëʃ] (dt .  Tisch)「机」  

  lux. Schnéi [ʃnɛɪ]  (dt .  Schnee)「雪」  

    lux. Duuscht [du ːʃt]  (dt .  Durst)「（のどの）渇き」  

 <s> (語頭（独立形態素の初め）の  <p>, <t> の前で ):  

    lux. Speck [ ʃpæk] (dt .  Speck)「脂身」  

  lux. sprangen [ ˈ ʃpʀɑŋən] (dt .  springen)「跳ぶ」  

  lux. Stach [ʃ tɑx] (dt .  Stich)「刺すこと」  

  lux. Strooss [ ʃtʀo ːs] (dt .  Straße)「道路」  

 

名詞の複数形形成などの屈折の際に有声化を起こしているように見え

る語彙もあるが、全ての場合には当てはまらない。  

 

  lux. Piisch [pi ːʃ] (dt .  Pfirsich)「モモ」  

   vs. Pijen [ˈpi ːʒən] (dt . Pfirsiche)「モモ（ lux. Piisch）の複数形」  

  lux. eng auslännesch Studentin [æŋ  ˈæuslænəʃ  ʃtuˈdæntɪn]  

(dt .  eine ausländische Studentin )「外国人学生（女性）」  

     vs.  lux. en auslännesche Student [ən ˈæuslænəʃə  ʃtuˈdænt]  

(dt .  ein ausländischer Student )「外国人学生（男性）」  

 

 有声化を起こしているように見える例では、有声音の  [ʒ] を有する形式

が語彙化し、単数形で語末音硬化を起こしている可能性がある。  
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(2) /ʒ /:  有声後部歯茎音。全ての位置で観察される。もともと借用語で観

察される音であり、本来のルクセンブルク語の音素ではないが、今日

では語末で無声化が起きるなど、ルクセンブルク語の音韻規則に従っ

ており、本論文ではこの音もすでにルクセンブルク語の音素の一つと

してみなしてよいと考える。  

 

 <j>（語頭で） :  

  lux. Jupe [ʒup] (dt.  Rock ,  vgl. fr.  jupe)「スカート」  

 lux. Jeans [ʒi ːns] (dt .  Jeans)「ジーンズ」  

 <g(e)>:  

  lux. Gilet  [ ˈʒile]  (dt .  Weste  (♦  fr. gilet))「ベスト」  

 lux. Massage [mɑˈsa ːʃ]  (dt .  Massage)「マッサージ」  

  vs.  lux. Massagen [mɑˈsa ːʒən] (dt .  Massagen)  

「マッサージ（ lux. Massage）の Pl.」  

 lux. eng beige Jupe [æŋ  bɛːʃ  ʒup] (dt .  ein  beige Rock)  

「ベージュ色のスカート（ lux. Jupe は女性名詞）」  

  vs. lux. e beigen Hutt  [ə  ˈbɛːʒən hut] (dt .  ein beige Hut)「ベージュの帽子」 

 

語末の無声音の表記に関しては、揺れがあるようである。例えば、上の  

lux. Massage は、 Luxdico (ドイツ語版 2008) に倣った表記であるが、

Schanen/Zimmer (2012: 279) では、 “Massasch”  と綴られている。  

 

子音連続  [tʃ]  は、ルクセンブルク語においても観察される。  

 

 <tsch>: lux. Tschech [t ʃæɕ]  (dt .  Tscheche)「チェコ人」  

    lux. klaatschen [ ˈkla ːtʃən] (dt .  petzen  (♦  dt .  klatschen))「告げ口する」 

    lux. Rutsch [ʀutʃ] (dt . Rutsch)「滑り落ちること」  
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4. 2. 4. 歯茎・硬口蓋音及び軟口蓋音  

 この節では、歯茎・硬口蓋音と軟口蓋音、すなわち舌背音（Dorsal）の

分析を行う。ここで、標準ドイツ語などでは観察されない調音位置で発音

される、歯茎・硬口蓋摩擦音（ engl.  alveolo-palatal）  [ɕ] ,  [ʑ]
75

 について確

認しておきたい。  Zimmer (2008) では、これらの摩擦音を硬口蓋音の  [ç],  

[j] として記述しているが、これらの音とルクセンブルク語で実際に観察

される音とでは明らかに音質が異なっており、 2011年の録音資料の音響解

析からも、ルクセンブルク語の当該音は、ドイツ語などで観察される硬口

蓋音  [ç], [j] よりも周波数が低く、また後部歯茎音  [ ʃ] ,  [ʒ]  よりも周波数が

高い、両者のちょうど中間の周波数を示す音であることがわかる。そのた

め、その間の歯茎・硬口蓋音  [ɕ],  [ʑ]  として記述するべきである（図 7 参

照）。  

 

図 7． [j],  [ʑ],  [ʒ]  の音響解析データ（ Praat）

  

 

 図 7 で使用している音源は、全て 2011年録音調査における話者 9（ 60代女

性）のルクセンブルク語テキスト朗読の際の発音である。それぞれの音に

ついて使用した語彙は、それぞれ  dt .  Jägermeister [ ˈ ʝɛːɡɐma ɪstɐ] 「イェー

ガーマイスター」（ドイツ産アルコール飲料の商品名）,  lux. j idder [ ˈʑidɐ]  (dt .  

jeder)「各々の」,  lux. Paragen [pa ˈʀaːʒən]
76

 (vgl.  fr.  parages)「近隣」である。

                                                      
75日本語の「し」[ɕi]、「じ」[ʑi] は、歯茎・硬口蓋摩擦音を音節開始部に有す

る音である（例）「進歩」 [ɕímpo]）（ vgl. Handbook (201112)）。  
76 非強勢の位置における低舌母音は、短母音であるにもかかわらず後舌母音  

[ɑ] ではなく、前舌寄りの  [a] として発音される。これは、本来長母音  [a ː] で

[ʒ]  [ʑ]  [ ʝ]  
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この音は、硬口蓋摩擦音  [ç]/[ ʝ]  が通時的に舌端化（Koronalisierung）を起

こした音であると考えられるが、その詳細については 6章で扱うこととする。 

以下では、歯茎・硬口蓋から軟口蓋の位置で調音される 6つの音  [ɡ] ,  [ɣ] ,  

[x],  [ ʝ] ,  [ʑ],  [ɕ]  について、それぞれが現れる音韻環境と綴りを整理し、共

時的な観点から音素と異音を特定する。  

 

＜各音が現れる音韻環境＞  

①  [ɡ]:  有声軟口蓋閉鎖音。語頭のみ。  

 <g>: lux. Gaass [ɡaːs] (dt .  Gasse)「小路」  

lux. grouss [ɡʀëus] (dt .  groß)「大きい」  

 

②  [ɣ]:  有声軟口蓋摩擦音。母音間かつ後舌母音に後続する場合のみ。  

<g>: lux. Jugend [ ˈ ʝu ːγənt] (dt .  Jugend)「若者」  

lux. Lagen [ ˈ la ːγən] (dt.  Lagen)「情勢（ lux. Lag ）の Pl.」  

 

③  [x]：無声軟口蓋摩擦音。語頭以外。  

ただし、後舌母音に後続する場合のみ。  

  (A) 語中  

  <ch>: lux. maachen [ ˈma ːxən] (dt . machen)「作る、する」  

lux. brauchen [ ˈbʀæuxən] (dt.  brauchen)「必要とする」  

 (B) 語末  

  a. <g>: lux. klug [klu ːx] (dt .  klug)「賢い」  

lux. Dag [da ːx] (dt . Tag)「日」  

  b. <ch>: lux. Kach [kɑx] (dt .  Koch)「コック（料理人）」  

lux. Woch [vɔx] (dt . Woche)「週」  

lux. braucht [bʀæuxt] (dt .  braucht)  

「必要とする（ lux. brauchen）の 3.Sg.」  

                                                                                                                                                            

あったものが非強勢の位置で短縮化を起こし、その一方で音質は長母音のも

ののまま保たれたものと考えられる。  
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④  [ ʝ]: 有声硬口蓋摩擦音。語頭のみ（固有名詞において現れる語中の音は、 

例外として除く）。（ただし、かなりの頻度で  [ʑ]  と自由交替する  

場合がある）  

  <j>: lux. Joer [ ˈ ʝo ːɐ]  (dt .  Jahr)「年」  

lux. jeemools [ ˈ ʝe ːmo ːls]  (dt .  jemals)「かつて」  

 

⑤  [ʑ]:  有声歯茎・硬口蓋摩擦音。語末以外。  

ただし、後舌母音に後続する場合以外。  

 (A) 語頭（ただし、 [ ʝ] と自由交替する場合がある） 77
 

  <j>: lux. Joffer [ ˈʑɔfɐ]  (dt .  Jungfrau)「未婚の女性」  

lux. Jeeër [ ˈʑe ːɐ]  (dt .  Jäger)「狩人」  

 (B) 語中  

  <g>: lux. Fliger [ ˈfli ːʑɐ]  (dt .  Flugzeug)「飛行機」  

lux. Gaalgen [ ˈɡaːlʑən] (dt.  Galgen)「絞首台」  

 

⑥  [ɕ]:  無声歯茎・硬口蓋摩擦音。全ての位置。  

ただし、後舌母音に後続する場合以外。  

 (A) 語頭  

  <ch>: lux. chemesch [ ˈɕe ːməʃ]  (dt .  chemisch)「化学的な」  

lux. China [ ˈɕ i ːna] (dt .  China)「中国」  

 (B) 語中  

  <ch>: lux. Kichen [ ˈkiɕən] (dt .  Küche)「キッチン」  

lux. sécher [ ˈzeɕɐ]  (dt .  sicher)「確かに」  

 (C) 語末  

                                                      
77語頭の  <j> の調音位置の揺れは、語彙によって（ vgl. lux. jung [ ʝuŋ] (dt. 

jung); lux. Joffer [ ˈʑɔfɐ] (dt. Jungfrau)）、また地域によっても傾向が異なる。

中央方言以外の方言と比較すると、北部に行くほど硬口蓋、南部に行くほど

歯茎・硬口蓋で調音される傾向にある。しかし、同一地域内でも話者によっ

て傾向が異なり、同一話者による同一語の発音でも揺れが観察されるため、

中央方言内部でも音の特定は難しい。  
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   a. <g>: lux. Deeg [de ːɕ] (dt . Tage)「日 (lux. Dag)の Pl.」  

lux. Alg [ɑ lɕ]  (dt.  Alge)「海藻」  

  b. <ch>: lux. Mëllech [ ˈmëləɕ]  (dt.  Milch)「ミルク」  

lux. Wuecht [vʊəɕt]  (dt.  Wache)「番人」  

 

上で示した音のうち、まず閉鎖音（①）と摩擦音（②～⑥）を別の音素

に分けて考える。通時的な観点から考えれば、<g> で綴られる音は全て同

一の音素（ゲルマン祖語第 3 系列の有声軟口蓋音  *ɡ  あるいは  *ɡ   ([ɣ])
78）

に由来する。しかし、それを共時的な記述にそのまま取り入れ、摩擦音全

て（②～⑥）を有声軟口蓋閉鎖音  /ɡ/  の異音とみなすと（あるいは有声軟

口蓋摩擦音  /ɣ/  を音素とした場合は、①、③～⑥がこの音素の異音となる）、

この音素に関して、調音方法に関しては摩擦音化もしくは閉鎖音化、調音

位置に関しては舌端化、そして語末での無声化など、非常に多くの音韻規

則を適用しなければならなくなる。ルクセンブルク語が共時的にこのよう

に複雑な音韻体系を有しているか疑問である。また、その中のどの音（特

に有声軟口蓋閉鎖音  [ɡ]  と有声軟口蓋摩擦音  [ɣ]  のどちら）を基底の音素

とするかを、共時的なデータから特定するのは非常に困難である。さらに、

その「異音」は、lux. Woch [vɔx] (dt .  Woche)「週」（③ (B) b）、lux. Wuecht [vʊəɕt]  

(dt .  Wache)「番人」（⑥ (C) b）など、通時的に  *ɡ  (*ɡ  ) とは別の音素に由来

すると考えられる音と同じ音になる場合もある。共時的な音韻体系におい

て、両者の間で本当に明確な線引きがなされているのか疑問である。確か

に、有声軟口蓋閉鎖音  [ɡ]  と有声軟口蓋摩擦音  [ɣ] は、[+ vocal] ,  [+ dorsal] 

という弁別的素性を共有する同一の自然類（ natural  class）に属すると考え

                                                      
78 ゲルマン語子音推移の後、無声摩擦音となった第 1 系列の子音が、強勢を

伴う音節に後続する場合を除いて母音間で有声化を起こし（ヴェアナーの法

則（Verner ’sches Gesetz））、第 3 系列の有声音に統合されるが、ここではそ

れも合わせた有声音を指している。また、もとは摩擦音であった第 3 系列の

有声音が、上部ドイツ語を中心に閉鎖音化を起こす。ルクセンブルク語が属

する中部ドイツ語は、この上部ドイツ語と同じ変化が起こったのか判断する

のが難しい領域である。したがって、本文中では有声軟口蓋閉鎖音  *ɡ  と有

声軟口蓋摩擦音  *ɡ   の両方を挙げている（ 6 章参照）。  
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られ、現れる位置についても語頭とそれ以外という相補分布を示している。

しかし、同様の音が別々の音素として解釈されることは珍しくない。ドイ

ツ語においても、通時的に同一の音素の異音であり、語頭とそれ以外で相

補分布を示す  dt .  Horn (lat .  corn ,  ie.  *   (n)- (Pfeifer 2005
8
:  556))「角」の  [h] 

と、 dt. acht (lat . oct ,  ie.  *a  -,  *o  - (Pfeifer 2005
8
:  10))「８（数詞）」の  [x] 

は、 [ - vocal] , [+ continuant] という弁別的素性を共有する自然類でもある

が、別々の音素  /h/  と  /x/  に属すと考えられる。加えて、dt.  acht「８（数

詞）」の  [x] と  dt . machen (vgl.  ie.  *ma  -)「する、作る」の  [x] も区別さ

れることがない。ルクセンブルク語の  [ɡ] と  [ɣ]  も、別々の音素に属する

ものとして考えることで問題が生じず、簡略で経済的な音韻体系を導ける

のであれば、そちらを適当な音韻記述と考えるべきである。  

 想定される問題として、 lux. Psycholog (dt .  Psychologe)「心理学者」など

の外来語における発音の揺れが挙げられる。この語彙は借用語と考えられ、

ある程度「規範的な」発音を録音していると考えられるオンライン辞典  

LOD の発音を確認すると、語末でも摩擦音ではなく、無声閉鎖音  [k] と

して発音されている。筆者の観察では、話者によって語末の  <g> を無声

軟口蓋摩擦音  [x] として発音する者も少なくない。2011 年の録音データの

中では、上記の例  lux. Psycholog について、 7 人が上記のような発音  

[psɪko ˈlo ːk] をしているのに対し、 3 人が語末の  <g> を無声軟口蓋摩擦音  

[x] として発音していた（ [ps ɪko ˈloːx]）。10 名という少ないインフォーマン

ト数のため断定はできないが、年齢層などによる特定の傾向はないようで、

語末音を摩擦音として発音した 3 人の話者は、 20 代男性、 50 代女性、 60

代女性である。語末では閉鎖音として現れないのが本来のルクセンブルク

語の発音であり、借用語などにおいて揺れがあると考えられる。この例を

みると、一見、閉鎖音と摩擦音の異音としての交替がまだ共時的な現象の

ようにみえるが、語頭以外での有声軟口蓋閉鎖音  [ɡ]  （語末で  [k]）は、

いずれにせよ現在のルクセンブルク語では非文法的とみなされるため、そ

れと自然類を形成し、その位置に現れてもおかしくない別の音  [ɣ]（語末

で  [x]）と交替したとする説明も可能である。  
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 この語は、<ch> が摩擦音  [ɕ] ではなく（ *[psɪɕo ˈ lo ːk]）、常に閉鎖音  [k] 

として発音されるため、フランス語からの借用語と考えられる（ vgl.  fr. 

psychologue [psikɔˈlɔɡ]）79が、屈折の際にはルクセンブルク語の語尾  –en が

付される（ lux. Psychologen [ps ɪko ˈ lo ːɡən]/[psɪko ˈ lo ːɣən] (dt.  Psychologen  

(Pl.))）。語幹の末尾音は、ルクセンブルク語の屈折語尾と同一の音節内に

現れる場合がある（語幹の末尾音は語尾の音節開始部を占める）ため、語

末音で無声化が起こったり摩擦音になったりと、部分的にルクセンブルク

語の特徴を示すと考えられる。  

lux. Kolleg [kɔˈle ːɕ] (dt.  Kollege)  では、揺れはなく、語末の音は常に摩擦

音として発音されるが、語の意味は「友達」（ lux. Frënd (vgl. dt.  Freund)「友

人」のくだけた表現）であり、 fr.  collègue「同僚」とは異なっている（意

味的には  fr. copain が最も近い）ため、かなり古い借用語と考えられる。

この例をとっても、閉鎖音と摩擦音が共時的な異音として交替しているの

か、やはり疑問である。  

ドイツ語の「 g の摩擦音化」（ engl.  “g-Spirantization”  (Wiese 1996: 206-209)）

（ dt.  wenig [ ˈve ːnɪç]「少し（述語用法）」–  dt .  wenige [ ˈve ːnɪɡə]「少し（付加

語用法、 F./Pl.Nom./Akk.）」）のように、閉鎖音と摩擦音が体系的に交替す

る現象があれば、異音の関係を主張することも可能だが、ルクセンブルク

語にはこうした現象はなく（ lux. wéineg [ ˈvɛɪnəɕ]  (dt .  wenig)  「少し（述語

用法）」 –  wéinegen [ ˈvɛɪnəʑən]  (dt .  weniger /-en)「少し（付加語用法、

M.Nom./Akk.）」）、数例の語彙のみで、閉鎖音と摩擦音が同一の音素だと主

張することはできない。  

 次に、摩擦音を有声音と無声音の 2 つの音素に分け、各音素の調音位置

を歯茎・硬口蓋とする（ /ʑ/ ,  /ɕ /）。有声音と無声音に分けるのは、語中でも

無声音として現れる語彙（ lux. maachen [ ˈma ːxən] (dt . machen)「する、作る」

（③ (A)）、lux. Kichen [ ˈkiɕən] (dt .  Küche)「キッチン」（⑥ (B)））があるため

                                                      
79 <y> が唇の丸めを伴う（ [y]）ように聞こえる発音も散見されたが、これは

標準ドイツ語の  <y> [y ː]/[ʏ] とは関係がないと考える。上記の例において円

唇が観察されるとすれば、それは先行する両唇閉鎖音  [p] の影響による任意

の順行同化現象と考えられる。したがって発音記号は  [ps ɪko ˈlo ːk] とした。  
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である。ただし、ルクセンブルク語でも語末音での無声化が観察される（ lux.  

klug [klu ːx] –  klugen [ ˈklu ːγən] (dt .  klug –  kluger/-en  (M.Nom./Akk))「賢い」

（③ (B) a）、 lux. Alg [ɑlɕ]  –  Algen [ ˈɑlʑən] (dt .  Alge)「海藻」（⑥ (C) a））た

め、有声音の音素には無声の異音があると考える。  

これらの音素の調音位置を歯茎・硬口蓋（ /ʑ/ ,  /ɕ /）としたのは、軟口蓋

摩擦音  [ɣ] , [x] が後舌母音（および低舌母音  /ɑ/ , /a ː/）の後ろのみという

限られた位置にしか現れず、また、これらを音素として立てる積極的な理

由がなかったためである。ドイツ語においても、軟口蓋摩擦音  [x] が現れ

る位置が後舌母音（および低舌母音  /a/ ,  /a ː/）の後ろに限られるのは同様

であり、硬口蓋音  [ç]  を音素として立てた方が経済的だということは  

Wiese (1996) でも指摘されている。しかし、同文献では「 g の摩擦音化」

に  “/ɡ/  →  /ɣ/  →  /x/  →  [ç]” というプロセスを仮定しているため、音素と

して軟口蓋摩擦音  /x/ を立てるべきであると主張している。これに対して、

ルクセンブルク語にこの現象はなく、軟口蓋音を音素とする必要がない。  

 歯茎・硬口蓋摩擦音  [ʑ],  [ɕ]  は、後続する音韻環境の影響を受けない音

であり、語頭でも現れる音である（ lux. Joffer [ ˈʑɔfɐ] (dt . Jungfrau)「未婚の

女性」 ,  lux. chemesch [ ˈɕeːməʃ]  (dt .  chemisch)「化学的な」）ため、いずれに

せよ音素として立てる必要がある。ここで、最初の議論に戻って有声軟口

蓋閉鎖音  [ɡ] と有声軟口蓋摩擦音  [ɣ]  を同一の音素とみなすと、Wiese 

(1996) が「 g の摩擦音化」で仮定する流れ（もしくはその一部）をルクセ

ンブルク語にも想定でき、 /ʑ / ,  /ɕ/  に加えて  /ɣ/ , /x/  も音素として立てる可

能性が出てくる。いずれにせよ、音素  /ʑ/ ,  /ɕ/  は、軟口蓋摩擦音  [ɣ] ,  [x]  を

異音として有するとも考えられるため、音素同士の関係性が非常に複雑に

なる。 [ɡ]  と  [ɣ]  を別々の音素に分けることで、摩擦音に関しても簡略な

体系を導けるのである。  

最後に、語頭で現れる綴り  <j> の有声摩擦音と、それ以外の位置で現れ

る綴り  <g> の有声摩擦音を一つの音素  /ʑ/  にまとめた。 <j> で綴られる

音と  <g> で綴られる音は、通時的には別の音であり、現れる位置におい

て相補分布を示すが、現代のルクセンブルク語では、どちらも基本的には
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歯茎・硬口蓋摩擦音  [ʑ]  として現れる音である。語頭で  [ ʝ]  が現れるのは、

その位置で舌端化が遅れる傾向にあるためと考えられる。一つの音素に統

合すれば、音素  /ʑ /  は、無声音の  /ɕ/  と同様、どの位置にも現れる音素と

考えることができる。  

ここで、有声摩擦音  /ʑ/  の異音として、ゼロ形式（φ）を仮定するべき

か確認しておきたい。6 章でも扱うが、ルクセンブルク語には  lux. A [a ː]  (dt .  

Auge)「目」 ,  lux. Won [vo ːn] (dt .  Wagen)「車」 ,  lux. leeën [ ˈle ːən] (dt .  legen)

「横たえる」 ,  lux. Wee [ve ː] (dt . Weg)「道」など、語中や語末で音の脱落が

起こった語彙が多いため、この現象が共時的に起きているのか確認する必

要があるためである。まず、上の 3 つの名詞に関して、それぞれの複数形

は  lux. Aen [ ˈaːən] (dt .  Augen)「目（Pl.）」 ,  lux. Ween [ve ːn] (dt . Wagen)「車

（Pl.）」 ,  lux. Weeër [ve ːɐ]  (dt.  Wege)「道（ Pl.）」であり、屈折の際も摩擦音

が現れることはない。これらの語彙では、音が脱落した形式が定着してい

ると考えられる。問題になりうるのは、過去分詞で歯茎・硬口蓋摩擦音  [ɕ] 

が現れる lux. leeën [ ˈleːən] (dt .  legen)  「横たえる（ Inf.）」 –  lux. geluecht 

[ɡəˈlʊəɕt]  (dt.  gelegt)）「横たえた（過去分詞）」のような動詞の例である。

しかし、この語では綴り  <ch> が用いられているため、語幹末尾音は無声

摩擦音  /ɕ/  に変わっており、もとの有声音とは関係がなくなっていると考

えられる。 lux. geluecht [ɡəˈ lʊəɕ t]  (dt .  gelegt)  「横たえた（過去分詞）」の

ような形式が現れるのは、共時的には形態論上の問題であり、 /ʑ/  の脱落

は起きていないと考えるべきである。したがって、現代のルクセンブルク

語において、音素  /ʑ /  は異音としてゼロ形式を持たないと考える。  

以上の考察から、本稿では①～⑥の音を以下の音素と異音に整理する：  

 

＜各音素とその異音＞  

・ /ɡ/:  語頭のみ  

・ /ʑ /:  全ての位置 80
 

                                                      

80
 ただし、語頭で通時的な舌端化の変化の進行が遅れる傾向にあり、古い
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 /ʑ/  →  [ɣ] /  {[- consonantal] ,  [+ back]
81

}      

語末で無声化  [ɕ],  [x]  

・ /ɕ/:  全ての位置  

/ɕ /  →  [x]  /  {[ - consonantal] , [+ back]}      

 

以下で、再度それぞれの音素の例を挙げる。  

 

(1) /ɡ / : 語頭のみ。  

 <g>: lux. Gaass [ɡa ːs] (dt.  Gasse)「小路」  

     lux. giel [ɡɪə l]  (dt .  gelb)「黄色い」  

   lux. goen [ ˈɡoːən] (dt.  gehen)「（徒歩で）行く」  

lux. grouss [ɡʀëus] (dt .  groß)「大きい」  

 

(2) /ɕ /:  全ての位置で観察される。また、後舌母音の後ろで軟口蓋化する。

この軟口蓋化した音は、口蓋垂摩擦音  [χ]  として発音される場合もあるが、

これは自由変種と考えられる。  

<ch>: 全ての位置  

lux. chemesch [ ˈɕeːməʃ] (dt.  chemisch)「化学的な」  

  lux. Kichen [ ˈkiɕən] (dt.  Küche)「台所」  

   lux. maachen [ ˈma ːxən] (dt .  machen)「する、作る」  

  lux. Mëllech [ ˈmëləɕ]  (dt . Milch)「ミルク」  

  lux. Kach [kɑx] (dt .  Koch)「コック（料理人）」  

 

(3) /ʑ/ :  全ての位置で観察される。また、後舌母音の後ろで軟口蓋化し、

語末で無声化する。軟口蓋化した音は、口蓋垂摩擦音  [ʁ]/[χ]  の自由

変種を持つ。語頭で、通時的な変化である舌端化の進行が遅れる傾向

にあり、話者や語彙によっては有声硬口蓋摩擦音  [ʝ]  として発音され

                                                                                                                                                            

形式  [ ʝ] が自由変種として現れる。  

81 ただし、 [+ back] には前舌寄りで調音される  [a ː] も含まれる。  
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る場合もある。  

 <j>: 語頭のみ。また、子音連続としては観察されない。  

  lux.  j idder [ ˈʑidɐ] (dt.  jeder)「各々」  

  lux. joen [ ˈʑoːən] (dt.  jagen)「狩りをする」  

 lux. Joer [ ˈ ʝo ːɐ]  (dt.  Jahr)「年」  

lux. jeemools [ ˈ ʝe ːmo ːls]  (dt .  jemals)「かつて」  

 <g>: 語頭以外で観察される。  

 lux. Fliger [ ˈfl i ːʑɐ] (dt .  Flugzeug)「飛行機」  

lux. Gaalgen [ ˈɡaːlʑən] (dt.  Galgen)「絞首台」  

lux.  Jugend [ ˈ ʝu ːγənt] (dt .  Jugend)「若者」  

lux. Lagen [ ˈ la ːγən] (dt.  Lagen)「情勢（ lux. Lag）の Pl.」  

  lux. Deeg [de ːɕ]  (dt .  Tage)「日（ lux. Dag）の Pl.」  

 lux. klug [klu ːx] (dt .  klug)「賢い」  

 

 以上の議論の詳細については、西出（ 2013）参照。  

これらの音素の他に以下の 2 つの軟口蓋音がある。  

 

(4) /k/: 無声軟口蓋閉鎖音。全ての位置で観察される。  

 <k>: 語頭及び長母音（ 2 モーラの母音）の後ろ。  

 lux. Kéier [ ˈkɛ ɪɐ]  (dt.  Mal  (♦  dt.  Kehr))「回」  

 lux. Klo [klo ː] (dt . Klage)「訴え」  

 lux. baken [ ˈbaːkən] (dt .  backen)「（オーブンで）焼く」  

 lux. Wierk [v ɪək] (dt.  Werk)「作品」  

 <ck>: 語頭以外で短母音に後続して。  

 lux. kucken [ ˈkukən] (dt .  gucken)「のぞく」  

 lux. Méck [mek] (dt .  Mücke)「ハエ」  

 

(5) /ŋ/ : 軟口蓋鼻音。語頭以外で観察される。  

 <ng>: lux. gaangen [ ˈɡa ːŋən] (dt .  gegangen)「行く（ lux. goen）の過去分詞」  
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   lux. reng [ʀæŋ]  (dt .  fein)「細い」  

<n(k)>: 綴り字  <k> に先行する  <n> が軟口蓋鼻音  [ŋ] として発音され

るが、これは無声軟口蓋閉鎖音  /k/  に先行して軟口蓋化（調音点の同化）

を起こした歯茎鼻音  /n/  の異音と考えられる。  

 

  lux. ufänken [ˈufæŋkən] (dt.  anfangen)「始める」  

  lux. jonk [ ʝɔŋk] (dt .  jung)「若い」  

 

主にフランス語からの外来語で、綴り  <ng> の前半  <n> が先行する母

音とともに鼻母音として発音される場合は、後半の綴り字  <g> のみが後

続する音節の開始部（ onset）を占める（ lux. arrangéieren [ɑʀɑ  ˈʒɛɪʀən] (dt . 

arrangieren)「手はずを整える」）。ただし、鼻母音は、もともとルクセンブ

ルク語の音韻体系にはない音であり、母音＋軟口蓋鼻音として発音される

場合もあり、語彙によっては発音の揺れが観察される 82（ lux. Telefon 

[ˈtæləfoːn]/[ˈtæləfɔ  ]/[ˈ tæləfoŋ]  (dt .  Telefon)「電話」）。また、古い方言文学の

文献（Meyer 1829）においてもフランス語からの借用語における鼻母音が   

<母音字  + ng>、すなわち軟口蓋鼻音として綴られている（ lux. “Gurmang”  

(Meyer 1829: 36) [ ˈɡuɐ mɑŋ]  (fr. gourmand)「美食家」）。  

 

4. 2. 5. 口蓋垂音及び声門音  

(1) /ʀ/:口蓋垂震え音。  

全ての位置で観察されるが、口蓋垂震え音として観察されるのは音節

開始部（ onset）でのみである。音節末尾（ coda）では、先行する母音

の種類や後続する音韻環境によって、母音化（ [ɐ ]）を起こすか、ある

いは脱落する 83。実際には、有声口蓋垂摩擦音  [ʁ]  もしくは口蓋垂接

                                                      
82 ある母語話者（社会言語学、社会音韻論を専門とする大学院生）の意見で

は、第二次世界大戦前後に青少年期を過ごした年齢層で、フランス語風に鼻

母音のまま発音する話者が目立つとのことである。  
83 ある母語話者（社会言語学、社会音韻論を専門とする大学院生）の意見で

は、第二次世界大戦前後に青少年期を過ごした年齢層で、語末の  /ʀ /  が母音
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近音のような音として発音されることも多いが、本論文では、歯茎・

硬口蓋摩擦音  /ɕ / ,  /ʑ /  の自由異音として現れる口蓋垂摩擦音  [χ] ,  [ʁ] 

と明確に区別するため、音素を有声口蓋垂ふるえ音の  /ʀ /  として記述

する。また、音声記述もこれに従う。  

 

<r>: lux. r iets [ʀɪəts]  (dt .  rechts)「右に」  

  lux. rout [ʀëut] (dt.  rot)「赤い」  

  lux. Gromper [ˈɡʀɔmpɐ]  (dt .  Kartoffel)「イモ」  

  lux. Pärel [ˈpæʀə l] (dt.  Perle)「真珠」  

 

音節末尾では、あいまい母音以外の母音の後ろで母音化する  [ɐ ]。ただ

し、この音は音節の核は形成せず、音節末尾に留まる。  

 

  lux. rar [ʀaːɐ ] (dt .  rar)「珍しい」、 lux. Kur [ku ːɐ ] (dt.  Kur)「治療」  

   lux. Bir [bi ːɐ ]  (dt.  Birne)「ナシ」、lux. Fär [fɛːɐ ]  (dt .  Fähre)「フェリー」  

 

 あいまい母音に後続する場合、 /ʀ /  は脱落する。ただし、先行するあい

まい母音の音質に影響を与えるため、[ɐ]  として発音される（ / . . .əʀ(C)$ /  →  

[ɐ]）。この場合の  [ɐ]  は、音節の核を形成するため、先行する音節とは別

の音節を形成する。  

 

   lux. Bäcker [ˈbækɐ] (dt . Bäcker)「パン屋」、  

lux. kloer [ˈkloːɐ]  (dt.  klar)「明白な」、 lux. Ouer [ˈëuɐ]  (dt .  Ohr )「耳」 

   lux. léiert  [ˈlɛɪɐ t] (dt .  lernt (♦  dt .  lehrt ) )「学ぶ  ( lux.  léieren)  の 3.Sg.」 

 

 以上の  [ɐ ]、 [ɐ]  の音質については、 4. 1. 1. 参照。  

                                                                                                                                                            

化を起こさず子音として発音される場合が多いとのことである。また、その

際、この子音は無声口蓋垂摩擦音  [χ]（もしくは無声軟口蓋摩擦音  [x]）とし

て発音されるとのことである。  



112 

 

 あいまい母音で終わる二重母音に後続し、さらに子音に先行する場合、

/ʀ/  は先行するあいまい母音の音質に影響を与えずに脱落する（ / . . .əʀC$/  

→  [əC]）。  

 

  lux. Buerg [bʊəɕ]  (dt .  Burg)「城、城塞」  

   lux. Wierder [ˈvɪədɐ]  (dt .  Wörter)「語（ Pl.）」  

 

 あいまい母音以外の母音で終わる二重母音の後ろに  /ʀ /  が後続する場

合に、両者の間にわたり音としてのあいまい母音が挿入されることがあり、

また正書法でもそのように綴られる。しかし、通常の発音ではこのわたり

音は意識されず、二重母音に直接  [ʀ]  が後続するように発音される 84。  

 

   lux. léieren [ˈlɛɪʀən] (dt .  lernen)「学ぶ」  

   lux. Oueren [ˈëuʀən] (dt .  Ohren)「耳（ Pl.）」  

 

(2) /h/:  無声声門摩擦音。語頭にのみで観察され、子音連続は認められな

い。  

 <h>: lux. haart  [ha ːɐ t] (dt . hart)「硬い、うるさい」  

   lux. hien [h ɪən] (dt .  er)「彼」  

   lux. hënt [hënt]  (dt .  heute Abend)「今晩」  

   lux. hunn [hun] (dt .  haben)「持っている」  

 

(3) [ʔ ]:  声門閉鎖音。この音は、少なくとも今日のルクセンブルク語にお

いては弁別的な機能を果たさないため、音素の中には加えていない。

ただし、母音で始まる語の語頭で任意に観察される音であるため、こ

こで言及しておく。上記の音韻環境で、比較的頻繁にこの音の挿入が

                                                      
84 ただし、このような語彙では、あいまい母音の挿入が起きた形が語彙化さ

れていると考えられる。たとえば、 lux. léiert [ ˈlɛ ɪɐt]/*[lɛ ɪt] (dt. lernt (♦  dt. 

lehrt))「学ぶ  (lux. léieren) の 3.Sg.」など、屈折の際にはあいまい母音の音

節が必ず発音される。  
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起こる標準ドイツ語に比べ、ルクセンブルク語ではこの音挿入はそこ

まで頻繁には起こらない。詳細に関しては、 5 章参照。  

  

  lux. an [ɑn]/[ʔɑn] (dt .  in,  und)「～の中に /で、そして」  

   lux. ouni [ ˈëuni]/ [ˈʔëuni]  (dt .  ohne)「～なしに」  

 

  ルクセンブルク語において古くは観察されていたライン高低アクセン

トの中の一つ  TA1 を伴う母音の後ろに、声門の狭めが確認されると

記述する文献がある。この問題については、 6 章で扱うこととする。  

 

（まとめ）  

 ルクセンブルク語は、低舌母音に関して、後舌の  /ɑ/  と前舌の  /a ː/  を

有する、母音台形を形成する言語である。また、二重母音が 3 種類しかな

いドイツ語に対して、比較的豊富な 8 種類の二重母音を有する言語でもあ

る。子音に関しては、まず歯茎・硬口蓋摩擦音  /ɕ/ ,  /ʑ/  を有する点が特徴

的であり、音素に関しては、ゲルマン語第 3 系列の有声子音が、閉鎖音  /ɡ/  

と摩擦音  /ʑ /  に分かれた体系になっている点が興味深い。  

 本論文では、先行研究などにおける  IPA の記述が実際の音からかけ離れ

ていることから、音響音声学的な分析結果を取り入れた音韻体系の記述を

試みた。しかし、そのために生じた問題点もいくつかある。例えば、前舌

狭母音  /i /  が緊張度の低い異音  [ɪ] を有するのに対し、後舌狭母音  /u/  は

異音を持たない、短母音では緊張度の高い  / i/ ,  /i ː/ ,  /u/ ,  /u ː/  が音素であるの

に対して、二重母音では緊張度の低い音から始まる  /ɪə/ ,  /ʊə/  が音素であ

る、前舌に向かう  /ɑ ɪ/ ,  /æ ɪ/  は緊張度の低い音が終着点であるのに対し、

後舌に向かう  /ɑu/,  /æu/ は緊張語の高い音が終着点であるなどの点である。

本論文では、音響音声学寄りの立場から、この非対称的でアンバランスな

体系をそのまま音韻体系として記述したが、音韻論の立場からより良い体

系記述を行うことが、今後の大きな課題の一つと言える。  

 これを踏まえて、次の章では音韻規則の分析に入る。  
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第 5 章 現代ルクセンブルク語における音韻規則  

5. 1. 音の脱落―  n 規則  

 共時的な音の脱落現象として、ルクセンブルク語においてもっとも特徴

的で重要な現象は、n 規則である。以下では、この規則の概要（ 5.1.1.）と

例外（ 5.1.2.）を記述した後、この現象の分析（ 5.1.3.）を行う。  

 

5. 1. 1. n 規則  

 ルクセンブルク語には、歯茎閉鎖音  [t] ,  [d] （したがって歯茎閉鎖音か

ら始まる破擦音  [ts] ,  [dz] も含む）、歯茎鼻音  [n] 及び声門摩擦音  [h] 以

外の子音の前で、語末及び形態素末の  [n] が脱落する規則がある（Bruch 

1954; Keller 1961: 253; Gilles 2006; Girnth 2006）85。アイフェル地方（Eifel）

86を中心に観察される現象であるため、伝統的には「アイフェル規則」（ dt .  

Eifler Regel）、もしくはその振る舞いから「可動の  n」（ dt.  bewegliches-n） 

と呼ばれた現象である。しかし、まず「可動の  n」という表現は、逆の現

象である  n の挿入（Epenthese）（ 5.2.1. 参照）をも連想させる誤解を招く

表現であることから、本論文ではこの名称は用いない。同様に、 n の脱落

の現象が観察される地名を用いた「アイフェル規則」も、適当ではない。

Girnth (2006) では、少し古い資料ではあるが  MrhSA (Mittelrheinischer 

Sprachatlas Bd.1-5. (1995-2002) 「中部ライン言語地図」)  の調査を参考に、

ドイツのアイフェル地方での同現象の衰退を確認している。Gilles (1999: 

229) では、この規則を維持するか否かが、ルクセンブルク語と他のドイツ

                                                      
85 言い換えれば、母音と上記の子音の前でのみ語末・形態素末の  n が保た

れる現象である。一般的には、「 “United Zoah”  （語呂合わせで意味はない）

の綴りの前で  n が保たれる」規則として、ルクセンブルク語語学学校などで

非母語話者に対して教授される。また、この規則は正書法にも反映されるた

め、話し言葉では無意識にこの規則に従って発音している母語話者も、正書

法習得の過程で意識的に学ぶ場合がある。しかし、すでに述べたとおり、全

ての母語話者が現行の正書法を習得しているわけではなく、私的な手紙やメ

ール、SMS (short message service)、SNS (social networking service) 上の

やり取りなどでは、自己流の、あるいはルクセンブルク語古典文学などに見

られる古い正書法規則に従った綴りを用いる話者は多く、その多くの場合、

この n 規則は反映されていない。  
86 ドイツのリプアリア地方、モーゼルフランケン地方にまたがる地域。  
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語の方言とを隔てる基準になるのではないかという指摘もなされている。

今日では、ドイツのアイフェル地方での同現象が衰退している可能性が高

く、この地名を現象名として使用するのには問題がある。Gilles (2006) で

は「 n 消去」（ dt. n-Tilgung）という用語を用いているが、今日では「 n 規

則」（ dt.  n Regel）という名称が一般的であるため、本論文ではこの名称を

用いることとする。  

 以下では、 n が維持される場合（もとの  n や維持された  n は斜体字）

と、脱落する場合（脱落した部分に下線）の例をそれぞれ挙げる。  

 

＜ n が維持される場合＞  

lux. den  Auto [dənˈɑutoː]  (dt.  das Auto
87

)「その自動車」  

lux. den  Hues [dən hʊəs] (dt.  der Hase)「そのウサギ」  

lux. Gromperenzopp [ˈɡʀɔmpəʀəntsɔp] (dt .  Kartoffelsuppe)「イモのスープ」  

lux. säin  Numm [zæɪn num] (dt .  sein Name)「彼の名前」  

 

＜ n が脱落する場合＞  

lux. de_ Wäin [də  væɪn] < den  Wäin (dt .  der Wein)「そのワイン」  

lux. de_ Léiw [də  lɛɪf]  < den  Léiw (dt . der Löwe)「そのライオン」  

lux. Ausse_minister [ ˈæusəminɪstɐ]   

< Aussenminister (dt . Außenminister)「外務大臣」  

lux. Grompere_kichelchen [ ˈɡʀɔmpɐʀəkiɕəlɕən] 

 < Gromperenkichelchen (dt .  Kartoffelkeks)  「イモのガレット 88」  

 

n 規則はかなり大きな韻律論的単位の内部で適用される。殊更にポーズ

をおいて発音される場合 89以外は、少なくとも音韻句（ phonological  phrase）

                                                      
87 ただし、ルクセンブルク語における  lux. Auto は男性名詞であるため、逐

語訳すると  dt. „der“  Auto となる。  
88 ルクセンブルクの郷土料理の一つ。ハッシュドポテトを手のひら大に平た

く形を整えて揚げたもの。  
89 一言一言区切りながら発音する演劇や国会などにおけるスピーチ等の場面
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をまたいで起こるため、イントネーション句（ intonational phrase）の内部

で起こるものと考えられる（韻律論上の単位については  Nespor/Vogel 

(2007) 参照）。  

 

lux. Hien  ass schonn  ukomm. [h ɪən ɑs ʃɔn ukɔm] 

(dt .  Er ist  schon angekommen. )「彼はもう到着した。」  

lux. Hie_ géif Bréiwe_ schreiwen. [hɪə  ɡ(ɛ) ɪf  bʀɛɪvə  ʃʀɑ ɪvən]
90

 

 < Hien  géif  Bréiwen  schreiwen. 

(dt .  Er wird Briefe schreiben.)「彼は（これから）手紙  (Pl .)  を書く。」  

 

現行の正書法では、イントネーション句の切れ目でコンマを打つ場合が

多く、その手前の語末の n は脱落させずに綴るのが規則であるため、正書

法にのっとった書き言葉からも、この現象が少なくともイントネーション

句の内部で起こるということが確認できる。しかし、Gilles (1999: 225) で

挙げられている資料によると、場合によってはイントネーション句を越え

て起きることもあるようである。  

 

lux.  “’t  ass schéi_, well dat kritt  ee_ nët
91

. . .” (Gilles 1999: 225)  

  < ’t  ass schéin ,  well  dat  kri tt  een  nët  .. .  

  (dt . es ist  schön, denn das bekommt man nicht . . . )  

  「人がそれを得なかったので、それは素敵だ…」  

（Gilles 1999 で例示されているのが一部分の抜き出しであるため、  

明確な和訳が困難であった）  

 

ただし、この規則が起こるのは、２つの韻律語（ prosodisches Wort）も

しくは独立形態素の間でのみである。そのため、たとえば後続する要素が

                                                                                                                                                            

では、十分にポーズを置いて発音されるため  n の脱落が起きない場合が多い。 
90 未来の助動詞  lux. géif の発音については、二重母音の章参照。  
91 現行の正書法では、 lux. “net”  (dt. nicht)「～ない」。  
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屈折語尾である場合、語幹の末尾の  n は脱落しない。同様に、補文標識の

屈折語尾  -s  が後続した場合も脱落は起こらない（補文標識屈折について

は、西出（ 2010）参照）。  

 

lux. Léins du der dat  Buch? (dt.  Leihst du dir das Buch? )「その本を借りるの？」 

lux. Du kanns d’Fënster opmaachen, wann  s  de wëlls.  

 (dt .  Du kannst das
92

 Fenster aufmachen, wenn 2.Sg. du willst . )  

 「もし窓を開けたければ、そうしてもいいよ。」  

 

上の例では、 lux. léinen (dt .  leihen)「借りる」の語幹  léin- に 2 人称単数

親称直接法現在の屈折語尾  -s が現れているが、語幹の末尾の  n は脱落

しない（ lux. *léi_s）。下の例では、従属接続詞  lux. wann [vɑn] (dt .  wenn)  「も

し～ならば」に２人称単数親称の屈折語尾  -s  が後続している 93が、やはり

脱落は起きない（ lux. *wa_s）。また、話法の助動詞  lux. kënnen (dt .  können)

「～できる /～してよい」の２人称単数親称でも、  n の脱落は起こらない

（ lux. *ka_s）。  

 

5. 1. 2. n 規則の例外  

 この規則には、しかし例外も多い。以下では、主な例外を 3 つ挙げる。  

I) 特定の語末の  n 

 ・否定接辞  lux. on- (dt.  un-)  

     lux. ongleeflech [ˈɔnɡleːfləɕ]  (dt.  unglaublich)「信じられない」  

 

                                                      
92 標準ドイツ語において  dt. Fenster「窓」は中性名詞だが、ルクセンブル

ク語における  lux. Fënster「窓」は女性名詞。したがって、lux. d ’ Fënster を

直訳すると、dt. die Fenster となる。  
93 ただし、屈折語尾  -s は、厳密には、[+ finite] の従属節を導く補文標識  lux. 

datt (dt. dass)「～ということ」の屈折語尾である。上の例文では、従属節

の  CP 指定部が従属接続詞  lux. wann で占められていると考えられるため、

CP 主要部の補文標識  lux. datt は、その屈折語尾  -s のみを残して音声的

に脱落していると考えられる（ lux. wann s < wann datt s）。  
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 ・ -in [ ɪn]（女性形形成語尾）  

   lux. Hien huet eng Lëtzebuerger in  bestuet.  

         (dt.  Er hat eine Luxemburgerin geheiratet .)  

        「彼はルクセンブルク人女性と結婚した。」  

 

・ -inn [ ɪn]（外来語）  

   lux. Si  hu mat enger Masch inn  geschafft.  (Schanen/Zimmer 2006: 89)  

         (dt.  Sie haben mit einer Maschine  gearbeitet .)  

    「彼らは機械で（を使って）仕事をした。」  

 

ただし、ルクセンブルク語本来の語彙では、 n 規則が働く。  

  lux. Muer gesi_ mer den Här. < Muer gesinn  mer den Här.  

       (dt .  Morgen sehen wir den Herr.)  

        「明日、私たちはその男性（紳士）に会う。」  

 

 ・ -an [aːn], -an [ɑn]（外来語）  

     lux. Ech hunn de Roman  gel ies. (dt.  Ich habe den Roman gelesen. )  

       「私はその小説を読んだ。」  

   lux. Hie géing dëse Summer Japan  besichen.  

    (dt . Er wird diesen Sommer Japan besuchen. )  

    「彼は、今年の夏日本を訪れる予定です。」  

 

ただし、ルクセンブルク語本来の語彙では、 n 規則が働く 94。  

   lux. Wa_ mer eis gesi_ kéinten. ..  

         < Wann  mer eis gesinn  kéinten...  

         (dt.  Wenn wir uns sehen könnten.. .)  

                                                      
94 ただし、lux. Mann (dt. Mann)「男性」など、もともと TA2 を伴う語で語

末の  n が長音化を起こしていると考えられる語彙では、脱落は起きない（ 6

章参照）。  
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        「もし（私たちが）会うことができたなら…」  

 

 ・ -än [ɛːn]（外来語）  

     lux. Hie géing gär Kapitän  ginn. (dt .  Er möchte Kapitän werden .)  

      「彼はキャプテンになりたい。」  

 

ルクセンブルク語本来の語で  -än [ɛːn] で終わる語はない。主に名詞の

複数形などで  -änn [æn(ː)]  で終わる語はあるが、これは下で挙げる n 規則

の例外の語末の n が長音化（Dehnung）を起こした場合の語に相当するた

め、そもそも n の脱落は起きない（以下の記述参照）。  

 

 ・ -éin [ɛ ɪn]
95

 

     lux. Si  huet keng Tréin  fir hire Mann fale gelooss.  

       (dt .  Sie hat keine Träne für ihren Mann fallen gelassen .)  

       「彼女は、夫のために一粒の涙もこぼさなかった。」  

 

 ・ -on [o ːn] 

     lux. Ozonlach (dt.  Ozonloch)「オゾンホール」  

     lux. Si  si  mam Won  gefuer.  (dt .  Sie sind mit  dem Wagen gefahren. )  

      「彼らは車で移動した。」  

 

ただし、綴りからも明らかなように、ここで問題になるのは長母音の  

[oː] が語末の  n に先行する場合である。短母音の  [ɔ]が先行する場合はこ

の例に当てはまらず、 n 規則が働く。  

 

   lux. Hues de dat  Buch scho_ gelies?  < Hues de dat  Buch schonn  gelies? 

 (dt .  Hast du das Buch schon gelesen? )  

                                                      
95 ただし、形容詞  lux. schéin では脱落が起きる（ lux. schéi Fra < schéin 

Fra (dt. schöne Frau)「美しい女性」）。  
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       「君はもうその本を読んだ？」  

 

 ・ -oun [ëun] 

     lux. D’Kroun  gëtt aus purem Gold gemaach.  

       (dt .  Die Krone wird aus purem Gold gemacht .)  

      「その王冠は純金で作られる。」  

 

 ・ -t ioun [(t)sɪëun]（外来語）  

   lux. Hien huet eng Additioun  gemaach.  

       (dt .  Er hat eine Additioun gemacht .)  

      「彼は付け足しをした。」  

 

これらの例をみると、強勢を伴う音節の末尾の  n が脱落しにくい傾向

があるように見えるが、同様に強勢を伴う分離動詞の前綴りでは  n の脱落

が起こる。  

 

lux. D’Wantersemester huet u_gefaangen
96

.  

  < D’Wantersemester huet ungefaangen.  

  (dt . Das Wintersemester hat angefangen .)  

  「冬学期が始まった。」  

 

また、普通名詞で脱落が起こりにくいようにも見えるが、それは上記の

ような n の脱落が起きない形式が普通名詞に多く観察されるためであり、

n 規則が働くかどうかは品詞の違いの問題ではない。普通名詞でも、上記

以外の音韻環境では  n 規則が働く。  

                                                      
96 lux. ufänken (< unfänken; dt. anfangen) の過去分詞。強勢を伴う前綴り  

un- の末尾の  n が過去分詞形成接辞  -ge- の前で脱落している。また、この

注の中で示しているとおり、不定詞  ufänken においても脱落が起きる。語末

の  n の脱落に関わらない子音である  [ts] を形態素の頭に有する不定詞標識  

-ze- を伴う不定詞では、 n の脱落は起こらない（ lux. unzefänken (dt. 

anzufangen)）。  
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lux. Ree_bou < lux. Reen  (dt . Regen)「雨」 + lux. Bou (dt .  Bogen)「弧」  

 (dt .  Regenbogen)「虹」  

lux. Mir hu gudde Wäi_ gedronk.  

    < Mir hunn  gudden  Wäin  gedronk.  

(dt .  Wir haben guten Wein getrunken.)  

  「私たちは良質なワインを飲んだ。」  

lux. Hien huet mer d ’Zeeche_ gewisen.  

< Hien huet mer d ’Zeechen  gewisen.  

(dt .  Er hat mir das Zeichen gewiesen. )  

  「彼は私にその印（しるし）を見せた。」  

 

I I) 長音化（Dehnung）された  n 

 ルクセンブルク語では、子音の長短を弁別しないが、以下で挙げる 2 種

類の場合に  /n/  が長音化（Dehnung）される場合がある（詳細については

6 章参照）。この長音化された  n に対しては  n 規則は働かず、したがって

この音の脱落が起きない。  

1) いわゆる「浮遊音」（ Schwebelaut）の  n 

長音化（Dehnung）を引き起こす高低アクセント 2（Tonakzent 2, TA2）（詳

細は 6. 2. 3. 参照）を伴う場合、語末の  n が長音化されるため、脱落が起

きにくくなる。現在のルクセンブルク語においては、このアクセントは弁

別されなくなっており、「浮遊音」として残るか、これ自体も失われてきて

いる。高低アクセントやその結果生じた長音化された  n が失われている場

合に、 n 規則が働き、音の脱落が起きると考えられる。  

 

lux. Gëschter sinn/si_ mer op Tréier gefuer.  

 (dt .  Gestern sind wir nach Trier gefahren.)  

   「昨日、私たちはトリーアに行った。」  
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 上の文は、 TA2 を伴うと考えられる定動詞  lux. sinn (dt .  sind , mhd. 

sîn/sint  (Bergmann et  al .  2007
7
:  212))「（完了の助動詞  (1.Pl.)）」の語末の  n 

が脱落する場合としない場合の両方が許容される例である。  

 

2) 代償延長（Ersatzdehnung）の  n 

通時的に、音の縮約（Kontraktion）や語末で音の脱落を起こした語にお

い て 、 残 っ た  n が 長 音 化 し て 発 音 さ れ る も の が あ る （ 代 償 延 長

（Ersatzdehnung））。ここでは n 規則は働かない。  

 

  lux. Kanns de d’Ënn  kleng schneiden?  

(dt .  Kannst du die Zwiebel klein schneiden? )  (lux. Ënn (♦fr.  oignon)) 

「その玉ねぎを細かく切ってくれる？」  

  lux. Hien huet sech d’Hänn  gewäsch. (dt .  Er hat sich die Hände gewaschen.)  

   「彼は自分の（両）手を洗った。」  

  lux. Ech hunn bis elo ëmmer nëmme ronn  Brëller  gedroen.  

(dt .  Ich habe bis jetzt  immer nur runde Brillen  getragen.)  

     「私は今まで丸眼鏡しかかけたことがなかった。」  

 

i i i) /z/ で始まる強勢を伴わない機能的な要素  

非強勢の人称代名詞  lux. se [zə]
97

 (dt .  sie)「彼女 /彼ら」、再帰代名詞  lux.  

sech [zəɕ]  (dt . sich)「自分に /を（ 3.Sg./Pl.Dat./Akk.）」、所有冠詞  lux. säin 

[zæɪn] (dt.  sein)「彼（M.）の /それ（N.）の」、副詞  lux. sou [zëu] (dt .  so)「そ

んな、そのように」の前で、語末の  n が脱落しない場合がある。  

 

 lux. Zënter dem leschte Joer wunne_/wunnen  se zu Tréier.  

     (dt . Seit  dem letzten Jahr wohnen sie in Trier.)  

    「昨年から彼らはトリーアに住んでいる。」  

 lux. a_/an  sou weider (dt.  und so weiter )「などなど」  

                                                      
97 3 人称単数女性 /3 人称複数の  si  の弱形。  
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Gilles (2006: 60-63) では、 n 規則が阻害される要因の一つに、歯茎鼻音

[n] と歯茎摩擦音  [z] との間に、歯茎閉鎖音  [d]（もしくは  [t]）の挿入が

起こる可能性を指摘している。したがって、上の例で n の脱落が起きてい

ない場合は、実際には  lux. wunnen se [vunəndzə] , lux. an sou weider 

[ɑndzëuvɑɪdɐ] と発音されていると推定することになる。この歯茎閉鎖音の

挿入が起こると、語末の  n が維持される音韻環境となるため、脱落が起こ

らないと考えられる。  

筆者が行った  2011 年の録音資料（資料１）の中に、再帰代名詞  lux. sech 

を含む以下の文がある。  

 

lux. Do léisst  hien sech
98

 mam ganze Gewiicht an seng Fotell  falen .. .  

(dt .  Da lässt  er sich mit-dem ganzen Gewicht in seinen Sessel  fallen... )  

「そこで彼は安楽椅子に全身を預けて…」  

 

図 8 ． 歯 茎 閉 鎖 音  [d] 挿 入 の 例  (lux. hien sech [h ɪəndzəɕ])

 

 

このオリジナルのテキスト（絵本）でも再帰代名詞に先行する人称代名

詞  lux. hien (dt .  er)  「彼は」の語末の  <n> は脱落させずに綴られており、

筆者もその部分には変更を加えずに話者に見せて音読してもらった。この

                                                      
98 太字による強調や斜体字は筆者によるもの。  

[ h    ɪ   ə     n    d  z     ə        ɕ         ]  
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テキスト全体を  lento のテンポ、すなわち「子供に読み聞かせるようにゆ

っくりはっきりと」読むように指示を出したということもあり、人称代名

詞の語末の  n を脱落させて朗読したのは、 10 人の話者のうち 2 人だけだ

った。それ以外の話者は、語末の n を消去せずにそのまま朗読しており、

Praat で確認したところ、そのうち 2 人の話者に明らかな閉鎖音の挿入が

確認された。  

図 8 の中で、縦に濃く線が入っているようにみえる部分（楕円で囲んで

ある部分）が、閉鎖音が挿入されている部分である。しかし、 n の脱落を

起こさずに朗読した残りの 6 人の話者の録音資料からは、このようなはっ

きりとした音挿入は確認できなかった。  

Gilles (2006: 60-63) では、この他に、既述の例の中で強勢を伴わない語

彙がそれに先行する要素と接語グループ（ clitic group (Nespor/Vogel (2007)  

参照 )）を構成する場合、そのような韻律論的な単位の内部で  n 規則が阻

害されることがあるという可能性を指摘している。  

 

5. 1. 3. n 規則の分析  

 以下では、n 規則の非線形音韻論的な分析の一つとして、Gilles (2006) の

分析を紹介する。  

同文献では、語末の  n を、音節（ Silbe:  σ）ではなく韻律外分節（ ex: 

extraprosodisches Segment）に下位分類される要素とみなして考察を加えて

いる。韻律外分節に下位分類される要素は、後語彙（ postlexikalisch）レベ

ルで音節と結合されていない場合、「浮遊物消去」（ Stray Erasure）により

消去される、すなわち、音声的に実現されない（以上、Gilles (2006: 41-42)）。  

 

図 9．韻律外分節と浮遊物消去  
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同様の要素として、フランス語のリエゾン  (fr.  liaison) 
99の現象で観察さ

れるような語末の子音がある。以下で、フランス語のリエゾンの例を示す。  

 

a.  fr. très beau「とても美しい」  

 

b.  très élégant「とてもエレガントな」 100
 

 

ex: 韻律外分節  (extraprosodisches Segment)  

 

上記の概念を使用して、ルクセンブルク語における n 規則を分析する。 

まず、 n が脱落する場合としない場合とに分け、脱落しない場合を以下の

３通りに分けて考察を加える。  

 

①  n が脱落する場合  

②  n が脱落しない場合  

(i)  母音が後続する場合  

(ii)  歯茎音  [ t] ,  [d],  [ts] , [n] が後続する場合  

(iii) 声門摩擦音  [h] が後続する場合  

 

①  n が脱落する場合  

 まず、 n が脱落する場合は次のように分析される。  

 

                                                      
99 後続する要素が母音で始まる語である場合にのみ、語末の子音が音声的に

実現される。  
100 前半の要素  fr. très「とても」は母音間で有声音の  [z]  として発音される。 
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lux. de_ Kuch 

 

 上の例では、後続する要素  lux. Kuch [kux] (dt.  Kuchen)「ケーキ」の音節

開始部がすでに無声軟口蓋閉鎖音  [k] で占められており、定冠詞  lux. den 

[dən] (dt . der)「その」の語末の  n が、後続する音節の開始部に統合される

再音節化を起こすことができないため、「浮遊物消去」によって消去される。

このように、後続する要素の音節開始部が何らかの子音によって占められ

ている場合は、基本的には語末の  n の後続する音節への再音節化が阻害さ

れるため、音の脱落が起こると説明される。  

 

②  n が脱落しない場合  

(i) の母音が後続する場合では、フランス語のリエゾンの場合と同様、

再音節化を経て韻律外分節に属する語末の  n は後続する語もしくは形態

素の音節に統合されると考えられる。これによって「浮遊物消去」を免れ

ることができ、結果として音声的に実現される。  

 

lux. den Apel (dt.  der Apfel)「そのリンゴ」  

 

(ii)  ,  ( iii) では、後続する要素の音節開始部はすでに子音で占められてい

るが、この場合は後続する子音と重子音（Geminate）もしくは部分的重子

音（ partiel le Geminaten）101を形成することで、n の実現が可能となる（Gilles  

2006: 51-52）。まず、非線形音韻論（ non-linear phonology）において、子音

                                                      
101 調音位置と調音方法のうち、前者のみが共通する子音が連続する場合をこ

う呼んでいると考えられる。  
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の素性は以下のような樹形図で理解される 102。  

 

図 10．非線形音韻論における子音の素性（Clements/Hume 1995: 292）  

 

 

語末の  [n] に、 [n] から始まる要素が後続する場合は、完全な重子音と

なるため、語末の  [n] は脱落しない。ただし、語末の音と後続する語の最

初の音が同じ音質の音であり、ルクセンブルク語には本来長子音はないた

め、語末の音が実際に脱落していないかどうかを判断するのは難しい。  

 

図 11．語末の  n + 歯茎閉鎖音  T（Gilles 2006: 52）  

 

 

                                                      
102 非線形音韻論における音の内部構造については、Clements/Hume (1995)  

も参照。  
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Gilles (2006: 52) によると、[n] と後続する語の音節開始部の閉鎖音との

部分的重子音は、図 11 のように分析される（記号  “T”  で、歯茎閉鎖音  [t] , 

[d]、また歯茎閉鎖音から始まる子音連続  [ts],  [dz]  を表している）。  

これをもとにすると、語末の  [n] に  [h] が後続する場合は以下のように

分析される。  

 

図 12．語末の  n + 無声声門摩擦音  h
103

 

 

 

 [h] は、喉頭（ laryngeal）の接点において  [+ spread] という素性は示す

ものの、歯茎鼻音  [n] の調音に関わる口腔（ oral  cavity）の接点には素性

のない音である。そのため、先行する  [n] とある種の二重調音のような発

音が可能となる。これにより、語末の  n が保たれると考えられる。  

 

 標準ドイツ語では、語末の  n が音節形成子音となる場合が多く、ドイツ

語の代表的な発音辞典  Duden (2005
6
) Das Aussprachewörterbuch  において

も、これを厳密に記述している（ dt.  machen [ˈmaxn  ] (Duden 2005
6
:  525)）。

これに対して、ルクセンブルク語では、語末の  n が消去される場合が多い

た め 、 こ の 音 が 音 節 形 成 子 音 と な る こ と は な い （ lux. maachen 

[ˈma ːxən]/*[ˈma ːxn  ]）。  

 また、 n の語末音消去（Apokope）はオランダ語方言においても広く観

                                                      
103 図は筆者によるもの。  
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察される現象であるが、これはあいまい母音を核とする音節の末尾音（ coda）

を形成する  n が、脱落する現象で、後続する音韻環境の制約なしに起こる

現象である（Booij  1995: 139-141; de Wulf et al .  2005: 317-325）。これに対し

て、ルクセンブルク語における語末の  n の脱落には、いくつかの例外はあ

るものの、基本的にはそれに後続する音韻環境に厳密な制約があることが

わかる。この点において、オランダ語などで観察される  n の語末音消去と

は区別されるべきである。スイスドイツ語でも語末の  n の脱落は起きてい

るようであるが（ brnd. my (dt .  mein)「私の」 ,  brnd. gah (dt .  gehen)「行く」 ,  

brnd. luege (dt .  schauen)「見る」など（Marti  1985: 63; von Greyerz/Bietenhard 

1997
6））、これもやはり後続する音韻環境の影響を受けずに起きており、さ

らに、脱落の起きた形式で語彙化しているため、共時的な現象というより

は通時的に起きた変化と考えられる。これに対して、ルクセンブルク語の

現象は、共時的に観察される現象である。  

 ルクセンブルク語において広く観察されるのはあいまい母音の語末音消

去であるが、これは共時的な現象ではなく、通時的な現象であると考えら

れるため、 6 章で扱うこととする。ルクセンブルク語には、この他に音節

末尾（ coda）における  /ʀ/  の脱落が観察される（ 4 章参照）。  

 

5. 2. 音の挿入  

 ルクセンブルク語中央方言において観察される共時的な音挿入の現象は、

基本的に、人称代名詞の間の歯茎鼻音  [n] の挿入と、前置詞の後ろの無声

歯茎閉鎖音  [t] の挿入の 2 つである。この他に可能な音挿入の現象として、

母音で始まる語の前での声門閉鎖音  [ʔ] の挿入があるが、この現象につい

ては、以下の語末の子音の有声化の節で改めて詳述することとする。北部

方言では、特定の音韻環境において  [k] の挿入が広く起こるが（ 1 章、図

3 参照）、中央方言を扱う本論文ではこれ以上は扱わない。  

この節では、上の 2 つの挿入の現象について記述した後、音の挿入現象

として勘違いされやすい 2 つの別な現象、従属節内の「 s の挿入」と副詞

の語頭での「あいまい母音の挿入」について言及する。  
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5. 2. 1. 人称代名詞間での  [n] の挿入  

これは、あいまい母音を有する開音節の人称代名詞主格弱形  lux. de [də]  

(dt .  du)「君は」 /  lux. se[zə]  (dt . sie)「彼女は /彼らは」とあいまい母音と歯

茎鼻音からなる 3 人称単数男性の人称代名詞対格弱形  lux. en [ən] (dt .  ihn)

「彼を」との間に、歯茎鼻音  [n] が挿入される現象である（ fr.  “n”  intercalé

「挿入の  “n”」 (Schanen/Zimmer 2006a: 88);  lux. Verbindungs-<n>「接続の  

<n>」 (Braun 2009
1 6

:  36)）。   

 

 lux. Wéi se n e  gesinn hunn, hu s’em z’iesse ginn.  

  (dt .  Als sie [n]  ihn gesehen haben, haben sie ihm zu essen gegeben. )  

  「彼らは、彼を見ると食べるものを与えた。」（ Schanen/Zimmer 2006a: 88） 

 

 [n] の挿入は、母音で終わる語と母音から始まる語の間に挿入されてい

るため、母音連続（Hiatus）を避けるための現象の一種であると考えられ

る。母音連続を避けるための  n の挿入は、スイスドイツ語などで広く観察

される現象である。  

 

 brnd. so-n-en
104

 elände Lugner (dt .  so-[n]-ein elender Lügner)  

  「そんなひどい嘘つき」  

 brnd. wi-n-är  isch (dt .  wie-[n] -er ist)  

「彼のように」    （Marti 1985: 66;  von Greyerz/Bietenhard 1997
6） 

 

 上の例から、ベルンドイツ語では、不変化詞（ Partikel）  brnd. so (dt .  so)

「そのような」と不定冠詞  brnd. en (dt .  ein)「一つの、ある（M.Nom.）」の

間や、従属接続詞  brnd. wi (dt .  wie)「～のように」と人称代名詞  brnd. är (dt . 

er)「彼は」の間など、様々な場所に母音連続を避ける  n が挿入されるこ

とがわかる。  

                                                      
104 イタリックによる強調は筆者によるもの。次の例も同様。  



131 

 

これに対して、ルクセンブルク語における  n の挿入は、上で挙げた限

られた人称代名詞の間でしか起こらない、非常に周辺的な現象である。こ

れには、先行する代名詞  lux. de [də]  (dt .  du) と  lux. se [zə]  (dt .  sie)  があ

いまい母音で終わる１音節の語であるという条件に加えて、後続する要素

があいまい母音と語末で脱落しうる歯茎鼻音  [n] からなる代名詞  lux. en 

[ən] (dt .  er)  であるということが関係していると考えられる。上の例  lux. . ..  

se n e . . . [zənə] (dt.  sie [n]  ihn)  では、代名詞  lux. en の語末の  [n] が、軟

口蓋閉鎖音が後続する音韻環境（ lux. gesinn [ɡəˈzɪn] (dt .  gesehen)「見た（過

去分詞）」）で脱落している。もし 2 つの代名詞の間に  [n] が挿入されなけ

れば、問題の部分の発音は  [zəə]/[zəː] となり、語の境界が判別できないば

かりか 2 つ目の代名詞の存在自体が認識できなくなる。これに対して、上

の例の後半部分（ lux. .. .  s’em .. .  (dt .  sie ihm)）を見ると、後続する要素が語

末で脱落を起こさない両唇鼻音  m を有する代名詞  lux. em [əm] (dt .  ihm)

「彼に」であるため、音挿入が起きないことがわかる。代名詞が 2 つ連続

する部分  lux. s’em [zəm] では、 3 人称複数の人称代名詞（ lux. si  [zi ː]）の

接語化は起きているものの、この接語グループ（ clitic group）が 2 つの代

名詞からなっていることは、2 つの子音  [z] と  [m] の存在から明白である。

ルクセンブルク語における  n の挿入は、語の存在を最低限明確にするため

だけに起こるものであると言える。  

 同現象がどの程度の頻度で起こるのか確認するために、2011 年の録音調

査で協力していただいた話者に、以下のドイツ語の文のルクセンブルク語

訳を発音していただいた。  

 

 dt.  Wann hast  du ihn zuletzt  gesehen? 「君が彼に最後に会ったのはいつ？」 

 

この例文は、 n の挿入が起こりうる 2 人称単数親称代名詞の主格  dt .  du 

と 3 人称単数男性代名詞の対格  dt.  ihn が隣り合うように作られており、

また代名詞が強勢を伴うような焦点化が通常は起きない自然な語順にして

ある。それにもかかわらず、後続する 3 人称単数男性代名詞を弱形の  lux. 
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en として、その前に  n の挿入を行って発音した話者は 10 人中 1 人もおら

ず、全員この代名詞を強勢を伴いうる形式の基本形  lux. hien [h ɪən] として

発音した（ lux. Wéini hues de hie fir d’lescht gesinn?
105）。ルクセンブルク語

訳の発音の後、n を挿入した発音をするかどうか尋ねたところ、10 人のう

ち 3 人は  n の挿入をした文は非文だと答えた。  n の挿入を認めた話者の

中の一人は、それでもこの挿入があまり聞かない現象であると答え、弱形  

lux. en を用いる場合は、むしろこの弱形に強勢を置いて発音することがあ

るというコメントもした。以下では、弱形代名詞  lux. en に強勢を置いた

文を示す。  

 

 lux. Wéini hues de [ˈə]  fir  d’lescht gesinn?  

  「君が彼に最後に会ったのはいつ？」  

 

本来強勢を伴わないあいまい母音を有する弱形の代名詞に強勢を置く

ことで、後続する代名詞の存在を明確化させる方法は、ルクセンブルク語

が、あいまい母音と同じ調音位置で発音され、強勢を伴いうる音素  /ë/  を

有するために可能なのではないかと推測される。したがって、上の例では

当該の音が  /ë/ と置き換えられている可能性があるため、以下のような記

述の可能性もある。  

 

 lux. Wéini hues de [ˈë]  fir  d’lescht gesinn?  

 

いずれにせよ、ルクセンブルク語における  n の挿入は、スイスドイツ

語等における現象と比べて非常に周辺的で、将来的に失われる可能性もあ

る現象と言える。  

 

5. 2. 2. 前置詞の後ろでの  [ t ]  の挿入  

 ルクセンブルク語におけるいくつかの前置詞には、後ろに無声歯茎閉鎖

                                                      
105 代名詞  hien の語末の  n は、n 規則により脱落している。  
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音  [ t]  が挿入された形式を自由変種として有するものがある。  

 

 lux. bannen/bannent  (dt .  binnen, innerhalb)「～以内に、～の内で」  

 lux. baussen/baussent  (dt .  außerhalb)「～の外で」  

  lux. ënner/ënnert  (dt .  unter)「～の下で /に」  

lux. iwwer/iwwert (dt . über)「～の上方で /に」  

 lux. hanner/hannert  (dt .  hinter)「～の後ろで /に」  

 lux. niewen/niewent (dt .  neben)「～の隣で /に」  

 lux. tëschen/tëschent  (dt .  zwischen)「～の間で /に」  

  lux. widder/widdert  (dt .  wider)「～に反して」  

  

 標準ドイツ語などでも  dt .  jemand [ ˈje ːmant] (mhd. ieman (Pfeifer 2005
8
:  

596-597))「だれか」、dt.  eigentlich [ ˈa ɪɡəntl ɪç] (  mhd. eigenlich (Pfeifer 2005
8
: 

266))「そもそも」など、歯茎閉鎖音が挿入される例は少なくないが、ルク

センブルク語の特徴は、前置詞の後ろで同現象が頻繁に観察されるという

ことである。上の例をみると、基本的に 2 音節の前置詞において歯茎音  [t] 

の挿入が観察されるようであるが、 2 音節もしくはそれ以上の音節数を持

つ前置詞全てにおいて、この現象が観察されるわけではない。  

 

lux. ouni/*ounit  (dt.  ohne)「～なしに」  

lux. virun/*virunt  (dt .  vor)「～の前で /に」  

lux. zanter/*zantert  (dt .  seit)「～以来」  

lux. géintiwwer/*géintiwwert (dt . gegenüber)「～の向かい側に」  

 

 一方で、歯茎音  [t]  が挿入された形式がすでに語彙化しており、挿入さ

れていない形式が許容されない前置詞もある。  

 

lux. *géin/géint  (dt .  gegen)「～に対して、向かって」  

lux. *entgéin/entgéint  (dt .  entgegen)「～に向かって、反して」  
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 lux. *laansch/laanscht (dt .  längs)「～に沿って」  

 

 

 挿入される歯茎音は無声閉鎖音の  [t]  であると考えられるが、この前置

詞に母音で始まる語が後続する場合は、子音の有声化が起こり（ 5. 3. 1. 参

照）、挿入された音は有声歯茎閉鎖音  [d] として発音される。以下は、資

料 1 からの例で、太字での強調は筆者によるものである。  

 

 lux. Hannert  enger grousser Dänn bleift  hie stoen.  

        [hɑnɐdæŋɐɡʀëusɐdænblɑ ɪfth ɪəʃ to ːən] 

   dt .  Hinter einer großen Tanne bleibt er stehen.  

    「大きなモミの木の後ろで、彼は立ち止まる。」  

 

 この音挿入の現象が、なぜ、またどのような基準で起こるのかは現段階

では明らかではない。しかし、以下では名詞句の音節開始部において可能

な重子音の問題に着目し、考察を加えたい。  

 ルクセンブルク語は、単数中性 /女性及び複数の定冠詞として、接語形式

の無声歯茎閉鎖音の  lux. d’ [t] を有するため、ときにこの言語にとって非

常に有標な音節構造を導くことがある。まず、次で挙げる母音、流音、摩

擦音が後続する場合は、当該の定冠詞は破裂を伴う本来の発音となる 106。 

 

 lux. d’Aax [ta ːks] (dt.  die  Axt)「斧（F.）」  

 lux. d’Haus [thæus] (dt .  das Haus)「家（N.）」  

  lux. d’Rad [tʀaː t]  (dt.  das Rad)「車輪（N.）」  

 lux. d’Joren [ˈt ʝo ːʀən] (dt .  die Jahre)「年（Pl.）」  

 lux. d’Joffer [ˈ tʑɔfɐ] (dt.  die Jungfrau)「未婚の女性（ F.）」  

  lux. d’Chamber [tɕɑ  bɐ] (dt . die Kammer)「議院、国会（ F.）」  

                                                      
106 ただし、歯茎よりも前の位置で調音される唇歯摩擦音  [f]/[v] に先行する

場合、無声歯茎音  [t]  は内破音として発音されることも多い。  
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 lux. d’Sonn [tzɔn] (dt .  die Sonne)「太陽（ F.）」  

 lux. d’Luucht [tlu ːxt] (dt.  das Licht
107

)「光（ F.）」  

 lux. d’Wierder [ˈtvɪədɐ]  (dt .  die Wörter)「語（Pl.）」  

 lux. d’Fra [tfʀaː]  (dt .  die Frau)「女性（ F.）」  

 

これに対し、それ以外の音の前では、無声歯茎閉鎖音  [ t]  は内破音

（ Implosiv）として発音されることが多い。ただし、歯茎よりも後ろの位

置で調音される軟口蓋音の場合には、破裂を伴うことがある。  

 

 lux. d’Kand [t˺kɑnt]/[tkɑnt] (dt .  das Kind)「子供（N.）」  

  lux. d’Gaass [t˺ɡa ːs]/[tɡa ːs] (dt .  die Gasse)「路地（F.）」  

 lux. d’Noperen [ ˈt˺noːpɐʀən] (dt.  die Nachbarn)「隣人（ pl.）」  

  lux. d’Bom [t˺bo ːm] (dt .  die Großmutter)「祖母（F.）」  

 lux. d’Päerd [t˺pɛ ːɐ  t] (dt.  das Pferd)「馬（N.）」  

  lux. d’Mëllech [ˈt˺mëləɕ]  (dt .  die Milch)「牛乳（F.）」  

 

歯茎閉鎖音が後続する場合も、定冠詞の歯茎閉鎖音  lux. d’ [ t]  は内破音

となるが、全体として重子音となる。  

 

 lux. d’Domänen [t˺doˈmɛ ːnən] (dt . die Domänen)「分野（Pl.）」  

  lux. d’Tax [t˺ tɑks] (dt .  die Gebühr)  「料金（ F.）」  

 

 したがって、中性、女性、複数の定冠詞  lux. d’ [ t]  を名詞が伴う場合は、

ルクセンブルク語の音韻体系において非常に有標な長子音が現れることに

なる。さらに、こうした名詞句に前置詞が先行する場合、前置詞の後ろに

さらに歯茎音が挿入されることも珍しくない。  

そこで、2011 年の調査では、この挿入がどれくらいの頻度で起こるのか、

                                                      
107 「光」は、ドイツ語では中性だが、ルクセンブルク語では女性名詞である

ため、逐語訳では  dt. die Licht となる。  
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また、実際どのように発音されているのかを確かめるために、以下の 5 つ

のドイツ語の文をルクセンブルク語に翻訳してもらった。以下では、ドイ

ツ語の例文と、想定される可能なルクセンブルク語訳の例、及び日本語訳

を示している。調査の順序としては、初めにドイツ語の例文を見せて口頭

で訳してもらったものを録音し、次にそれを発音した通りに紙に書いても

らった。  

 

(1)  dt.  Was weißt du über ihn? 

lux. Wat weess du iwwer(t) hien? 

「彼について何を知っているの？」  

(2)  Kannst du dich neben Nico  setzen? 

lux. Kanns de dech niewen(t)/nieft den  Nico setzen?
108

 

「ニコの隣に座ってくれる？」  

(3)  Was hast  du unter das Buch  versteckt? 

lux. Wat hues du ënner(t) d’Buch  verstoppt? 

「本の下に何を隠したの？」  

(4)  Er setzt  sich  unter die Tanne .  

lux. Hie setzt  sech  ënner(t)  d’Dänn .  

「彼はモミの木の下に腰掛ける。」  

(5)  Kannst du dich neben Tania  setzen? 

lux. Kanns de dech niewen(t) /nieft d’Tania setzen? 

   「タニアの隣に座ってくれる？」  

 

 上の例文では、問題となる前置詞から名詞句までの部分を太字で強調し

ている。全体の傾向として、前置詞の後ろに定冠詞が現れる  (2)-(5) の例

文では、10 人の話者は全員、全ての場合に前置詞の後ろに無声歯茎閉鎖音  

[t] を挿入して発音した。これに対して、後続する要素が人称代名詞であ

る  (1) の例でのみ、ばらつきが見られ、10 人中 5 人の話者は歯茎音の挿入

                                                      
108 ルクセンブルク語では、人名の前にも必ず定冠詞を付ける。  
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を行わなかった（ lux. iwwer hien）。残る 5 人の話者のうち、 3 人は歯茎音

の挿入を行って発音した（ lux. iwwert  hien）。残りの 2 人は、 dt.  über では

なく、dt.  von にあたる別の代名詞  lux. vun を用いて、lux. vun him として

いた。なお、 lux. vun はもともと歯茎閉鎖音の挿入が起こらない前置詞で

あるため、この例は考察の対象とはならない。  

ほぼ全ての場合に歯茎音の挿入が行われたため、挿入の起こらない例と

起こった例を比較することはできないが、まず、以下で歯茎音が単独で現

れる場合と、重子音となる場合を比較する。  

 

図 13．有声歯茎音が単独で現れる場合（ [d]）（ “hannert  enger grousser Dänn”   

[hɑnɐdæŋɐɡʀëusɐdæn]（話者 10））（資料 1 より）  

 

 

図 13 は資料 1 からの例で、lux. hannert enger grousser Dänn (dt .  hinter einer 

großen Tanne)「大きなモミの木の後ろで」では、挿入された歯茎音が母音

で始まる不定冠詞  lux. enger の前で有声化し、単独の有声歯茎閉鎖音  [d] 

として発音されている例である。この例では、閉鎖音の前で多少音の強度

（ intensity）の降下が観察されるが、あまり大きな変化は見られない。  

 図 14 は資料 2 からの例で、 lux. hannert der Eisebunn (dt . hinter der 

Eisenbahn)「鉄道の後ろで」では、有声歯茎閉鎖音で始まる定冠詞  lux. der 

の前で無声歯茎音が挿入され、内破音として発音されている例である。こ

の例では、内破音  [t˺] の部分で、黄色い線で示された音の強度（ intensity）

の明らかな降下が観察される（楕円で囲んだ部分）。  

[   h       ɑ      n      ɐ           d   æ         ŋ    ] 
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図 14．無声歯茎閉鎖音＋有声歯茎閉鎖音（ [td]）（ “hannert der Eisebunn”   

[hɑnɐt˺dɐʀɑɪzəbun]（話 10））（資料 2 より）  

 

 

 図 15 は、ドイツ語からの翻訳文からの例  lux. ënnert d’Dänn  (dt .  unter die 

Tanne)「モミの木の下に」である。有声歯茎閉鎖音  [d] の破裂の前の部分

で、より急な音の強度の降下が観察される（楕円で囲んだ部分）。また、  

有声閉鎖音であるため、声帯の振動（パルシング）が常に観察される。  

 

図 15．無声歯茎閉鎖音の長子音＋有声歯茎閉鎖音（ [t td]）（ “ënnert d’Dänn”  

 [ënɐttdæn]（話者 10））（ドイツ語からの翻訳文  (4)）  

 

  

 次に、歯茎閉鎖音の挿入と無声歯茎閉鎖音の定冠詞  lux. d’ [t]  に、さら

に無声歯茎閉鎖音  [ t] で始まる名詞句が後続する場合をドイツ語からの

翻訳文の例から抜粋する。  

 

[   h     ɑ        n        ɐ                 t   d   ɐ]  

[   ë      n        ɐ              t   t       d     æ    ]  
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図 16．無声歯茎閉鎖音の長子音＋無声歯茎閉鎖音（ [ttt]）（ “nieft  d’Tania”  

[nɪəfttta ːn ɪa]（話者 10））（ドイツ語からの翻訳文  (5)）  

 

 

 

 長子音  [tt] に後続する音が有声音か無声音かは、破裂（ burst）の後にど

れくらいの間隔をあけて声帯の振動（パルシング）が観察されるかで計測

することができる（VOT: voice onset  time (Thomas 2011: 116-119)）。有声音

の  [d]（図 15）では、その間隔が短いのに対し（図中  “   ”  で示した部分）、

無声音の  [t]（図 16）では、その間隔が長い。厳密には、パルシングが破

裂に先行する場合（ “ lead VOT”）が有声閉鎖音  [d] であり、破裂後短い間

隔をあけてのパルシングが観察される場合（ “short-lag VOT”）は無気の無

声音  [t]（もしくは  [d  ]）、長い間隔をあけてのパルシングが観察される場

合（ “ long-lag VOT”）は有気の無声音  [t
h
] である（Thomas 2011: 116）。し

たがって、上の２つの例を厳密に音声表記すると、 lux. ënnert d’Dänn 

[ënɐtː tæn]/  [ënɐt ː  æn] ,  lux. nieft  d’Tania [n ɪəft ːt
h
a ːnɪa] となる。  

 ここで、ルクセンブルクにおいて、他の子音や環境では非常に有標な長

子音がなぜ名詞句の初めにのみ許容されうるのか、またなぜ前置詞の後ろ

の歯茎音の挿入が、すでに長子音となっている名詞句の前でも起こりうる

のかという問題について、考察を加えたい。この現象は、一種の境界効果

（ edge effect  (Kraehenmann 2011:  1140)）であると考えられる。音節や音韻

語（ phonological  word (Nespor/Vogel 2007: 141)）、音韻句（ phonological  phrase 

(Nespor/Vogel 2007: 168)）などの韻律的な領域の境界、特にその開始部分

[  n  ɪ       ə         f            t   t     t      a ː       ]  



140 

 

は、音の長さ（継続時間  (duration)）に大きな影響を与える（Kraehenmann 

2011:1140）。ルクセンブルク語において、無声歯茎閉鎖音  [t] として発音

される定冠詞  lux. d’ は、既述の通り接語形式であり、この定冠詞と名詞

の組み合わせは、音韻語と音韻句の間の領域の接語グループ（ clitic group 

(Nespor/Vogel 2007: 154-155)）に属すると考えられる。前置詞の後ろで現

れる歯茎閉鎖音  [t]  は、前置詞の後ろに挿入されているというよりは、後

続する名詞句の韻律的な単位、音韻句や接語グループの開始部を際立たせ

るために挿入されていると考えられる。ルクセンブルク語において長子音

は有標であるが、むしろそれを利用して定冠詞から始まる名詞句の韻律論

的境界を明示していると考えられるのである。したがって、前置詞の後ろ

に現れる歯茎閉鎖音は、定冠詞の頭子音  lux. d- [d]/[t]  が境界明示のため

に長子音化した後、異分析されたものと考えられる（ Präp. d’ [t]  > Präp. d’ 

[t ː]  > Präp.+[t]  d’ [t]）。定冠詞が現れない人称代名詞の前で、歯茎音の挿入

にばらつきが見られたのはこのためであろうと考えられる。しかし、まだ

揺れはあるものの、定冠詞の語頭音に由来する歯茎閉鎖音が前置詞の語末

音となる異分析とその語彙化は進みつつあると考えられる。そのため、定

冠詞を伴わない人称代名詞の前（ lux. iwwert hien (dt . über ihn)「彼につい

て」）や、母音で始まる不定冠詞の前（ lux. hannert enger  grousser Dänn (dt . 

hinter einer groußen Tanne )「大きなもみの木の後ろで」）でも、歯茎音の挿

入された形式が現れるようになってきていると推測される。  

 前置詞の後ろで、名詞句の韻律論的な境界を明示する上記の現象が観察

される一方で、標準ドイツ語でも観察される前置詞と定冠詞との融合（縮

約（Kontraktion））は、ルクセンブルク語でも広く観察される。ドイツ語で

も観察される例は以下である。  

 

lux. am < lux. an dem (dt.  im  < dt .  in dem)「～の中で」  

lux. um < lux. un dem (dt.  am < dt . an dem)「～に接して」  

lux. vum < lux. vun dem (dt.  vom  < dt .  von dem)「～から、～について」  
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 さらに、ドイツ語では観察されない融合形もある。  

 

  lux. mam < lux. mat dem (dt.  mit dem)「～と一緒に」  

 lux. um
109

 < lux. op dem (dt. auf dem)「～の上で」  

 

 上で挙げた 1 音節の前置詞は、歯茎音の挿入が起きない前置詞であるが、

歯茎音の挿入が可能な前置詞でも、融合した形式が可能なものもある。  

 

  lux. ënnerem < lux. ënner dem (dt.  unter dem)「～の下で」  

 lux. hannerem < lux. hanner dem (dt.  hinter dem)「～の後ろで」  

 

 前置詞の後ろで名詞句の始まりを際立たせる歯茎音の挿入が観察される

一方で、その逆の前置詞と定冠詞の融合形が観察されるのは非常に興味深

い。今後、さらなる観察が必要な現象の一つといえる。  

 

5. 2. 3. その他―注意が必要な現象  

以下では、一見、音挿入の現象に見える 2 つの現象について取り上げ、

それらが音挿入の現象ではないことを示す。  

 

I) 従属節内の「挿入の  “s”」―補文標識の屈折  

Schanen/Zimmer (2006a: 87-88) および  Braun (2009
1 6

:  36) では、上で扱

った  [n] の挿入の現象と並べて、従属節で 2 人称単数親称の人称代名詞主

格（ lux. du/de/d’
110

 (dt .  du)「君は」）の前に現れる  “s”  （ fr.  “s”  intercalé「挿

                                                      
109 上で挙げた  lux. um < lux. un dem (dt.  am < dt.  an dem)「～に接して」

とは、同音異義語である。 Schanen/Zimmer (2006a: 100) によると、lux. op 

dem の融合形については、中間の形式の  lux. op em [ɔbəm]/om [ɔm] という

形式もあるとのことである（発音記号は筆者）。しかし、今日のルクセンブル

ク語中央方言では、これらの中間形式はほとんど観察されない。  
110 それぞれ、強勢を伴う基本形  du [du ː]、強勢を伴わない弱形  de [də]、母

音で始まる語が後続する場合に現れる母音を持たない接語形  d ’ [d] である。  
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入の  “s”」(Schanen/Zimmer 2006a: 87); lux. Verbindungs -<s>
111

 「接続の  <s>」

(Braun 2009
1 6

:  36)）の挿入の現象について記述している。  

 

lux. datt  s  du et  weess (dt .  dass “s”  du es weißt)  

「君がそれを知っていること」         （Braun 2009
1 6

:  36） 

 

「挿入の  “s”」/「接続の  <s>」について、Schanen/Zimmer (2006a: 87) で

は、語から語への移りを容易にするために挿入される音調上のリエゾンの

現象（ fr.  liaison euphonique）であると記述されているが、これは明らかに

間違いである。Bruch (1973
3
:  87) や、LWB の従属接続詞（補文標識） lux. 

datt  (dt .  dass)「～ということ」の項目で説明されているように、この  s  は

2 人称単数親称の屈折語尾  -s  であると考えるべきである。実際、別の人

称が従属節の主語となる場合には、その人称に応じた語尾が現れる。  

 

(1) a. lux. Ech wouss net , datt  s  du eng Kéier do waars.  

    (dt .  Ich wusste nicht,  dass 2.Sg. du ein Mal da warst .)  

    「君がそこに行ったことがあるとは知らなかった。」  

  b. lux. Ech freeë mech drop, datt  e
112

 mir eis muer erëmgesi kënnen.  

   (dt . Ich freue mich darauf,  dass 1.Pl. wir uns morgen wiedersehen können.) 

       「私たちが明日再開できるのが楽しみです。」  

 c. lux. Ech hunn dir jo gesot, datt en  de Pol an d’Dani
113

 haut net kënne 

kommen.  

  (dt. Ich habe dir ja gesagt, dass 3.Pl. der Pol und das Dani heute 

nicht können kommen.)（逐語訳） 114
 

                                                      
111 Braun (200916) は、ルクセンブルク語正書法についてのハンドブックで

あるため、綴り字  <s> として扱われている。  
112 (1b) では、 1 人称複数主格の人称代名詞  lux. mir [m ɪɐ ] (dt. wir)「私た

ちは」の前で、屈折語尾  -en の  n が、n 規則により脱落している。  
113 lux. Dani は、Daniel (男性名 ), Danièlle (女性名 ) に由来するルクセンブ

ルク語の人名。同言語において、女性のファーストネームは中性名詞である。  
114 ルクセンブルク語における従属文の語順は、標準ドイツ語のそれと異なる
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    「ポールとダニは今日来られないと言ったでしょ。」  

 

(1a) では、2 人称単数親称の人称代名詞  lux. du (dt .  du)  を主語とする従

属節において、従属接続詞（補文標識）lux. datt  (dt .  dass)「～ということ」

が、この主語の人称と数に一致した定動詞  lux. waar-s と同じ屈折語尾  -s  

を伴っている。従属節の主語が 1 人称複数  (1b) か 3 人称複数の  (1c) 場合、

その人称と数に一致した語尾  -en が現れる 115。無声歯茎閉鎖音  [ t] と有声

歯茎閉鎖音  [d] の間で、明らかに同じ音韻環境と考えられる位置に、 (1a) 

では  s  が（ lux. .. .  datt  s  de . . . [dɑ tsdə]）、(1c) では  en が（ lux. . . . datt  en de . . . 

[dɑtəndə]）現れていることから、これらが音挿入による要素でないことは

明らかである。したがって、これは  5.2.1. で扱った人称代名詞間での  [n] 

の挿入とは全く別の現象である。  

 これは、ルクセンブルク語や西フリジア語、ドイツ語方言やオランダ語

方言など、西ゲルマン語において広く観察される補文標識の屈折の現象で

ある（Hoekstra/Smits (red.)  (1997) ; Fuß (2005);  van Koppen (2005);  Weiß 

(2005);  西出（ 2010））。Braun (2009
1 6

) では、従属節において現れる「接続

の  <s>」と、 2 人称単数親称の定動詞の屈折語尾とを混同しないように指

                                                                                                                                                            

ことがある。動詞の過去分詞を支配する助動詞は、標準ドイツ語と同様常に

文末におかれるが  (i )、不定詞を支配する助動詞は、文末におかれる場合と、

上の例のように不定詞に先行して現れる場合がある。どちらの語順が選ばれ

るかについては現段階で一定の規範はなく、特定の制約や規則もない  (ii)。  

(i) lux. datt ech gëschter dohinner gefuer sinn/*si gefuer  

   (dt. dass ich gestern dahin gefahren bin/bin gefahren ) 

  「私が昨日そこへ行ったこと」  

(ii) lux. datt ech muer dohinner fuere soll/soll fueren  

    (dt. dass ich morgen dahin fahren soll/soll fahren) 

  「私が明日そこへ行くべきこと」  

lux. gefuer (dt. gefahren) は、 lux. fueren (dt.  fahren)「（乗り物に乗って）

移動する」の過去分詞。これを支配する助動詞  lux. sinn (dt. bin)は、義務的

に過去分詞に後続する。不定詞  lux. fueren を支配する助動詞  lux. soll (dt. 

soll) は、任意で不定詞に先行したり後続したりする。ただし、助動詞  lux. soll 

[zɔl] が後続する場合は、先行する不定詞  lux. fueren の語末の  n が  n 規則

で脱落する（ lux. ...  fuere_ soll）。  
115 ただし、主語が 1 人称複数と 3 人称複数の屈折語尾  -en は、今日のルク

センブルク語では廃れてきている。現行の正書法では、2 人称単数の  -s は義

務的に綴るが、これらの人称の語尾  -en は綴らないのが規範とされている。 
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摘されているが、実際には、「接続の  <s>」と言われる要素は、定動詞の

後ろに現れる屈折語尾と全く同じ要素、すなわち補文標識の屈折語尾であ

る。ただし、現行の正書法では従属節における補文標識の屈折語尾は、語

幹からは独立して綴られるため、この点でのみ注意が必要である。  

 

I I) 副詞の語頭のあいまい母音―語頭音の脱落（Aphärese）  

 ルクセンブルク語には、語頭に非強勢のあいまい母音  [ə] という要素を

有する形式とあいまい母音の要素を欠く形式という 2 種類の形式を持つ副

詞が多くある 116。そのため、この語頭のあいまい母音として実現される要

素を任意に挿入される音だと考える母語話者は多い。しかし、これらの語

彙において現れるあいまい母音は、通時的な観点からはむしろ、音挿入で

はなく、音の脱落の現象が関係していると考えられる。  

 

 lux. elo/lo [əˈlo]/[lo] (dt.  jetzt)「今、そこ」  

 lux. elei/lei  [əˈlɑɪ]/[ lɑɪ]  (dt .  hier)「ここ」  

 lux. ewell/well  [əˈvæl]/[væl] (dt .  jetzt,  schon)「今、すでに」  

 lux. ewech/wech [əˈvæɕ]/[væɕ]  (dt .  weg)「離れて、去って、なくなって」  

 lux. erëm/rëm [əˈʀëm]/[ʀëm] (dt .  wieder)「再び」 117
 

 lux. eréischt/réischt [əˈʀɛɪʃt]/[ʀɛɪʃt] (dt . erst)「やっと」  

  

Atten (2010)
118

 では、まず、 lux. elo/lo の語源を  lux. *all -do (dt . all-da)  

                                                      
116 どちらの形式が現れるかは任意である。  
117 「再び」という意味の副詞としては、本文中で挙げた語彙の他に  lux. nees 

[ne ːs] という語彙がよく使用される。Welschbillig/Schanen/Lulling (2008)  

のドイツ語版のルクセンブルク語辞典  Luxdico では、どちらの語彙にも  dt. 

wieder という訳が付されているが、より厳密には  lux. rëm/erëm が「再び」、 

lux. nees が「改めて」という意味である。  
118 Atten (2010) は、専門的な学術文献ではなく、ルクセンブルクの放送局  

RTL（Radio Télévision Luxembourg）のラジオ放送におけるルクセンブルク

語についての番組でのコラムをまとめたものである（録音 CD 付）（録音、執

筆言語はルクセンブルク語）。これらの副詞を扱った他の学術文献がなかった

ため、本論文ではこの文献を参照する。専門的な学術文献ではないため、記

述に誤解があると考えられる部分については、本文中で指摘している。  
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とし（Atten 2010: 173）、 lux. elei/lei  の語源を  *all -hei  (dt .  all-hier)  として

いる（Atten 2010: 183）。これらは、場所を表す副詞  lux. do (dt .  da)「そこ」

と  lux. hei  (dt.  hier)「ここ」の前に強調の接頭辞  lux. all - (dt .  all-)  が付さ

れたものと考えられる 119。 lux. ewell/well  は、 lux. *allweil  (dt .  all-weil)  に

由来するとされている（Atten 2010: 205）。ただし、強調の接頭辞  lux. al l - に

由来し、現在はあいまい母音として発音される要素の全てが、脱落が可能

なわけではない。  lux. eleng (dt .  allein)「一人で」は、標準ドイツ語の  dt .  

allein と同様、  lux. all -eng (dt.  all-ein)「（強調 -）一人で」に由来すると考

えられるが、2011 年の録音調査協力者に確認したところ、10 人すべてが語

頭のあいまい母音が脱落した形式は許容できないとの答えだった。  

lux. ewech/wech は、 lux. *en weg (dt.  ein Weg)「１本の（ある）道」に由

来するとされているが（Atten 2010: 85）、これは誤りであると考えられる。

同文献において、この語彙と英語の  engl.  away との関連を指摘している部

分の記述は適当であると考えられるが、英語の同語彙の語源は、 *on weg 

(engl.  on the way) である (寺澤  1999: 87)。ドイツ語の  dt .  weg も語源は  

mhd. enwec (より古い中高ドイツ語で  mhd. in wec (dt .  auf den Weg「道の上

に」 ))であるとされている（ Pfeifer 2005
8
:  1544）。ルクセンブルク語も、こ

れらと同様に考えるべきである（ lux. eweg < *op de Wee「道の上に」）。  

lux. erëm/rëm の語源は、 lux. *herum (dt.  herum)「回って」とされている

が（Atten 2010: 63）、 lux. *her- (dt .  her-)  「こちらへ」とされている前半部

の要素はオランダ語における  ndl.  er  (dt.  da -)「そこで /に」と同様の要素で

ある可能性もあり、この記述にも疑問の余地がある。接頭辞  lux. er- を伴

う副詞としては、  lux. eran (dt.  herein)「中へ」、 lux. eriwwer (dt .  herüber)

「越えて」、 lux. erop (dt . herauf)「上方へ」など、他にもいくつかある 120。

                                                      
119今日のルクセンブルク語では、「今」という意味で使われることが圧倒的に

多い  lux. elo/lo だが、lux. elei an elo (dt. hier und dort)「ここそこに」（LWB 

Bd. 1. S. 259）という表現では、古い場所の意味が顕著に現れている。  
120 ただし、標準ドイツ語では、話者に向かってくる移動を示す  dt. her-「こ

ちらに向かって」と、話者から離れる移動を示す  dt. hin-「向こうへ」を区

別するのに対し、ルクセンブルク語には  dt. hin- にあたる接頭辞がなく、話

者から見た移動の方向の区別はない。また、ドイツ語の  dt. hierher「こちら
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これら他のの表現と  lux. erëm/rëm の異なる点は、他の表現では語頭のあ

いまい母音を脱落させることができないのに対し、lux. erëm/rëm ではそれ

が可能だということである。元の意味から派生した新たな意味で語彙化が

進んだ場合、もとは 2 つの形態素からなる複合語が、 1 つの形態素からな

る単一の語彙として解釈されることがある。 lux. elo/lo, lux. elei/lei ;  lux. 

ewell/well  も同様であると考えられるが、 lux. erëm/rëm でもこれが起きて

いるため、強勢を伴わないあいまい母音の脱落が任意で起こるようになっ

たと考えられる。 lux. erëm/rëm は、前置詞  lux. ëm (dt.  um)「～の周りに」

という意味から転じた「再び」という意味に、意味変化が起きている。lux.  

elo/lo, lux. elei/lei  については、もともとの場所の意味は lux. elei  an elo (dt .  

hier und dort)「ここそこに」という表現に（LWB Bd. 1. S. 259）顕著に残

っているだけで、 lux. elo/lo は、今日ではもっぱら「今」という時間の意

味で用いられることがほとんどである。 lux. elei/ lei におけるあいまい母

音の脱落は、 lux. elo/lo からの類推で起きたものと考えられる 121。 lux.  

ewell/well  でもやはり元の  lux. *weil  (dt .  weil ,  engl.  while)「～の間（時間）、

～なので」という意味はなくなっている。  

 最後に挙げた  lux. eréischt/réischt は、語源に関して比較的不明確な語彙

である。上の一覧では、もっとも使われる頻度の高いこの表現に代表させ

て挙げたが、同様の意味を表すものとして、他に  lux. eléischt  lux. erléischt 

という形式もある。いずれの形式も、 lux. -éischt (dt.  erst)「一番に」とい

う形態素を含んでいることは明らかであるが、その前に付されている要素

が何かが明確ではない。Atten (2010: 197) では、 lux. eréischt/réischt  につ

いて  lux. *deréischt もしくは  lux. *zeréischt という形式を推定している。

また  lux. erléischt  については、形容詞や副詞の最上級に付してさらに強調

                                                                                                                                                            

へ」や  dt. dahin/dorthin「そちらへ」にあたるルクセンブルク語は、  lux. 

heihinner (dt. hier-hin-her) と  lux. dohinner (dt. da-hin-her) である。こ

の表現でも、ドイツ語では残っている  hin と  her の区別がなくなり、単に

移動を表す要素として重複して用いられていると考えられる。  
121 ただし、lux. elei/lei の方は、今日ではほとんど廃れた表現と言ってよく、

「ここ」という意味を表す副詞としては、もっぱら強調の接頭辞が付かない

元の形式  lux. hei が用いられる。  
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する接頭辞  lux. al ler- (dt .  aller-)  を付した  lux. *aller-éischt (dt . aller-erst) 

と い う 形 式 を 推 定 し て い る 。 こ れ に lux. *der- を 付 し た 形 式  lux. 

*der-aller-éischt が、lux. erléischt の元の形式であると推測することができ

る。不明確な部分もあるが、本論文において重要なのは、この表現も他の

ものと同様、もとは 2 つ以上の形態素からなる複合的な要素、あるいは複

合語だということである。  

 ルクセンブルク語は、Atten (2010) で扱われている上の 6 つの副詞の他

に、 lux. ewéi/wéi,  lux. esou/sou などの副詞を有するが、これらももとは 2

つの形態素からなる複合語であったと推測できる。したがって、ルクセン

ブルク語において、副詞の語頭で任意に観察される非強勢のあいまい母音

は、音挿入の現象ではなく、その逆の音の脱落の現象であると考えられる。

LWB では、lux. rëm という形式についてのみ、「 erëm が語末音の脱落を起

こした形式（ „apokopierte Form zum erëm“）」（LWB Bd. 4. S. 38）として記

述しているが、これは語末音の脱落（Apokope）ではなく、語頭音の脱落

（Aphärese）の間違いであろう。複合語における非強勢の形態素があいま

い母音へと音の弱化（ reduction）を起こし、次いで起こるあいまい母音の

脱落の段階で揺れが観察されるのが現在の状況であると考えられる。  

 

 以上、ルクセンブルク語における音挿入の現象は、周辺的に観察される

特定の人称代名詞間の歯茎鼻音  [n]、前置詞の後ろの無声歯茎閉鎖音  [ t]  

の 2 つのみであるといえる。この他に、lux. heiansdo [hɑɪɑnsdo ː]  (dt .  hier und 

da)「ときどき、あちこちに」など、限られた語彙において無声歯茎摩擦音  

[s]  の挿入が観察されるが、非常に周辺的な現象であるため、本論文では

ここまでの記述にとどめることとする。  

 

 

5. 3. 形態素境界や語境界を越える再音節化  

 この節では、標準ドイツ語などと比べて、より頻繁に、またより広い範

囲で起こるルクセンブルク語の再音節化の問題を取り上げ、それに付随し
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て起こる子音の有声化の問題（ 5.3.1.）や  /ʀ/  の母音化の阻害（ 5.3.2.）の

現象を扱う。  

5. 3. 1. 子音の有声化  

 ルクセンブルク語では、複合語における形態素間や語間における特定の

環境で、形態素末や語末の子音の有声化が起こる。また、同現象の結果、

語末で無声化を起こした子音も再び有声化する。  

 

  lux. Bakuewen [ ˈba ːɡʊəvən] < bak- [bak] + Uewen [ ˈʊəvən]  

(dt .  Backofen)「焼き窯、オーブン」  

 lux. op eemol [ɔ ˈbeːmo ːl]  < [ɔp] + [ ˈeːmo ːl] (dt.  auf einmal )「突然」  

 

この現象は、語末の子音が複数個ある場合にも起こる。以下は、語末の

子音が 2 つの場合と 3 つの場合である。  

 

  lux. Liichtathlet  [ ˈ liːʑdɑtleː t]  < l iicht- [l i ːɕ t] + Athlet  [ɑt ˈleːt]  

 (dt .  Leichtathlet)「陸上競技の選手」  

  lux. sechs Auer [zæɡzɑuɐ] < [zæks] + [ ˈɑuɐ]  (dt .  sechs Uhr)「 6 時」  

 lux. Textanalys [ ˈtæɡzdɑnɑ lyːs] < Text- [ tækst]  + Analys [ɑnɑ ˈly ːs]  

(dt .  Textanalyse)「テキスト分析」  

 lux. Uebst a Gemméis [ʊəbzdɑɡəmɛɪs] < [ʊəpst] + [a(n)]
122

 + [ɡəˈmɛɪs] 

   (dt.  Obst und Gemüse)「果物と野菜、青果」  

 

 複合語における有声化の現象は、基本的には独立形態素の間で起きると

考えられるため、母音で始まる屈折語尾や接尾辞が無声子音に後続する場

合、すなわち屈折や派生の際には起こらない。  

 

・ Inf.,  1.Sg./Pl. ,  3.Pl.  の屈折語尾  -en [ən] 

                                                      
122 lux. an (dt. und)「～と、そして」の語末の  n が、n 規則により脱落し

ている。  
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  lux. loossen [ ˈloːsən] < looss- [loːs] + -en [ən] (dt.  lassen)  

「～させる（ Inf. ,  1.Sg./Pl.,  3.Pl.）」  

・名詞派生接尾辞  -ung [uŋ]  

   lux. Bemierkung [bəˈmɪəkuŋ] < bemierk- [bəˈmɪək] + -ung [uŋ]   

(dt .  Bemerkung)「発言、意見」  

・形容詞派生接尾辞  -eg [əɕ]  

lux. dofteg [ ˈdɔftəɕ] < doft- [dɔft]  + -eg [əɕ]  (dt .  duftig)「薄手の」  

・女性形形成語尾  -in [ɪn] 

 lux. Studentin [ʃ tu ˈdæntɪn] < Student- [ʃtu ˈdænt] + -in [ɪn]  

(dt .  Studentin)「女子学生」  

 

形容詞の中には、語幹末尾の無声子音が母音で始まる屈折語尾の前で有

声化しているかのように見える例もある。  

 

 lux. gutt [ɡut] (dt .  gute)「良い（F.Sg.）」  

    vs.  lux. gudden [ ˈɡudən] (dt . guter/guten)「良い（M.Sg.）」  

  lux. béis [bɛɪs] (dt .  böse)「悪い、怒った（ F.Sg.）」  

    vs.  béisen [ ˈbɛɪzən] (dt .  böser/bösen)「悪い、起った（M.Sg.）」  

 lux. déif [dɛɪf]  (dt .  t iefe)「深い（F.Sg.）」  

    vs.  lux. déiwen [ ˈdɛɪvən] (dt . tiefer/tiefen)「深い（M.Sg.）」  

 

 しかし、一方で屈折の際に語幹末尾の「子音の有声化」が起こらない形

容詞も多く観察される。  

 

 lux. platt  [plɑt] (dt.  platte)「平らな（ F.Sg.）」  

    vs.  lux. platten [ ˈplɑtən] (dt . platter/platten)「平らな（M.Sg.）」  

  lux. rout [ʀëut] (dt.  rote)「赤い（F.Sg.）」  

    vs.  lux. routen [ ˈʀëutən] (dt .  roter/roten)「赤い（M.Sg.）」  

  lux. séiss [zɛɪs] (dt.  süße)「甘い（F.Sg.）」  
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    vs.  séissen [ ˈzɛɪsən] (dt .  süßer/süßen)「甘い（M.Sg.）」  

  lux. wäiss [væɪs] (dt .  weiße)「白い（F.Sg.）」  

    vs.  wäissen [ ˈvæɪsən] (dt.  weißer/weißen)「白い（M.Sg.）」  

  lux. schif  [ʃiːf]  (dt .  schiefe)「傾いた（ F.Sg.）」  

    vs.  lux. schifen [ ˈʃiːfən] (dt .  schiefer/schiefen)「傾いた（M.Sg.）」  

 lux. praktesch [ ˈpʀɑktəʃ]  (dt .  praktische)「便利な（F.Sg.）」  

    vs.  lux. prakteschen [ ˈpʀɑktəʃən] (dt.  praktischer/praktischen )  

「便利な（M.Sg.）」  

 lux. déck [dek] (dt.  dicke)「厚い（F.Sg.）」   

vs.  lux. décken [ ˈdekən] (dt.  dicker/dicken)「厚い（M.Sg.）」  

 lux. jonk [ ʝɔŋk] (dt .  junge)「若い（F.Sg.）」  

    vs.  lux. jonken [ ˈ ʝɔŋkən] (dt . junger/jungen)「若い（M.Sg.）」  

  lux. li icht  [ liːɕt] (dt.  leichte)「軽い（F.Sg.）」  

  vs. lux. li ichten [ ˈ liːɕtən] (dt.  leichter/leichten)「軽い（M.Sg.）」  

 

 したがって、一見、子音の有声化が起きているように見える例は、実際

には有声化ではなく、語末での無声化の例と考えることができる。ルクセ

ンブルク語でも、標準ドイツ語と同様、語末や形態素末で無声化を起こす。

したがって、無声の対立項を有し、語末で現れることのできる有声閉鎖音

と摩擦音は、全て無声の異音を有すると考えられる。この現象は、一般に

語末音硬化（Auslautverhärtung）と呼ばれるが、硬音化といっても起こる

変化は実際には無声化しかない。硬音化（Verhärtung, Fortisierung）という

用語では、閉鎖音から破擦音や摩擦音への変化など、さまざまな変化を指

す可能性があるため、本論文ではこの現象を語末での無声化と呼ぶ。基底

にある有声子音は、それに母音で始まる屈折語尾が後続する場合には有声

音として保たれる。  

 

lux. Bierger [ ˈbɪəʑɐ]  (dt .  Berge)「山（Pl.）」  

  vs. lux. Bierg [b ɪəɕ] (dt.  Berg)「山」  
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 lux. Bouwen [ ˈbëuvən] (dt.  Jungen)「男の子（ Pl.）」  

  vs.  lux. Bouf [bëuf] (dt.  Junge)「男の子」  

 lux. schreiwen [ ˈʃʀɑɪvən] (dt .  schreiben)「書く（不定詞）」  

  vs. lux. schreift  [ʃʀɑɪft]  (dt . schreibt)「書く（ 3.Sg./2.Pl.）」  

  lux. midden [ ˈmidən] (dt.  müder/müden)「疲れた（M.Sg.）」  

vs.  lux. midd [mɪ t]  (dt .  müde)「疲れた（ F.Sg.）」  

lux. léiwen [ ˈlɛɪvən] (dt.  l ieber/l ieben)「親愛なる（M.Sg.）」  

vs.  lux. léif  [lɛɪf] (dt.  liebe)「親愛なる（ F.Sg.）」  

lux. klugen [ ˈklu ːγən] (dt .  kluger/klugen)「賢い（M.Sg.）」  

vs.  lux. klug [klu ːx] (dt.  kluge)「賢い（F.Sg.）」  

 

 子音の有声化が起きているように見える形容詞に関しては、語末の子音

は基底で有声音であると推測される。lux. gutt  (dt .  gut ,  ahd. guot ,  engl. good ,  

anord. go  ðr , germ. *go  da-)（Pfeifer 2005
8
:  488）「良い」については、標準ド

イツ語などで歯茎閉鎖音が無声化した（ [t]）形式で語彙化したのに対し、

ルクセンブルク語においては有声音（ [d]）のまま残ったと推測される。現

行のルクセンブルク語の正書法において語末の子音が無声音  <tt> として

綴られるのは、標準ドイツ語の正書法からの影響であると考えられる。lux.  

béis (dt .  böse  [ ˈbøːzə])「悪い、怒った」では、ルクセンブルク語で語末のあ

いまい母音が脱落しただけで、もともと母音間にあった歯茎摩擦音は、有

声音  [z] であり、現在のルクセンブルク語でも、語彙の基底でこの有声音

が残っていると考えられる。lux. déif  (dt .  tief ,  engl.  deep ,  anord. dju  pr ,  germ. 

*deupa- ,  ie. *dheub-)（Pfeifer 2005
8
:  1431）「深い」では、ルクセンブルク語

でおそらく通時的に軟音化を起こした有声音  [v] を有する形式が語彙化

したものと推測される。  

 したがって、独立形態素ではない屈折語尾や派生接辞の前では、名詞、

動詞、形容詞、全ての場合において、子音の有声化は起きないと考えるこ

とができる。単一の語としての語彙化が進み、本来の独立形態素の形式が

失われている形態素との間であっても、本来独立形態素同士の複合語ある
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いは熟語に由来するものであれば、子音の有声化が起こる。  

 

 lux. auseneen [ ˈæuzəneːn] < aus [æus] + -eneen [əˈneːn] 

(dt .  auseinander)「離れ離れに」  

  lux. openeen [ ˈɔbəne ːn] < op [ɔp] + -eneen [əˈneːn] 

(dt .  aufeinander )「重なりあって」  

  lux. mateneen [ ˈmɑdəneːn] < mat [mɑ t]  + -eneen [əˈneːn] 

(dt .  miteinander )「一緒に」  

 

 ルクセンブルク語において、「互いに」という意味を表す語は  lux. enaner 

[ənˈa ːnɐ]  (dt.  einander) であり、上で挙げた複合語で観察される  lux. -eneen 

は、すでに独立形態素ではなくなっている。しかし、上で示しているよう

に、子音の有声化は、それぞれの例において観察される。  

次に、この子音の有声化が起こる範囲を確認する。ここまでで例に挙げ

ているのは、複合語の内部や名詞句などある程度限られた統語的単位の内

部での現象である。しかし、この現象はより広い範囲でも起こりうる。以

下では、2011 年の録音資料の中から 2 つ例文を挙げる（いずれも資料２よ

り、太字での強調は筆者によるもの）。  

 

lux. An        et           ass       och      eng Waasserplaz  

   Knj.  Pers.P ron .3 .Sg.N.Nom.  Kopulaverb「～もまた」 Ind.Art .「水場」  

          [ɑnədɑzɔɣæŋva ːsɐplaːts]  

  (dt .  Und es ist  auch eine Wasserplatz)  

「そして、それは水場でもある」  

 

 図 17 の中で、“    ”  で示した部分にパルシング（ pulsing）がはっきりと

観察されるため、これらの子音が有声音として発音されていることが確認

できる（Thomas 2011: 91）。  
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図 17．母音の前での語末の子音の有声化  

（ “An et ass och eng Waasserplaz”（話者 5））  

 

 

 図 18 でも、やはり母音の前の子音の部分にパルシングが観察され、有声

化されていることがわかる。  

 

図 18．母音の前での子音の有声化（ “do muss ech u Berlin denken”（話者 5））  

 

 

 

lux.  do     muss      ech       u    Berlin   denken 

  「すると」Modalverb Pers.P ron .1 .Sg.  Pr äp .「ベルリン」「考える」  

    [do ːmuzəʑubɛɐ  li ːndænkən] 

(dt .  da muss ich an Berlin denken )  

「すると、私はベルリンのことを考えてしまう」  

 

上の例からわかるように、母音の前での語末の子音の有声化は、かなり

広範囲にかけて起こることがわかる。 n 規則と同様、イントネーション句

[ ɑ  n  ə    d  ɑ    z   ɔ   ɣ   æ    ŋ  v   aː       s   ɐ       pl   aː]  

[d   oː    m u  z  ə    ʑ   u  b  ɛ   ɐ    l    i ː     n  d  æ     n     ]  
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の内部で起こる現象と考えられる（Nespor/Vogel 2007）。例外は分離動詞の

場合で、分離前綴りと語幹の間で有声化が阻害されることである。  

 

lux. ausaarten [ ˈæusaːɐ tən] < aus- [æus] + aarten [ ˈaːɐ tən] (dt.  ausarten)  

「悪化する」  

lux. ausootmen [ ˈæusoː tmən] < aus- [æus] + ootmen [ ˈoː tmən] (dt .  ausatmen)  

 「息を吐き出す」  

lux. erauseekelen [əˈʀæuseːkə lən] < eraus- [əˈʀæus] + eekelen [ ˈeːkələn]  

(dt .  hiausekeln)「いびって追いだす」  

 

かなりの広範囲にわたって起こり、また複合語の内部でも起こるこの現

象が、分離動詞の内部で起こらないことは興味深い。  

独立形態素からなるその他の複合語では、原則として有声化が起こる。

これに対して、語と語の間で起こる有声化については、 n 規則と同様、任

意でポーズを置いたり、区切って発音したりする際には阻害される場合が

ある。その際には、母音の前に声門閉鎖音が挿入されることが多い。以下

の例文は、2011 年の資料の中で、lento のテンポで「ゆっくりはっきりと」

読むように指示した資料 1 からの 1 文である。  

 

図 19．母音の前への声門閉鎖音の挿入  

（ “Firwat muss ech eigentlech ëmmer eleng spillen”（話者 1））  

 

 

 

[f  ɪɐ   v a ː    tmu s ʔ  ə  ɕ   ʔɑɪ  ʑən t  l  ə  ɕ   ʔëmɐ   ʔə  læ  ŋ  ʃ    p i   l  ə  n  ]  
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 lux. Firwat  muss      ech    eigentlech  ëmmer   eleng  spillen? 

    「なぜ」Modalverb Pers.P ron .1 .Sg.「そもそも」「いつも」「一人で」「遊ぶ」  

        [f ɪɐ  va ːtmusʔəɕʔɑɪʑəntləɕʔëmɐʔəlæŋʃpilən] 

   (dt .  Warum muss ich eigentlich immer allein spielen ?)  

 「そもそも、どうして僕はいつも一人で遊ばなくちゃならないんだろう。」 

 

 図 15 は、全ての語頭の母音の前に、もっともはっきりと声門閉鎖音を挿

入して発音した話者１のデータである。全ての母音の前に、声門閉鎖音が

挿入されていることが確認できる（図 19 中、楕円で示した濃い縦線が見え

る部分）。  

 一語ずつ区切りながら発音する際に子音の有声化が起こらないことから、

この現象はイントネーション句などのある一定の韻律論的な単位の内部で、

形態素境界や語境界があいまいになる現象であると考えられる。標準ドイ

ツ語は、こうした境界を明確にする傾向があるが（ Szczepaniak 2007）、図

19 で観察されるような声門閉鎖音の挿入が頻繁に観察されることがその

一例として挙げられる。声門閉鎖音の挿入によって、形態素や語の境界と

音節の境界を一致させることが可能になるからである。これに対して、ル

クセンブルク語では、図 13 のような発音はかなり有標であるため、境界を

明示する傾向は比較的弱いと考えられる。同言語では、末尾の子音が、母

音で始まる後続する要素の音節開始部を占める再音節化が頻繁に起こるた

め、形態素や語境界と音節境界の不一致が起こる。子音の有声化は、これ

に付随して起きる現象と考えられる。  

 

  lux. Bakuewen [ ˈbaː.ɡʊə.vən]
123

 < bak- [bak] + Uewen [ ˈʊəvən]  

(dt .  Backofen)「焼き窯、オーブン」  

 lux. op eemol [ɔ . ˈbe ː .mo ːl] < [ɔp] + [ ˈe ːmo ː l] (dt . auf einmal)「突然」  

 

 注意すべきなのは、語末の子音が 2 つ以上ある場合の音節境界である。  

                                                      
123 [ .  ]  は、音節境界を示す。  
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  lux. Liichtathlet  [ ˈ liːʑ .dɑtleːt]  < l iicht - [l i ːɕt]  + Athlet [ɑt ˈ le ːt]  

 (dt .  Leichtathlet)「陸上競技の選手」  

  lux. sechs Auer [zæɡ .zɑʊɐ](/[  zæ.ɡzɑʊɐ])  

< [zæks] + [ ˈɑʊɐ]  (dt .  sechs Uhr)「 6 時」  

 lux. Textanalys [ ˈtæɡz.dɑ .nɑ .lyːs] < Text - [tækst] + Analys [ɑnɑlyːs]  

(dt .  Textanalyse)「テキスト分析」  

 lux. Uebst a Gemméis [ʊəbz.dɑ .ɡə .mɛɪs] < [ʊəpst]  + [a(n)]
124

 + [ɡəˈmɛɪs] 

   (dt.  Obst und Gemüse)「果物と野菜、青果」  

 

 通言語的に、音節構造は核（ nuclear）あるいはピーク（ peak）に向かっ

てソノリティ（鳴音性、sonority）が高まる傾向があることが確認されてい

る（Blevins 1995; Parker 2011） 125。閉鎖音と摩擦音では、摩擦音の方がソ

ノリティは高いため、例えば lux. Liichtathlet  において歯茎・硬口蓋摩擦音

の前で音節境界を仮定した  [l iː .ʑdɑtleːt]  では、音節の核  [ɑ]  に向かって、

摩擦音から閉鎖音へとソノリティが減少するため、有標な音節構造となる。

標準ドイツ語と同様、ルクセンブルク語でも、語頭で摩擦音  > 閉鎖音と

いう音連続  / ʃ t/ , / ʃp/ は確認されるが、これは  Wiese (1996: 40-43) が指摘

するように、音節末での破擦音  /ts/ ,  /pf/  と同様、これらの子音連続が単一

の子音接点を形成しているためだと考えられる（図 20）。  

 上で挙げたこれらの子音連続は、標準ドイツ語やルクセンブルク語にお

いて観察される例外的なものであると考えられる。これらの子音連続に対

して、上の子音の有声化の例として挙げた  [ʑd] (< [ɕt]) ,  [(ɡ)zd] (< [(k)st]) ,  

[(b)zd] (< [(p)st])  などは、音節開始部ではどちらの言語においても許容さ

れない音連続である。 [ɡz] (< [ks]) は、通言語的に見れば、音節開始部で

                                                      
124 lux. an (dt. und)「～と、そして」の語末の  n が、n 規則により脱落し

ている。  
125 “Sonority Sequencing Generalization (SSG): Between any member of a 

syllable and the syllable peak, a sonority rise or plateau must occur. ”  

(Blevins 1995: 210)  
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も可能な音連続に見えるが、標準ドイツ語やルクセンブルク語においては

語頭や形態素の初めにこの音連続が現れることはない。したがって、どの

例においても、音節境界は一番末尾の子音の前にあると考えることができ

る。子音群の間に音節境界があるにもかかわらず、子音の有声化は連続し

た全ての子音に適用されるため、有声化の現象は、再音節化（ Resilbifi - 

zierung）のプロセスとは独立して起こる現象であると考えられる。  

 

図 20．例外的な子音連続  

 dt.  Spruch [ ʃpʀʊx]「格言」  

     σ  

   C   C  V  C 

ʃ   p  ʀ   ʊ   x      （Wiese 1996: 43）  

 

 類似した現象として、先行する要素の末尾の子音が有声子音で始まる要

素の前で有声化するフランス語の現象があるが、ルクセンブルク語におけ

る現象は母音で始まる要素の前でのみ起こるため、これとは別の現象であ

ると考えられる。  

 

 fr.  Strassbourg [stʁasbuʁ]/[stʁazbuʁ]「ストラスブール（地名）」  

 fr.  Place d’Armes [plasdaʁm]/[plazdaʁm]「プラスダルム（地名）」  

 

 Schanen/Zimmer (2012: 281) では、有声子音の前でもルクセンブルク語

の語末や形態素末の子音は有声化を起こすとし、以下の例を挙げている。  

 

 lux. “kapottmaen”:  “kabo[d]maen”  < lux. kapott  + maen  

(dt .  kaputt  machen )「壊す」  

 lux. “matbréngen”: “ma[d]bréngen”  < lux. mat + bréngen 

 (dt .  mitbringen)「持ってくる」  

 lux. “Bluttdrock” :  “Blu[d][d]rock”  < lux. Blutt + Drock 
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(dt .  Blutdruck)「血圧」  

 

 しかし、数名の母語話者に確認したところ、このような有声化は起こら

ないとのことであった。最後の有声歯茎音が連続する例に関しては、最初

の音は内破音（ [t˺]）である可能性がある。これらの発音の確認をした話者

の一人で、言語学専攻の博士課程の院生が、著者の  Schanen がフランスで

の在住歴が長いため、フランス語からの影響を受けている可能性を指摘し

ていた。いずれにせよ、ルクセンブルク語において語末や形態素末の子音

の有声化が起こるのは、母音で始まる要素の前でのみである。  

 

5. 3. 2. /ʀ /  の母音化の阻害  

 母音で始まる要素の前で起こる他の現象は、 /ʀ /  の母音化（ lux. fir  [f ɪɐ  ]  

(dt .  für)「～のために」など）あるいは脱落（ lux. Ouer [ëuɐ] (dt.  Ohr)「耳」

など） 126の阻害である。標準ドイツ語でもルクセンブルク語でも、 /ʀ /  は

音節化の方向によって、形態素内部で同じ位置にあっても、音節開始部に

再音節化されれば子音（震え音  [ʀ]）として発音され、音節末尾に音節化

されれば母音化するか、もしくは脱落して子音として発音されなくなる。  

 

 lux. vir  [f ɪɐ  ] (dt . vor)「～の前に」  

vs.  lux. virun [fi ˈʀun] (dt .  vor)「～の前に」  

 dt.  Uhr [u ːɐ  ]「時計（ Sg.）」 vs. dt.  Uhren [ ˈuːʀən]「時計（Pl.）」  

 lux. léieren [ˈlɛɪʀən] (dt.  lernen)「学ぶ（ 1.Sg./Pl. ,  3.Pl .）」  

    vs.  lux. léiers  [ˈlɛɪɐs] (dt . lernst)「学ぶ（ 2.Sg.）」  

 dt.  lehren [ ˈleːʀən]「教える（ 1.Sg./Pl. , 3.Pl.）」  

vs.  dt . lehrst  [ ˈleːɐ  st]  「教える（ 2.Sg.）」  

 

 標準ドイツ語は、既述のとおり形態素境界や語境界を明確にする傾向が

あり、母音で始まる形態素や語の前で、声門閉鎖音の挿入が頻繁に起こる。

                                                      
126 これらの現象については、 4 章参照。  
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同様に、形態素末、あるいは語末の  /ʀ/  も、後続する音節の開始部を占め

ずに母音化したり脱落したりすることが多い。これに対して、ルクセンブ

ルク語では、これらの境界を明確にするよりも再音節化の方が優先される

ため、声門閉鎖音の挿入が起きない。したがって、複合語の内部で、形態

素末の  /ʀ/  が母音で始まる形態素に先行した場合には、再音節化が起こり、

これが後続する音節の開始部を占めるため、母音化や脱落が起こらない。2

つの語の間でも、特に強調したり、区切って読んだりするなど特別な発音

をしなければ、語末の  /ʀ /  を母音で始まる次の音節の開始部に統合する再

音節化が起こる。ただし、語末や形態素末の  /ʀ/  が後続する音節の開始部

に統合されても、その  /ʀ/  に先行する要素があいまい母音であった場合、

その母音は  [ə]  ではなく  [ɐ] として発音される。  

 

 lux. erënneren [ɐ ˈʀënəʀən] (dt . erinnern [ɐ ˈ(ʔ)ɪnɐn])「思い出させる」  

 lux. vereenzelt  [fɐˈʀeːntsə lt]  (dt .  vereinzelt  [fɐ ˈ(ʔ)aɪntsɛ lt])「散発的な」  

 lux. iwwerall  [ ˈivɐʀɑl]  

(dt .  überall  [yːbɐ ˈ(ʔ)al]/[ ˈyːbɐ(ʔ)al])「いたるところで」  

lux. iwwereneen [ ˈ ivɐʀəneːn] 

 (dt .  übereinander  [yːbɐ(ʔ)aɪ ˈnandɐ])「重なりあって」  

 

 ただし、上の  lux. vereenzelt  の例と、これと同じ非強勢の接頭辞  lux. 

ver- [fɐ]  を伴う動詞、lux. veraarmen (dt . verarmen  [fɐˈ(ʔ)aɐ  mən])「貧しくな

る」について、LOD の発音を確認したところ、前者では声門閉鎖音を伴わ

ず  /ʀ /  の脱落が起きない上記の発音が観察されたのに対し、後者では、明

らかに声門閉鎖音を伴い、 /ʀ/  の脱落が起きた発音が観察された（ lux. 

veraarmen [fɐˈʔaːɐ  mən]）。LOD では、 4 人の話者が見出し語の発音を行っ

ているが、上の 2 つの語彙については、同じ話者が発音を行っていた。  

また、上で確認した通り、子音の有声化では、強勢を伴う分離前綴り  lux. 

aus- [æus] は、母音で始まる語幹の前でもその有声化が阻害されていたが

lux. ausaarten [æusaːɐ tən] < aus- [æus] + aarten [a ːɐ tən] (dt . ausarten)「悪化す
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る」、一方で  /ʀ/  については、強勢を持つ分離前綴りや接頭辞  lux. vir- [f ɪɐ  ] 

が、母音で始まる語幹の前で再音節化を起こし、後続する音節の開始部で

子音として発音されている。  

 

 lux. virenthalen [ˈf ɪʀæntha ːlən] (dt .  vorenthalten)「知らせないでおく」  

 lux. Virurteel  [ˈfɪʀuɐ  te ːl]  (dt .  Vorurteil)「偏見」  

 

 子音の有声化の有無と  /ʀ /  の母音化の有無は、どちらも、標準ドイツ語

ほど語や形態素の境界が音韻レベルに反映されにくいという、この言語の

特徴の現れであると考えることができる。しかし、子音の有声化において

は、当該の要素の末尾の子音はいずれにせよ子音として発音されるのに対

し、母音化する可能性のある  /ʀ/  は、再音節化の可否という問題に大きく

関わってくる。子音の有声化が起こらない分離動詞では、それでも再音節

化が可能であるのに対し（ lux. ausaarten [ˈæu.sa ːɐ  .tən]）、母音化した  /ʀ/  は、

再音節化を起こすことができない（ lux. virenthalen *[f ɪ .ɐ  æntha ː lən]）。その

ため、子音の有声化に比べて  /ʀ/  の母音化の阻害の方が起こりやすく、よ

りよい音節構造を導く再音節化が優先されると考えられる。  

 非強勢の接頭辞  lux. ver- において、/ʀ /  の母音化が起こる形式と阻害さ

れる形式の両方が観察されることは興味深い。標準ドイツ語からの借用語

である可能性や、標準ドイツ語の発音からの影響などを度外視すれば、こ

の例では、後続する語幹の方に強勢が置かれるため、声門閉鎖音の挿入が

起こりやすいことが理由として考えられる。  

 /ʀ/  の母音化の阻害は、子音の有声化の場合と同様、語や句を越えて起

こる現象である。以下で、資料 2 から 1 文を引用する（太字での強調は筆

者）。  

 

 lux. De Max Kuborn , deen    och    Jeeër    ass,  

    Def.Art .  （人名）  Rel .P ron .「～もまた」「猟師」 Kopulaverb  
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huet         mer          erzielt  

 Perf .Aux.  Pers.P ron.1.Sg.Dat.「語る（過去分詞）」  

      [dəmɑkskyːbɔɐ  n  de ːnɔxʑeːɐʀɑs  hʊətmɐʀɐtsɪəlt]  

    (dt .  (Der) Max Kuborn, der auch Jäger ist , hat  mir erzählt )  

   「自身も猟師のマックス・キューボーン 127が、私に語ってくれた」  

 

 以上、ルクセンブルク語においては、形態素や語の境界を明示するより

も、再音節化が優先されるため、それに付随して語末の子音の有声化が起

きたり、本来母音化したり脱落したりするはずの  /ʀ/  が子音として残り、

後続する要素の音節開始部を占めるという現象が、頻繁に観察される。  

 

（まとめ）  

 ルクセンブルク語には、形態素や語の境界、もしくは音韻語（ phonological 

word）や音韻句（ phonological  phrase）を越えた音の脱落の現象（ 5.1.）や、

再音節化（Resilbifizierung）の現象及びそれに付随する現象（ 5.3.）が観察

される。その一方で、融合形の問題はあるものの、前置詞の後ろの歯茎音

挿入では、名詞句の開始部を明確化するような現象が観察される（ 5.2 .）。 

 ドイツ語では、形態素や語の境界をその開始部への声門閉鎖音の挿入や、

末尾での無声化（「語末音硬化」）によって明確化するのに対し、地理的に

は隣り合いながらも、これとは別の規則を有するルクセンブルク語の音韻

は、非常に興味深い研究領域と言える。  

  

                                                      
127 [ku ːbɔɐ  n]「クーボーン」と発音する話者もいた。  
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第 6 章 通時的な言語変化をめぐる諸問題  

 

6. 1. 先行研究―Bruch (1954) 

 ルクセンブルク語研究の揺籃期における代表的な研究者の一人は  

Robert Bruch (1920-1959) である。彼は、前述のルクセンブルク最大の辞書

Luxemburger Wörterbuch  (LWB) の 編 纂 や ル ク セ ン ブ ル ク の 方 言 地 図  

Luxemburgischer Sprachatlas  (Digitaler Luxemburgischer Sprachatlas  参照 )  

の作成に携わる他、ルクセンブルク語の文法記述（Bruch 1973
3）も行って

いる。ルクセンブルク語の通時的な音韻変化の記述において重要なのは、

Bruch (1954)  である。この文献で  Bruch は、ルクセンブルク語の音韻の観

察を通して、西フランケン族が Sieg
128

 と  Lippe
129

 の間辺りと想定される

地域から出発して西に進み、ザリ族（ Salier）としてオランダの  Toxandria 

を経由した後、南下してパリ盆地に入り、再度モーゼル川、次いでライン

川流域に戻ってくるという、円を描くような民族移動の仮説を立てた

（ „wstfr.  Kreislauf“「西フランケン族の環状移動」  (Bruch 1954: 133)）。パ

リ盆地からライン川流域までの帰路に位置するルクセンブルク、そしてそ

の地方で話されるルクセンブルク語は、もともとのイストヴェオーン

（ Istväonen）の特徴にイングヴェオーン（ Ingväonen）とガロロマンスの特

徴が混ざりこんだ西フランケン語の影響を受けたとされる。中でも、歴史

的に特殊な政治状況を経てきたルクセンブルク 130は、現在もこの特徴を残

すと主張されている（Bruch 1954: 133-134）。既述のように、ルクセンブル

クを含む中部ドイツ語の方言地域は、南から北へと向かう音韻変化、すな

わち第二次子音推移が段階的に観察される地域として注目されることが多

い（ 1 章参照）。これに対して、Bruch の主張は、西フランケン人の民族移

動に伴う西から東に向かう変化を主張している点で、興味深い。この主張

                                                      
128 およそ、ケルン（Köln）とボン（Bonn）、ジーゲン（Siegen）の間。  
129 ビーレフェルト（Bielefeld）の東。  
130 Bruch (1954) の表現に従っている。絶えずロマンス語文化と接触を続け、

数百年の間、フランス語を公用語としてきたこの国の歴史を指すと考えられ

る（ 1 章参照）。  
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は、しかし、今日の研究者の間では根拠が薄弱であるとして退けられるこ

とが多い。この多少飛躍が見られる民族移動とその影響についての仮説に

ついてはこれ以上の言及を避けるが、Bruch が行った方言差も含めたルク

センブルク語音韻の記述自体は、非常に意義深いものである。  

 この  Bruch (1954) の記述をもとに、Gilles (1999) が多少の分析を交えな

がら体系的な音韻変化の記述を試みているため、以下では主にこの 2 つの

文献の記述を参考にしながら、それぞれの音韻変化の例を挙げる。  

 

6. 2. 母音に関わる音韻変化  

 この節では、母音に関わる通時的な音韻変化として、分節的（ segmental）

なレベルで起こる短母音（ 6. 2. 1.）と長母音（ 6. 2. 2.）に関わる変化を挙

げ、次いで自立分節的（ autosegmental）な領域、すなわち高低アクセント

が関わる変化（ 6. 2. 3.）について扱う。最後に、あいまい母音の語末での

脱落（Apokope）と、語中への挿入の現象について扱う（ 6. 2. 4.）。  

 

6. 2. 1. 短母音に関わる通時的変化  

―  低舌化（Senkung）、非円唇化（Entrundung）、中舌化（Zentral isierung）  

 ルクセンブルク語における母音は、低舌化や非円唇化、中舌化など、標

準ドイツ語とは異なる様々な通時的変化を経てきているが、この変化につ

いては、先行研究であまり体系的に記述されていない。以下では、Bruch 

(1954) と  Gilles (1999) での記述をもとに、各音の変化の例を挙げる。  

 

(i ) 前舌母音  

・ i  > e > ë ―  低舌化、中舌化  

 中部ドイツ語という少し広い方言地域で見れば、mhd. i  > e の低舌化は、

すでに 12 世紀の文献から観察される。Bruch (1954) では、まず中部ドイツ

語におけるこの低舌化の例として、Pfaffe Lamprecht が  Alexanderlied
131

 か

ら抜粋した以下の韻文の例を挙げている（コロン「 :」でつながれている 2

                                                      
131 この文献については 1 章参照。  
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つの語が韻を踏んでいる。太字での強調は筆者によるもの）。  

 

 rede:l ide (1647 行 )  (dt .  Rede:Glieder)「話」、「手足（ Pl.）」  

 verhebet:l iget (1775 行 )  (dt .  verhebt:liegt )「持ち上げる」、「横たわる」  

 risen:wesen (1860 行 )  (dt . Riesen:wesen)「巨人」、「本質」  

 rede:fride (4062 行 )  (dt .  Rede:Friede)「話」、「平和」  

 

 上の例では、mhd. i を  <i> と綴りながらも、mhd. e と韻を踏ませてい

ることから、実際の発音は低舌化した発音（ [ɛ]）であることがわかる（例

えば、 [rɛdə]:[fridə] ではなく、 [rɛdə]:[frɛdə]）。  

しかし、上の例はあくまで中部ドイツ語で低舌化が起きている例であり、

ルクセンブルク語で必ずしも同じ現象が起きたとは限らない。例えば、dt.  

Glieder「手足（Pl.）」は  lux. Glidder [ ˈɡlidɐ] で、dt.  Friede「平和」は  lux. 

Fridden [ˈfʀ idən] である。より現在のルクセンブルク語圏と近い地方の文

献   Yolanda von Vianden （ 1 章参照）では、 i  > e の変化は観察されないた

め、ルクセンブルク語が含まれるモーゼルフランケン方言での  i  > e の変

化は、少なくともこの時代は起きていないと考えることができる。  

 中世の時代の変化は起こっていないと考えられるが、一方で、現在のル

クセンブルク語を標準ドイツ語と比較すると、i  > e への低舌化が起きてい

ると考えられる例があるため、この変化はより新しい変化であると考える

ことができる。ただし、 4 章で確認したように、現在のルクセンブルク語

における前舌半狭母音  [e] は、中舌母音  /ë/ の異音である。したがって、

現在のルクセンブルク語では、i  > e へと低舌化を起こした音が、さらに中

舌化（Zentralisierung）を起こしており、その中舌音が音素となっていると

考えられる。後ろに舌背音（Dorsal）が続く場合のみ、古い前舌音  [e] が

残っていると考えられる。  

 

  lux. erënneren「覚えている、思い出す」  

vs.  dt . erinnern (ahd. giinnaren, mhd . geinnern (Pfeifer 2005
8
:  294))  
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  lux. tëschen「～の間で /に」  

vs.  dt . zwischen (mhd. zwischen, mnd. twisken (Pfeifer 2005
8
:  1632)) 

  lux. strécken「編み物をする」  

vs.  dt . stricken (ahd. stricken, mhd. stricken (Pfeifer 2005
8
:  1381) 

  lux. Wéckel「糸巻き」  

   vs.  dt .  Wickel (ahd. wickil ī(n),  mhd. wickel (Pfeifer 2005
8
:  1563-1564)) 

  lux. Stéch「刺すこと」  

   vs.  dt . Stich (ahd. stih, mhd. st ich (Pfeifer 2005
8
:  1360)) 

 

 i  > e への変化は、 Bruch (1954) ではほとんど扱われておらず、また  

Gilles (1999) でもあまり触れられていない 132。さらに、 /e/  の  /ë/  への中

舌化については、どちらの文献においても記述が見当たらない。しかし、

現在のルクセンブルク語ではこの 2 つが異音の関係にあり、また音素が中

舌の  /ë/ になっていることは、共時的な観察から明らかである（ 4 章参照）。 

 

・ ʏ  > i  > e > ë ―  非円唇化  > 低舌化  > 中舌化  

 ルクセンブルク語には、既述のように円唇を伴う前舌母音がない。その

ため、ʏ  > i  への非円唇化の過程が観察できる語彙が多くある。これらの音

には、次いで  [e] へと低舌化も起こしたものもあるが、既述のように、こ

の前舌半狭母音  [e] は、現在では中舌音  /ë/  の異音となっている。  

 

 lux. Gléck [ɡlek]「幸福」   

vs.  dt.  Glück [ɡlʏk] (mhd. g(e)lücke, mnd. (ge)lükke) (Pfeifer 2005
8
:  458)  

 lux. Réck [ʀek]「背中」 vs. dt.  Rücken [ˈʀʏkən]   

(ahd. (h)ruggi,  mhd. rügge, rugge (Pfeifer 2005
8
:  1142-1143))  

 lux. Stéck [ʃtek]「欠片」 vs. dt . Stück [ʃtʏk]  

                                                      
132 ライン高低アクセントの  TA1 に関わる母音の短縮化と短縮化された音

の低舌化については記述されているが（Gilles 1999: 154-160）、もともとの  i  

の低舌化がどのような音韻環境で起きたかということについては、ほとんど

記述がない。  
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(ahd. stucki, mhd. stück(e),  stuck(e) (Pfeifer 2005
8
:  1385))  

 lux. dënn [dën]「薄い」  

 vs. dt .  dünn [dʏn] (ahd. thunni,  mhd. dünne (Pfeifer 2005
8
:  252)) 

 lux. Mëller  [ˈmëlɐ]「粉屋」  

 vs. dt .  Müller  [ˈmʏlɐ]  (ahd. mulina  ri,  mhd. mülnære (Pfeifer 2005
8
:  896)) 

 

・ i  > a ―  低舌化  

 Bruch (1954: 62) によると、ルクセンブルク語では  l ,  m, n, r,  r+C, ht  以

外の子音の前で、 i  > a という低舌化が起きている。以下でその例を示す。 

 

  lux. Rank [ʀɑŋk]「指輪」 vs. dt .  Ring [ʀɪŋ]  

    lux. sangen [ˈzɑŋən]「歌う」 vs. dt . singen [ˈzɪŋən]   （Bruch 1954: 62） 

 

 Bruch (1954: 62) で指摘される音韻環境以外にも、以下のような多くの

低舌化の例が観察される。  

 

   lux. Kand [kɑnt]「子供」 vs. dt . Kind [k ɪnt]  

  lux. Wanter [ ˈvɑntɐ]「冬」 vs. dt .  Winter [ ˈvɪntɐ]   

   lux. blann [blɑn]「盲目の」 vs. dt .  blind [bl ɪnt]  

  lux. Lann [lɑn]「菩提樹」 vs. dt .  Linde [ˈlɪndə]  

 lux. schwammen [ˈ ʃwɑmən]「泳ぐ」 vs. dt.  schwimmen [ˈ ʃvɪmən]  

  lux. batter [ ˈbɑtɐ]「苦い、つらい」 vs. dt .  bitter [ ˈb ɪtɐ]   

  lux. mat [mɑ t]「～と一緒に」vs. dt.  mit  [mɪ t]     （以上、Gilles 1999: 113） 

  lux. ass [ɑs]「（コピュラ動詞）（ 3.Sg.）」 vs. dt .  ist  [ ɪst]  

  lux. bass [bɑs]「（コピュラ動詞）（ 2.Sg.）」 vs. dt.  bist  [b ɪst]   

   lux. an [ɑn]「～の中で /に」 133
 vs. dt .  in [ ɪn]  

   lux. hanner [ˈhɑnɐ]「～の後ろで /に」 vs. dt . hinter [ ˈhɪntɐ]  

                                                      
133 Gilles (1999: 113) では、接続詞の  lux. an [ɑn] (dt. und) は、古高ドイ

ツ語の変種の  ahd. inde に由来するとされている。  
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 Gilles (1999: 113) では、i  > a の低舌化は、たいていの場合は、同一音節

内で鳴音が後続する場合に起こる傾向があるとされている。しかし、上の

例のいくつかがそうであるように、歯茎無声音  [ t]  など鳴音以外の音が続

いてもこの変化が起こっている場合がある（ lux. batter,  lux. mat など）。ま

た、上と同じ音韻環境でも、以下の例のように低舌化が起こっていないも

のもある。i  > a の変化は、ある程度の傾向はあるものの、Gilles (1999: 113) 

が指摘するように、語彙ごとにその変化が起こるかどうかが決まっている

ため、語彙化（Lexikalisierung）が関係していると考えるのが適当である。 

 

 lux. Bild [b ɪl t]「絵」 vs. dt .  Bild [b ɪ lt]   

 lux. Stil l  [ ʃ tɪl]「柄」 vs.dt .  Stiel  [ ʃt i ːl]        （Gilles 1999: 114）  

 

 ルクセンブルクの地名で、標準ドイツ語の  dt .  -ing(en) [ ɪŋən] にあたる部

分が  -ange(s) [ɑnʒ(ə)]  となっている（ dt.  Rodingen/lux. Rodange「ローディ

ンゲン /ロダンジュ（地名）」）点について、 Jungandreas (1962) は、ここで

低舌化は関係していないとしている。同文献によると、地名における  -ange 

は、lat.  -in- ( in, sine) から  -en- を経て鼻母音化し、 -an- へと変化した（ fr. 

en [ɑ  ],  sans [sɑ  ]）フランス語からの類推で生じたものと推測している。  

 

(i i )  後舌母音  

・ u > o ―  低舌化  

前舌狭母音からの  i  > e の変化が比較的新しい変化と考えられるのに対

して、後舌狭母音  mhd. u の低舌化は、すでに 12 世紀の文献から観察され

る。以下では、Bruch (1954: 61) で挙げられている例を引用する。  

 

 ust > ost:  lost (Yolanda  4232 行 )  ( lux. Loscht ;  dt.  Lust)  

 「（なにかをしたい）気持ち」Newton/Lösel (1999: 128) 

     woste (Yolanda  758 行 ,  5966 行 )  (lux. wousst ;  dt .  wußte)  
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「知っ（てい）た」Newton/Lösel (1999: 54,162) 

  uht > oht:  dohte (Yolanda  3588 行 )  (dt .  dünkte  (過去形 )
134

)「～と思われた」   

                Newton/Lösel (1999: 114) 

 uft  > oft : loft  (Yolanda  3834 行 ) (lux. Loft ,  dt . Luft)  「空気」  

         Newton/Lösel (1999: 120) 

 ub > ob/ov: robîn (Yolanda  5254 行 )  (lux. Rubin, dt. Rubin)「ルビー」  

                Newton/Lösel (1999: 150) 

       overal  (Yolanda 5135 行 ) (lux. iwwerall ,  dt . überall )  

Newton/Lösel (1999: 147)             （Bruch 1954: 61） 

 

 ub > ob/ov の変化は、現在のルクセンブルク語中央方言の例を見る限り

起きていないように見えるが、それ以外の変化は、 Yolanda von Vianden  が

執筆された 13 世紀後半の時点で、すでに起きていたと考えることができる。 

 

・ o > a ―  低舌化  

 また、 o > a への低舌化も観察される。  

 

  lux. Schlass [ ʃlɑs]「城」  

vs.  dt . Schloss [ ʃlɔs] (ahd. sloʒ ,  mnd. slot/slo  t  (Pfeifer 2005
8
:  1216) 

  lux. kachen [ˈkɑxən]「料理する」 vs. dt.  kochen [ˈkɔxən] 

 (ahd. kohho  n, mnd. ko  ken (Pfeifer 2005
8
:  685))     （Gilles 1999: 113） 

 

 Gilles (1999: 114) では、この低舌化は、閉音節の場合や、母音間の無声

摩擦音（ゲルマン語第 2 系列の無声閉鎖音が、第二次子音推移により無声

摩擦音となったもの）が後続する場合に起こるとしている。  

 以下のような、ゲルマン語第 2 系列の音に由来しないと考えられる子音

                                                      
134 現在のルクセンブルク語では、多くの動詞の過去形が失われてきている。

この動詞の過去形もすでに失われているが、この動詞の不定詞は  lux. 

dénken [ˈdeŋkən] であるため、低舌化は起きていると考えられる。  
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の前で低舌化が起きている例もあるが、数は多くないので、このような例

は他の語からの類推である可能性がある。  

 

  dt. doch [dɔx] vs. lux. dach [dɑx]「だが、やはり」  

   （ asächs. th  h , mnd. ndl.  doch, engl.  though  (Pfeifer 2005
8
:  234)）  

 

・ u > i /ë, o > ë/æ ―  前舌化、非円唇化、低舌化  

低舌化  u > (ʏ  >) i  へと前舌化と非円唇化を起こし、さらに  ë へと低舌

化（及び中舌化）を起こしたものもある。  

 

lux. Kinnek [kinək]「王」 vs. dt.  König [ˈkø ːn ɪç] 

 (ahd. kuning, mhd. künic/künec  (Pfeifer 2005
8
:  705))  

 lux. Bréck [bʀek]「橋」 vs. dt.  Brücke [ˈbʀʏkə]  

  (ahd. brugga, mhd. brucke (Pfeifer 2005
8
:  174))  

 lux. Méck [mek]「蚊」 vs. dt.  Mücke [ˈmʏkə]  

(ahd. mugga, mhd. mucke (Pfeifer 2005
8
:  894))  

lux. fénkelen [ˈfeŋkə lən]「きらめく」 vs. dt .  funkeln [ˈfʊŋkəln]  

(mhd. vunken (< ahd. funko (dt . Funke「火花」 )  (Pfeifer 2005
8
:  384)))  

 

また、 o > (œ  >) ë へと前舌化と非円唇化（及び中舌化）を起こしたもの

や、そこからさらに  æ へと低舌化を起こしたものもある。  

 

 lux. Drëps [dʀëps]「滴」 vs. dt .  Tropfen [ˈtʀɔpfən] 

 (ahd. tropho, mhd. tropfe (Pfeifer 2005
8
:  1465))  

 lux. Fräsch [fʀæ ʃ]「カエル」 vs. dt .  Frosch [fʀɔʃ]  

 (ahd. frosc, mhd. vrosch (Pfeifer 2005
8
:  379))  

 

 ( i i i )  その他―注意が必要な例  

 標準ドイツ語で前舌円唇母音、ルクセンブルク語で非円唇母音として現
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れている例の全てが、ルクセンブルク語における非円唇化の例ではないた

め、注意が必要である。以下で挙げる例では、15 世紀ごろに標準ドイツ語

で起こった  mhd. e   > œ/  ø ː  への円唇化が、ルクセンブルク語では起こらな

かった例である（Bruch 1954: 102）。これらはドイツ語における円唇化の例

であって、ルクセンブルク語における非円唇化の例ではない。  

 

 lux. Häll  [hæl]「地獄」  

 vs. dt .  Hölle [ˈhœlə]  (ahd. hella,  mhd. helle/hell ia (Pfeifer 2005
8
:  552))  

 lux. Läffel  [ˈlæfəl]「スプーン」  

 vs. dt .  Löffel [ˈlœfə l]  (ahd. leffil ,  mhd. leffel  (Pfeifer 2005
8
:  808)) 

 lux. läschen [ˈlæʃən]「消す」  

 vs. dt .  löschen [ˈlœʃən]  (ahd. irlescan, mhd. leschen (Pfeifer 2005
8
:  812))  

 lux. zwielef  [ˈtswɪələf]「１２」 vs. dt.  zwölf [ˈtsvœlf]  

(ahd. zwelif ,  asächs. zwalif,  mhd. zwelf/zwolf (Pfeifer 2005
8
:  1633)) 

 lux. schwieren [ˈʃwɪəʀən]「誓う」  vs.  dt .  schwören [ˈʃvø ːʀən]   

(ahd. swer(i)en, mhd. swern (Pfeifer 2005
8
:  1265))  

 lux. Léiw [ˈlɛɪf]「ライオン」  

 vs. dt .  Löwe [ˈløːvə] (lat.  le , ahd. le  o, mhd. lewe (Pfeifer 2005
8
:  814))  

 lux. gewinnen [ɡəˈvinən]「慣れる」 vs. dt .  gewöhnen [ɡəˈvø ːnən] 

 (ahd. gewinnen, mhd.  gewenen (Pfeifer 2005
8
:  447))  

（Bruch 1954: 102）  

 

 ルクセンブルク語における母音の音質についての通時的変化の分析は、

そこまで進んでいるとは言い難い。本論文では、例えば  i  > e/ë, i  > ɑ  への

低舌化の例を挙げているが、 4 章で記述しているようにこの言語において

全ての  i -母音が低舌化を起こし、この母音が音韻体系の中から失われてし

まったわけではない。また、現在  i  として残っている母音には、以下で扱

うライン高低アクセントの中で、母音の短縮化を引き起こす  TA1 を有す

る母音が短縮化を起こすことで新たに生じた音が、少なくとも含まれてい
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る（ 6.2.3. 参照）。しかし、どのような音韻環境において上記の変化が起き

たのか、この言語全体の母音体系が通時的にどのように変化したのか、さ

らに詳細に分析することが今後の課題といえる。  

 

6. 2. 2. 長母音に関わる通時的変化  

―  長音化（Dehnung）と二重母音化（Diphthongierung）  

ルクセンブルク語では、開音節や閉音節における特定の子音（群）

（ -ht/-hs/-r(C)）の前で、短母音の長音化が起きている。この節では、まず

開音節と閉音節それぞれの場合での長音化の例を挙げ、次いで、もと長母

音からの古い二重母音化の現象と、短母音から長音化した音がさらに二重

母音化を起こした新しい変化の例を挙げる。  

 

(i ) 長音化の例  

 ここでは長音化の例を挙げるが、以下で詳述するように、長音化した音

の中には、現在のルクセンブルク語中央方言で、さらに二重母音化したも

のがある。そのため、現在の中央方言で長母音（単母音）の形で残ってい

ない例については、可能な限り  Yolanda von Vianden からの 13 世紀末の古

いルクセンブルク語や、中央方言に比べて古い形式を残す傾向にある東方

言や北方言の例も合わせて示すこととする。  

 

(1) 開音節  

・wg. a > lux. a ː   

Bruch (1954: 71) によると、この変化は  lux. f ,  s , x
135

 （< wg. p,t,  k）の

前で起こるとのことである。したがって、第二次子音推移で無声閉鎖音か

ら無声摩擦音へと推移した子音の前で起こる長音化と考えられる。  

 

  lux. Af [a ːf] 「サル」 vs. asächs. apo (dt.  Affe [ˈafə])   

                                                      
135 lux. /ɕ /  の異音。低舌の母音  /ɑ /、もしくは  /a ː /  の前で、軟口蓋摩擦音の

異音  [x] として現れる（ 4 章参照）。  
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  lux. Gaass [ɡa ːs]「道」 vs. anord. gata (dt .  Gasse [ ˈɡasə])  

  lux. maachen [ˈmaːxən]「する、作る」  

 vs. asächs. makon (dt .  machen [ˈmaxən])    （Bruch 1954: 71）  

 

 この他に、  lux. Waasser [va ːsɐ] (dt .  Wasser, engl.  water)「水」などもこの

例と考えられる。また、子音推移が起きていない唇音の前でも、長音化が

起きているように見える語彙もある（ lux. Apel [a ːpəl]  (dt.  Apfel,  engl.  

apple)）。  

 

・wg. ë > mtllux.
136

 eː  

Bruch (1954: 72) で挙げられているのは、古い例である。この長音化も、

やはり  lux. f,  s,  ɕ  （< wg. p,t ,  k）の前でおこるとされている。したがって、

wg. a の場合と同様、第二次子音推移で無声摩擦音へと変化した音の前で

起こると考えられる。この音は、 zlux. ie へと二重母音化を起こしている

ため、東方言の例を挙げる。  

 

ostlux. “ˈfeːdər”
137

 「羽、羽毛」（ zlux. Fieder [ ˈfɪədɐ]  ）  

vs.  ahd. fëdara (dt .  Feder [ˈfeːdɐ])  

 

  ostlux. “ˈfre ːsən”「（動物などが」食べる」（ zlux. friessen [ ˈfʀɪəsən]）   

vs.  ndl.  vreten (dt .  fressen [ˈfʀɛsən]) 

  ostlux. “ˈ ʃteːçən” 「刺す」（ zlux. stiechen [ˈ ʃt ɪəɕən]）   

vs.  asächs. stëkan (dt .  stechen [ˈ ʃtɛçən]) 

    ostlux. “ˈve ːdər”「天気」（ zlux.  Wieder [ˈvɪədɐ]）   

                                                      
136 Yolanda von Vianden の資料を元にしているので、実際には東方言の地

域。以下の例をみると、東方言では今も古い長母音の形式が残っていること

がわかる。  
137 現代ルクセンブルク語中央方言については、現行の正書法に従って筆者が

綴っているが、東部方言や北方言の発音については正書法がなく、また実際

の音も聞いていないため、Bruch (1954) で記述されているとおりに抜き出し

て記述することとする。  
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vs. asächs. wëdar (dt .  Wetter [ˈvɛ tɐ])      （Bruch 1954: 72）  

 

 上で挙げられている例の中では、有声歯茎閉鎖音  [d] に先行する例（ lux. 

Fieder,  lux. Wieder）が、Bruch (1954: 72) での説明とかみ合っていないよう

で、疑問である。wg. ë については、この有声歯茎音の前でも長音化が起

きるのかもしれないが、Bruch (1954) には説明がなく、記述があいまいで

ある。  

 

・wg. o (a)  > mtllux. o ː  

この音は、zlux. ue へと二重母音化を起こすため、東方言の例を挙げる。  

 

  ostlux. “ˈboːdəm”「地面」（ zlux. Buedem [ ˈbuədəm]）  

< ahd. bodam (dt. Boden [ ˈboːdən])  

  ostlux. “ˈ lo ːvən”「褒める」（ zlux. luewen [ ˈlʊəvən]）  

< ahd. lobôn (dt .  loben [ˈloːbən])  

    ostlux. “vo ːl”「よく」（ zlux. vuel [vʊəl]）  

< ahd. wola (dt.  wohl [vo ːl])                   （Bruch 1954: 72）  

 

・wg. i  と  wg. u については、長音化が観察されるのは西方言（アルロン

方言  (arl .)）や東方言（エヒタナハ方言  (echtn.)）だけであり、中央方言で

は観察されない（Bruch 1954: 73-74）。中央方言でのこれらの母音は、そも

そも低舌化を起こすものが多いことが関係していると考えられるが、中央

方言で狭母音として保たれている語彙であっても、長音化は起こしていな

い。  

 

  arl ./echtn. “ˈki ːdə l”  「上着」 (  zlux. Kiddel [ ˈkidəl])  vs.  dt.  Kittel   

  arl ./echtn. “ˈ ʃti ːvə l”  「ブーツ」 (zlux. Stiwwel [ˈ ʃtivə l])  vs.  dt .  Stiefel   

（Bruch 1954: 74）  
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(2) 閉音節  

閉音節では、特定の子音（連続）の前（ -ht ,  -hs,  -r,  -r+C）で長音化を起

こす。以下では、各音についてそれぞれの音韻環境の例を示す。  

 

・wg. a > a ː  

 長音化された音は、部分的に二重母音化を起こすため、そのような例で

は北方言の例を挙げる。  

 

  -ht:  nordlux. “naːçt”「夜」 (zlux. Nuecht [nuəɕt])  vs.  dt.  Nacht [naxt]  

  -hs: nordlux. “ˈva ːsən”「育つ」 (zlux. wuessen [ˈvuəsən]) 

 vs. dt .  wachsen [ˈvaksən]  

  -r:  zlux. war [va ːɐ  ]「いた（過去形）」 vs. dt .  war [va ːɐ  ]  

    -r+C: zlux. Gaart  [ɡaːɐ  t]「庭」 vs. dt .  Garten [ˈɡaɐ  tən]  

（Bruch 1954: 75）  

・wg. ë > e ː  

 長音化された音は、基本的に二重母音化を起こす。その例については、

東方言の例を示す。  

 

  -ht:  ostlux. “kneːçt”「召使」 (zlux. Kniecht [knɪəɕt])  vs.  dt.  Knecht [knɛçt]  

  -hs: ostlux. “ˈve ːsələn”「取り替える」 (zlux. wiesselen [ ˈvɪəsələn]) 

 vs. dt .  wechseln [ˈvɛksəln]  

  -r:  ostlux. “be ːə(r)”「クマ」 (lux. Bier [bi ːɐ  ])  vs.  dt.  Bär [bɛ ːɐ  ]  

  -r+C: zlux. gär [ɡɛ ːɐ  ]「好んで（～する）」 vs. dt .  gern [ɡɛɐ  n]  

（Bruch 1954: 75）  

・wg. o > o ː  

 この音も基本的に二重母音化を起こす音であり、可能な限り古い単母音

の形式が残る東方言の例を挙げている。  

 

  -ht:  zlux. Duechter [ˈduəɕtɐ]「娘」 vs.  dt.  Tochter [ˈ tɔxtɐ]   
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  -hs: zlux. Uess [uəs]「牛」 vs. dt .  Ochs [ɔks]  

  -r:  ostlux. “bo ːə(r)”
138「錐」 (zlux. Buer [ˈbu ːɐ  ]) vs.  dt .  Bohrer [ ˈboːʀɐ]  

  -r+C: ostlux. “doːə(r)f”
139「村」 (zlux. Duerf [duəf])  vs.  dt .  Dorf [dɔɐ  f]   

（Bruch 1954: 76）  

・wg. i  (及び  wg. u のウムラウト  [ʏ])
140

 > i ː  

  -ht:  zlux. Gewiicht [ɡəˈvi ːɕt]「重さ」 vs. dt.  Gewicht [ɡəˈvɪçt]   

  -hs: zlux. Fiisschen [ ˈfi ːsɕən]「子ギツネ」 vs. dt .  Füchslein
141

 [ˈfʏksla ɪn]  

     （ dt.  Fuchs [fʊks], zlux. Fuuss [fu ːs]「キツネ」）  

  -r:  zlux. Bir [bi ːɐ  ]「ナシ」 vs. dt.  Birne [ ˈb ɪɐ  nə]   

  -r+C: zlux. Kiischt [ki ːʃ t]「サクランボ」 vs. dt .  Kirsche [ˈkɪɐ  ʃə]   

（Bruch 1954: 76）  

・wg. u > u ː  

  -ht:  zlux. Fruucht [fʀuːxt]「果物」 vs. dt.  Frucht [fʀʊxt]  

  -hs: zlux. luusseg [ ˈluːsəɕ]「山猫のような」 vs. dt . luchsig [ ˈlʊks ɪç]  

  -r:  zlux. “tuː(ə)r”
142

 「塔」  

 vs. dt .  Turm [tʊɐ  m] (ahd. turri/turra (Pfeifer 2005
8
:  1476-1477))  

  -r+C: zlux. kuerz [kuə ts]
143「短い」 vs. dt .  kurz [kʊɐ  ts]   

（Bruch 1954: 76）  

                                                      
138 オリジナル記載通り。実際には強勢の記号を付した  “ˈbo ːə(r)”  が意図され

ていると考えられる。  
139 オリジナル記載通り。実際には強勢の記号を付した  “ˈ  do ːə(r)f”  が意図さ

れていると考えられる。  
140 lux. Flicht [fl ɪɕt] (dt. Pflicht) は、長音化する音韻環境にある（ ahd. 

phliht (Pfeifer20058 :  998)）にあるにもかかわらず短母音のままであるため、

ドイツ語からの外来語と考えられる。他に外来語と考えられるのは、 lux. 

wichteg [ˈv ɪɕtəɕ] (dt. wichtig, spätmhd. wihtec (Pfeifer19932 :  1563))「重要

な」、 lux. wichsen [ ˈv ɪksən] (dt. wichsen)「靴を磨く」など。  
141 オリジナル記載通り。ただし、ルクセンブルク語の語形とそろえるのであ

れば、dt. Füchschen の方が適当と考えられる。  
142 Bruch (1954) ではこの語形が挙げられているが、現代ルクセンブルク語

では  lux. Tuerm [tuəm] という語形の方が一般的である。これも、一度長音

化した母音が二重母音化したもの（ [u ː] > [uə]）と考えられるため、長音化の

例としては適当である。  
143 これは、長音化に次いで  lux. ue へと二重母音化を起こした例と考えら

れる。  
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(i i )  もともとの長母音の二重母音化―古い二重母音  

 以下では、もともと長母音だった 2 つの母音  wg. e  2  と wg. o   の二重母

音化の例を挙げる。  

 

・wg. ê
2
 > éi  [ɛ ɪ]  

長母音  wg. ê
2  は、今日の歯茎閉鎖音（wg. d/þ）、軟口蓋摩擦音（wg. ɡ/h, 

k）、歯茎側音  [ l]、及び鼻音  [n],  [m] の前以外で、 lux. éi  へと二重母音化

を起こした（Bruch 1954: 96）。  

 

  lux. Déier [ˈdɛɪɐ]  (dt .  Tier)「動物」 vs. ags. dêor  

  lux. déif  [dɛɪf]  (dt.  t ief)「深い」 vs. ags. dêop  

  lux. féier [ˈfɛɪɐ]  (dt .  vier)「４」 vs. ags. fêower  

  lux. léif [lɛɪf]  (dt.  lieb)「親愛なる」 vs. ags. lêof  

lux. zéien [ˈtsɛɪən]  (dt.  ziehen)「引く」vs. mnd. tên  （Bruch 1954: 96）  

 

今日の歯茎閉鎖音（wg. d/þ）、軟口蓋摩擦音（wg. ɡ/h,  k）、歯茎側音  [l]、

及び鼻音  [n],  [m] の前では、 lux. i  へと短母音化（Verkürzung）及び高舌

化を起こした（Bruch 1954: 95）。  

 

lux. Krich [kʀɪɕ]  (dt.  Krieg, ahd. krieg, ie.  *g
u er    (Pfeifer 2005

8
:  734))「戦争」 

lux. Zill  [ ts ɪ l]  (dt .  Ziegel,  ahd. ziegal,  asächs. te  gala,  

lat .  te  gula (Pfeifer 2005
8
:  1607))「煉瓦」    （Bruch 1954: 95） 144

 

 

 上記の音の二重母音化は、借用語においても観察される。  

 

                                                      
144 ただし、これらの例はライン高低アクセントの中で音の短縮化を引き起こ

す  TA1 を伴う語彙である（ 6.2.3. 参照）。上で示されているような、純粋に

分節的なレベルでの音韻環境で短母音化を起こしたか、自立分節的な高低ア

クセントの影響で短母音化したのか、この例からは判断できない。  
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lux. Schoul [ ʃëul] (dt.  Schule, ags. scôl,  lat .  schola)「学校」  

lux. Bréif  [bʀɛɪf] (dt . Brief,  asächs.  brêf,  lat .  brevis)「手紙」  

 

・wg. ô > ou [ëu] 

長母音  wg. ô も、今日の歯茎閉鎖音（wg. d/þ）、軟口蓋摩擦音（wg. ɡ/h, 

k）、 歯 茎 側 音  [ l] 、 及 び 鼻 音  [n], [m] の 前 で  lux. u へ と 短 母 音 化

（Verkürzung）及び高舌化したが（ lux. Brudder [ˈbʀudɐ]  (dt.  Bruder  [ˈbʀuːdɐ])

「（男）兄弟」 145）、それ以外の場合、長母音  wg. ô は、 lux. ou へと二重

母音化した（Bruch 1954: 95）。  

 

lux. Bouf [bëuf] (dt .  Junge (♦  dt .  Bube))「少年」 vs. asächs. Bôvo  

lux. Bous [bëus] (dt .  Buße)「贖罪」 vs. asächs.  bôt(a)  

lux. Fouss [fëus] (dt .  Fuß)「足」 vs. asächs.  fôt   

lux. Kou [këu] (dt .  Kuh)「牛」 vs. asächs.  kô  

lux. Plou [plëu] (dt . Pflug)「犂」 vs. asächs.  plôg       （Bruch 1954: 95） 

 

ウムラウトがある場合は、 lux. éi  として現れる。  

 

 lux. bléien [ˈblɛɪən] (dt .  blühen)「咲く」 vs. asächs.  blôian  

 lux. dréif  [dʀɛɪf]  (dt .  trüb(e))「濁った」 vs. asächs.  drôbi  

  lux. fréi [fʀɛɪ]  (dt .  früh)「早い」 vs. asächs. vrô(ch)  

  lux. réieren [ˈʀɛɪʀən] (dt.  rühren)「かき混ぜる」 vs. asächs.  hrôrian  

（Bruch 1954: 95）  

lux. schéin「美しい」 (ostlux. “[ ʃi ːn]”  

 vs. dt .  schön (ahd. sco  ni,  mhd. schœn(e) (Pfeifer 2005
8
:  1236))  

   lux. héieren「聞く」 (ostlux. “[hi ːʀən]”  

                                                      
145 この例も、やはりライン高低アクセントの中で音の短縮化を引き起こす  

TA1 を伴う語彙である（ 6.2.3. 参照）。上で示されているような、純粋に分

節的なレベルでの音韻環境で短母音化を起こしたか、自立分節的な高低アク

セントの影響で短母音化したのか、この例からは判断できない。  
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      vs.  dt . hören (ahd. ho  ren, mhd. hœ ren (Pfeifer 2005
8
:  556)) 

(Gilles 1999: 174)  

 

下の 2 つのについては、Gilles (1999: 174) によると、ルクセンブルク語

東方言でそれぞれ  zlux. schéin vs. ostlux. “[ ʃi ːn]” ;  zlux. héieren vs. ostlux. 

“[hi ːʀən]”  として残っているとのことである。したがって、二重母音化よ

りも先に前舌化（及び高舌化）が起きていると推測することができる。  

  この他に、長母音では、以下の例のように前舌円唇狭母音の非円唇化が

起きているような例も観察されるが、その過程については詳しく分析され

ていない。  

 

lux. midd [mɪ t]
146「疲れた」 vs. dt.  müde (mhd. müede (Pfeifer 2005

8
:  894)) 

lux. Geméis [ɡə ˈmɛ ɪs]「野菜」   

vs.  dt . Gemüse [ɡəˈmy ːzə]  (mhd. gemüese (Pfeifer 2005
8
:  422))  

 

しかし、上の  lux. schéin (dt .  schön),  lux. héieren (dt .  hören)  について東方

言の例が示しているように、非円唇化を起こした長母音の  [i ː] が、<éi> [ɛ ɪ]  

へと二重母音化を起こすのであれば、長母音  yː  についても、y ː  > i ː  > ɛ ɪ  と

いう非円唇化と二重母音化の過程を想定することができる。  

 

 ( i i i )  長音化した母音の二重母音化  

ルクセンブルク語における二重母音化は、もともとの長母音が起こした

変化だけではなく、 (i) で扱った短母音から長音化を起こした母音の中で、

もと  wg. ë と  wg. o であった母音が新しく起こした変化もある（「割れ」

“Brechung”  (Bruch 1954: 78-88)）。  

 

 

                                                      
146 この例において、母音の短縮化が起きているのは、ライン高低アクセント

の  TA1 の影響である（ 6. 2. 3. 参照）。  
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 短母音  e（wg. ë（及び  a,  o ウムラウト）） > eː  > i·ə（ lux. / ɪə /）  

 短母音  o（wg. o（及び  o (< a)））> oː > u·ə（ lux. /ʊə/）  

（Bruch 1954: 78）  

 

 (i)  での例を見ても明らかなように、wg. a が長音化を起こした語彙の中

にも二重母音化を起こしたものがあるが（ lux. Nuecht (dt .  Nacht)「夜」な

ど）、これについて  Bruch (1954) では説明されていない。そのため、以下

では上の 2 つの半狭音について扱うこととする。  

 Bruch (1954) は、本論文の冒頭でも紹介した  A. Meyer や  De la Fontaine 

の正書法についての文献で記述されている 19 世紀のルクセンブルク語の

発音をもとに、二重母音化の通時的な進行過程について、分析を加えてい

る。本論文でも、ルクセンブルク語の綴りと発音について簡単にまとめら

れている  Meyer (1829)  の冒頭部分を引用する。  

 

“Den ïe  gëtt wéi de franzéischen ie ,  am Wuert  l ièvre ,  ausgespracht; 

den oie sprécht
147

 mer aus grad wéi d’franzéischt substantif  une 

oie .”
148                 (Meyer 2004: 89)

149
 

 

 現在のルクセンブルク語中央方言における二重母音は、既述の通り、全

て前半部に音節主音がある降り二重母音である。しかし、Meyer (1829) に

よると、ルクセンブルク語の現行の正書法で  <ie> と綴られる音（Meyer 

(1829) では、<ïe> として綴られている）は、当時はフランス語で  <ie> と

綴られる音のように発音されていたとのことである。したがって、この二

                                                      
147 1 人称複数の主語  lux. mer と一致する屈折語尾が、-t  として現れている

のは疑問である。現在の標準ルクセンブルク語では、同人称の屈折語尾は  -en 

である。  
148 「 ïe は、フランス語の単語  l ièvre（「ノウサギ」）における  ie のよう

に発音される。oie は、ちょうどフランス語の名詞  une oie（「（一羽の）ガ

チョウ」）のように発音する。」  
149 Meyer (2004) は、Meyer (1829) のオリジナルのテキストを現行の 1999

年正書法で書き改められたテキストと並べて示してあり、理解しやすい。本

論文では、現行の正書法で書かれている部分を引用している。  
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重母音は、19 世紀初頭では昇り二重母音  [jɛ] もしくは  [ɪ  ɛ] として発音さ

れていたことがわかる。また、現在の正書法で  <ue> と綴られる音（Meyer 

(1829) では、 <oie>）については、やはりフランス語の  <oi> のように発

音されていたとのことである。したがって、こちらも昇り二重母音の  [wa] 

([wɑ])  もしくは  [ʊ  a] ([ʊ  ɑ])  のように発音されていたことがわかる。Gilles 

(1999) の調査によると、この昇り二重母音は、ルクセンブルク内部の方言

（特に北方言と東方言）において残っているようである（ Gilles 1999: 

134-135 参照）：  

 

 zlux. Wieder [ˈvɪə  dɐ] vs.  nordlux. W[ ɪ  ɛ]der
150

 (dt .  Wetter)「天気」  

 zlux. Uewen [ ˈuə  vən] vs. nordlux. [ʊ  ɛ]wen/[ʊ  ɑ]wen; ostlux. [ʊ  o]wen 

 (dt .  Ofen)「ストーブ」  

 

 どちらの二重母音も、初めは割れ（Brechung）を起こした昇り二重母音

であったと考えられ、次いで音節主音の位置が前半にずれ、現在の中央方

言ような降り二重母音へと移行したと考えられる。この移行はしかし、 2

つの二重母音で同時期に起こったわけではなく、現在の  /uə /  の方が先行

し て 起 こ っ た と 推 測 さ れ る 。 1906 年 に 出 版 さ れ た  Wörterbuch der 

luxemburgischen Mundart
151

 では、 lux. Iesel [ˈɪəzəl]  (dt.  Esel)「ロバ」が、

頭文字  “E”  で始まる見出し語  “
i
Esel”  として掲載されているのに対し、

lux. Uewen [ˈuə  vən]「ストーブ」は、頭文字  “U”  で始まる見出し語  “U
e
wen”  

として掲載されている。この辞典が編纂された段階では、二重母音の強勢

が置かれる位置の移動は、まだ  /uə/  しか起こっていなかったと考えるこ

とができる。ルクセンブルク東方言で、中央方言の  /ɪə/  がより古い長母音

の形式  [eː]  として残る傾向にある（注 149 参照）と言うことを考えても、

/uə /  の変化に対して  /ɪə/  の変化は全体的に遅れをとっていると考えるこ

                                                      
150 Gilles (1999: 134) の調査によると、二重母音  / ɪə /  に関して、東方言では、

より古い長母音の形式  [e ː] の方が優勢のようである（ ostlux. W[e ː]der）。  
151 オンライン版は、http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/  

wbgui_py?mainmode=&lemid=&prefix=a&mode=&openwb=1  
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とができる。  

 Bruch (1954: 80) によると、昇り二重母音の強勢の位置の移動、すなわ

ち降り二重母音への変化は、ルクセンブルク語化した外来語でも観察され

るとのことである。  

 

 lux. “pi ·əs”  < fr .  pièce [pjɛs]「硬貨」  

  lux. “ɑˈvu ·ər”  < fr . à revoir
152

 [a ʁəvwaʁ]「さようなら」  

（Bruch 1954: 80）  

 

しかし、今日のルクセンブルク語では、「硬貨」の意味では圧倒的に  lux. 

Mënz という語彙を使う場合が多く、また上の別れのあいさつも、ルクセ

ンブルク語辞典  Luxdico  のシリーズに載っているのは、後舌母音が脱落し

た lux. Awar [ɑˈva ːɐ  ] という形式である。強勢の位置の移動が、今日使用さ

れている語彙でも観察できるかを確かめるためには、より明確な例を探す

必要がある。  

 強勢の位置の移動は、上述のように比較的新しく起こったものと考えら

れるが、Bruch (1954: 85-88) では、二重母音化の現象自体はかなり早い時

期に起こったと考えられている。同文献は、ルクセンブルク語との類似点

が多いためにルクセンブルクからの移民説もある、ルーマニアのトランシ

ルバニア地方ジーベンビュルゲンにおける方言（ Siebenbürgisch）でも、wg. 

ë と  wg. o、さらに  wg. a が、同様の音韻環境、すなわち開音節もしくは

同一音節内部の  -r /-h(+C) で二重母音化を起こしていることを根拠に、移

民が起きたと想定されている時期よりも前、すなわち 12 世紀には、この二

重母音化が起きていたと推測している。Bruch (1954: 86) によると、「生き

                                                      
152 Bruch (1954: 80) によると、ルクセンブルク語における上記の別れの挨

拶は、フランス語で一般的な挨拶として用いられる  fr. au revoir [o ʁəvwaʁ] 

(fr. au は、前置詞  à と定冠詞  le（M.Sg.）の融合形 )  ではなく、定冠詞の

ない  fr. à revoir に由来するとのことである。ドイツ語の  dt. auf 

Wiedersehen もまた冠詞のない形式（ dt. *auf dem Wiedersehen）である

ため、Bruch (1954) の推測が正しければ、ルクセンブルク語の形式は、ド

イツ語の形式をフランス語に逐語訳したものに由来すると考えられる。  
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たまま」すなわち共時的な現象として持ち込まれた二重母音化の現象が、

ジーベンビュルゲン方言でさらに発展したとされており、ルクセンブルク

語では二重母音化を起こしていないが、ジーベンビュルゲン方言ではこれ

を起こしている例をいくつか挙げている。  

 

 lux. Gaart  [ɡa ːɐ  t] vs.  sbbg. “ˈɡu ːərtən” (dt .  Garten)「庭」  

 lux. Feld [fæl( ː)t] vs.  sbbg. “fi ːə lt”  (dt.  Feld)「畑」  

 lux. Wee [ve ː]  vs.  sbbg. “vi ːəç”  (dt.  Weg)「道」  

（Bruch 1954: 86）  

 

 しかし、ルクセンブルクが位置する領域からジーベンビュルゲンへの民

族移動の仮説は、根拠が弱く批判されることが多いため、本論文ではこれ

以上は取り上げない（ジーベンビュルゲン方言のより詳しい記述は、Weber 

(2010) 参照）。二重母音化の現象は、ルクセンブルク語とジーベンビュル

ゲン方言で、独立して起こった可能性もある。  

 

6. 2. 3. ライン高低アクセントとそれに伴う現象  

 上の節までは、母音の分節的（ segmental）な領域で起きた音韻変化を扱

った。この節では、ルクセンブルク語における自立分節的（ autosegmental）

な領域、すなわち、この言語が属するフランケン方言において観察される

高低アクセントについて概観し、それに関わる母音の短縮化や新たな二重

母音の成立、子音の長音化などの現象を扱うこととする。  

 

(i ) ライン高低アクセント（Rheinischer Tonakzent）  

 今日のゲルマン語において高低アクセントを有する言語としては、スカ

ンジナビア半島の北ゲルマン語であるノルウェー語とスウェーデン語が有

名であり、先行研究も豊富である。しかし、ライン川流域のリプアリア方

言（Ripuarisch）（ケルン方言など）やルクセンブルク語が属するモーゼル

フランケン方言（Moselfränkisch）の大部分もまた、高低アクセントを有す
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る、あるいは今日では失われる傾向にあるものの、かつては有していた地

域である（ Frings 1916; Schmidt 1986; Auer et  al .  (Hrsg.)  2002; De Vaan 

(Hrsg.)  2006）。この地域における高低アクセントは、「ライン高低アクセン

ト」（Rheinischer Tonakzent/Rheinische Akzentuierung）、もしくは、「中部フ

ランケンアクセント」（mittelfränkische Akzente）と呼ばれる。  

 

地図 8．ライン高低アクセント（ Schmidt/Künzel 2006: 139）  

 

 

この高低アクセントは、強勢を伴う音節で起こる点でスカンジナビアの

北ゲルマン語と共通しており、ピッチの急降下を示す「高低アクセント 1」



184 

 

（TA1）と、より緩やかなピッチの降下とそれに次ぐピッチの上昇を示す

「高低アクセント 2」（TA2）の 2 種類がある（Auer et  al .  2002: 1）。TA1 は

音の短縮化を引き起こすため、伝統的に  「鋭アクセント」（ „Schärfung“）

や「短縮アクセント」（ „Korreption“  (correption)）、もしくは「突アクセン

ト」（ „Stoßton“）と呼ばれる。このアクセントは、ピッチの急降下を示す

だけではなく、音の強度（ intensity）の急降下とその母音が声門の狭めを

伴う（ „Kehlkopf- vocal“  (Frings 1916: 6)）場合があるという点で、デンマ

ーク語の  stød を想起させる現象でもある（Basbøl 2005）。TA2 は長音化

を引き起こすため、「緩アクセント」（ „Trägheit“）もしくは「引きずりアク

セント」（ „Schleifton“）との名称がある。このアクセントは、一度ピッチ

が下降した後、再び上昇するという動きを見せるため、「囲みアクセント」

（ „Zirkumflexion“）や「二頂点アクセント」（ „zweigipfliger Akzent“）など

と呼ばれることもある（Gilles 1999: 75）。De Vaan (Hrsg.)  (2006) の前書き

によると、これらの複数の呼称を上記の  TA1 と  TA2 という用語に整理し

たのが  Schmidt (1986) である。本論文でも、これ以降 Schmidt (1986) の用

語に倣って記述する。以下では、これら 2 つのアクセントのピッチの動き

のプロトタイプを示す。  

 

図 21．TA1 と  TA2 のプロトタイプ（ Schmidt 2006: 204）  

 

 

ライン高低アクセントは、強勢を伴う 2 モーラ（Mora）分の長さを持つ母

音を核に持つ音節（長母音と二重母音）か、 1 モーラの母音（短母音）に

鳴音（Sonorant）（m, n, ŋ , l ,  r）が後続するときにのみ観察される（Gilles 2006: 

268; Schmidt 2006: 204）。ライン高低アクセントを示す地域において、TA1 

と  TA2 が現れる条件は同一ではなく、大きく 2 つの地域に分けられる。

より広い範囲を占めているのが「規則 A」（Regel A）に従って、2 つのアク
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セントを示す地域である。「規則 A」では、mhd. ê,  ô,  œ;  ie,  uo, üe;  â,  æ に

当たる音を有する音節は常に  TA1 を、mhd. î , û,  iu;  ei ,  ou, öü に当たる音

を有する音節、長音化したもと短母音を有する音節、そして短母音＋鳴音

の組み合わせを有する音節は、それに音節の開始部（ onset）となる有声子

音が後続する場合（あいまい母音の語末音消去の後、語末となり無声化し

た場合を含む）に  TA1 を、それ以外の場合に  TA2 を伴う。「規則 B」（Regel 

B）では、これがちょうど逆になる（両規則については Gilles (1999: 77); 

Schmidt/Künzel (2006: 137)  参照。両規則の分布については地図 8 参照）。  

以下は、それぞれの規則とその例である。規則 A に従う地域と、規則 B に

従う地域とで、同じ語彙に対応するアクセントが入れ替わっている。  

 

（ライン高低アクセント  規則 A）  

mhd. ê,  ô, œ;  ie,  uo, üe;  â,  æ 
TA1 

mhd. î ,  û,  iu; ei ,  ou, öü  

長音化した母音  

短母音＋鳴音  

_ $  C [ + s o no r a n t ] . . . の場合  

_ $  C [ + s o no r a n t ] . . . でない場合  TA2 

 

（ライン高低アクセント  規則 B）  

mhd. ê,  ô, œ;  ie,  uo, üe;  â,  æ TA2 

mhd. î ,  û,  iu; ei ,  ou, öü  

長音化した母音  

短母音＋鳴音  

_ $  C [ + s o no r a n t ] . . .  の場合  
 

TA1 _ $  C [ + s o no r a n t ] . . .  でない場合  

 

規則 A（Eifel  地方の Mayen の例）  

TA1 TA2 

/ʀɛɪ
1
f/  

 

/maː
1
t/  

dt .  Reibe ,  mhd. rîbe「下ろし

金」  

dt .  Made ,  mhd. made「ウジ」 

/ʀɛɪ
2
f/  

 

/maː
2
t/  

dt .  Reif ,  mhd. rîf「霜」  

 

dt .  Markt , mhd. market「市」 

 



186 

 

規則 B（Hunsrück 地方の Morbach の例）  

TA2 TA1 

/ʀɛɪ
2
f/  

 

/maː
2
t/  

dt .  Reibe ,  mhd. rîbe「下ろし

金」  

dt .  Made ,  mhd. made「ウジ」 

/ʀɛɪ
1
f/  

 

/maː
1
t/  

dt .  Reif ,  mhd. rîf「霜」  

 

dt .  Markt , mhd. market「市」 

 

ルクセンブルクは、「規則 A」の地域に属する。以下は、Gilles (2002: 267) 

で示されているルクセンブルク語と同じ「規則 A」の地域のモーゼルフラ

ンケン方言におけるライン高低アクセントのミニマルペアである。  

 

図 22．Gilles (2002: 267) ライン高低アクセントのミニマルペア（ [dɑʊ
1
f]  vs.  

[dɑʊ
2
f]  (dt .  Taube (mhd. tûbe)「ハト」 vs. dt .  Taufe  (mhd. toufe)「洗礼」 )）  

 

 

 その他のモーゼルフランケン方言北部（「規則 A」の地域）における高低

アクセントのミニマルペアの例は以下である（Gilles 2002: 266, ただし、

中高ドイツ語と和訳は筆者）。  
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TA1  TA2  

/ʀɛɪ
1
f/  

 

/bɛː
1
n/ 

 

/ʃtɛː
1
n/ 

 

/bʀɑʊ
1
t/  

 

 

/aː
1
ʀm/ 

 

/hɛɐ
1
t /  

dt .  Reibe  (mhd. rîbe)「下

ろし金」  

dt .  Beine  (mhd. beine)「脚

（Pl.）」  

dt .  Steine  (mhd. steine)

「石（Pl.）」  

dt .  braut ,  (mhd. briuwen 

(Inf.))「醸造する（ 3.Sg.）」 

dt .  Arme  (mhd. arme)「腕

（Pl.）」  

dt .  Herde  (mhd. her[d]e)

「かまど（ Pl.）」  

/ʀɛɪ
2
f/  

 

/bɛː
2
n/ 

 

/ʃtɛː
2
n/ 

 

/bʀɑʊ
2
t/  

 

 

/aː
2
ʀm/ 

 

/hɛɐ
2
t /  

dt .  Reif ,  mhd. rîf「霜」  

 

dt .  Bein  (mhd. bein) 「 脚

（Sg.）」  

dt .  Stein  (mhd. stein)「石

（Sg.）」  

dt .  Braut  (mhd. brût)「花嫁」 

 

dt . Arm (mhd. arm) 「 腕

（Sg.）」  

dt .  Herd (mhd. hert)「かま

ど（Sg.）」  

 

Gilles (1999: 78),  Gilles:  (2006: 269-273) によると、ピッチが TA1 で「高

低」、TA2 で「高低高」と移行する本来の高低アクセント特徴は、今日の

ルクセンブルク語ではほとんど失われているとのことである。しかし、2011

年の録音調査の資料の中で、話者 1（ルクセンブルク市出身の生え抜きの

中央方言話者 20 代）の資料の中で、この高低アクセントを示していると考

えられる例がいくつか見つかった。  

図 23 の例では、 lux. haut [hɑut] (dt .  heute ,  mhd. hiute
153

 (Pfeifer 2005
8
:  

538))「今日」が TA1 を有する語である。二重母音  /ɑu/ の後半で、青線で

示されたピッチと黄色の線で示された音の強度の急降下が確認される。さ

らに興味深いのは、この母音が声門閉鎖を伴っているということである（実

線の楕円で示した黒く濃く縦に入った線の部分）。また、この発音では、二

                                                      
153 ただし、この例は、後続する音節の開始部が有声子音であるという規則 A 

の条件を満たしていないように見える。二重母音  [ɑu] が現れていることから、

TA1 を伴う語彙であることは推測できるが（以下の記述参照）、この規則がど

こまで通用するものなのか疑問である。今後、さらなる研究が必要な領域で

ある。  
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重母音の後ろの無声歯茎閉鎖音  / t/  も、声門閉鎖音として発音されている

（破線の楕円で示した部分）。  

 

図 23．TA1 の例（ „Mee haut net“（話者１））  

 

  

 

図 24．TA2 の例（ „Am Schäin vum“（話者１））  

 

 

 

 図 24 の例では、 lux. Schäin [ ʃæ ɪn] (dt . Schein ,  mhd. sch  n (Pfeifer 2005
8
:  

1189))「光」が、TA2 を伴う語彙である。図中、実線で囲んだピッチを示

す青線が、一度下降し、再度上昇して山を 2 つ作る  TA2 の動きを示して

[  m  e ː       h       ɑ   u ʔ        ʔ   n   ë           t       ]  

[  ɑ    m      ʃ      æ     ɪ      n     f     u  ]  
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いる。ただし、後続する音が鳴音（歯茎鼻音） [n] であるため、アクセン

トの移行は後ろの子音まで持ちこされている。  

 このように、この話者の発音には 2 つの高低アクセントを示すものがあ

るが、本来これらのアクセントを有するはずの語彙全てにおいて、それが

観察されるわけではない。また、この話者以外の 9 人の母語話者の発音で

は、この高低アクセントはほとんど観察されなかった。しかし、高低アク

セントの発音を部分的に残すこの話者 1 が、20 代という若い年代に属する

ことから、より高い年齢層でこのアクセントがより明確に残っている可能

性を考慮し、 2012 年に 80 代のルクセンブルク語母語話者に協力をお願い

し、新たに録音調査を行った。  

 2012 年の録音調査の協力者は 80 代の男性 2 人と女性 1 人の合計 3 人で

あった。この中の男性 1 人は東方言の話者であったため、本論文で用いる

のは、残りの男女 1 人ずつの中央方言話者のデータである。年代を 80 代以

上に設定して協力者を募ったため、人数は多く集められなかったが、 2011

年の録音調査での 70 代の話者の録音データで、すでにこのアクセントの現

象はほとんど観察されなくなっていたため、それ以上の年齢層で調査を行

う必要があった。録音は、移動が困難な話者もいたため、大学等の施設を

使用することは控え、話者の自宅など話者の負担の少ない場所で行った。

調査方法としては、 Engelmann (1910b) で TA1 及び  TA2 を伴うものとし

て挙げられている語彙を使用してドイツ語で例文を作り、それをすべて口

頭でルクセンブルク語に翻訳してもらった。また、調査時の会話は終始ル

クセンブルク語で行った。  

 調査の結果、男性の話者の発音では、高低アクセントは全く観察されな

かった。女性の話者の発音では、やはり一部にしか高低アクセントは残っ

ていなかった。以下では、その女性の話者の発音を示す。  

 図 25 の例では、単数の  lux. Kand が TA2 を、複数の  lux. Kanner が、

緩やかではあるが  TA1 を示している。ただし、どちらの語彙においても、

ピッチの動きはアクセントを伴う音節の末尾の鳴音  [n] で起きている。注

目すべきは、長音化を引き起こす  TA2 を伴う  lux. Kand の長さが、短縮



190 

 

化を引き起こす  TA1 を伴う  lux. Kanner の約 2 倍になっていることである。 

 

図 25． lux. Kand (dt .  Kind)「子供（Sg.）」（TA2）と  

   lux. Kanner (dt .  Kinder)「子供（Pl.）」（TA1）  

 

 

 

 

 しかし、図 26 では特に  TA1 の方がほとんど失われており、図 27 の TA1 

を伴うはずの語彙  lux.  Bierg では、高低アクセントが全く観察されない。 

 

図 26．  lux. Bam (dt. Baum)「木（Nom.）」（TA2）と  

lux. Bam (dt.  Baum)「木（Dat.）」（TA1）  

 

 

[ k    ɑ  n  ɐ     ]  [ k  ɑ      n     t    ]  

[ b  a ː    m  ]  [ b  a ː    m      ]  
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図 27． lux. Bierg (dt.  Berg)「山（Dat.）」（TA1）  

 

 

 

 2012 年の調査は、2011 年の調査で 20 代の話者に高低アクセントが観察

されたことから、より高い年齢層ではさらに明らかなアクセントの対立が

みられるのではないかとの予測の下で行ったが、80 代の話者の間でも、こ

のアクセントは失われつつあることがわかった。  

 しかし、この高低アクセントは、ピッチの高低という自立分節的な特徴

の他に、音の短縮化や長音化など分節的な領域にも影響を与える現象であ

る。母音の音質に関しては、さらに現在のルクセンブルク語で観察される

2 種類の二重母音の成立にも関わっているため、この言語の通時的な音韻

変化を観察する上で非常に重要な現象である。以下では、母音の短縮化と

新しい二重母音の成立、子音の長音化について、それぞれ扱うこととする。  

 

(i i )  TA1 を伴う母音の短縮化  

 ルクセンブルク語における通時的な母音の短縮化には、TA1 が関わって

いる。以下では、TA1 が母音の短縮化を引き起こし、それが現在のルクセ

ンブルク語の語彙として定着している例をいくつか挙げる。  

 

  lux. fl itt  [fl ɪt]  (dt.  fl iegt , mhd. vliuget  (Pfeifer 2005
8
:  354-355))「飛ぶ（ 3.Sg.）」 

  lux. fidderen [ˈfidəʀən] (dt . füttern, mhd. vuotern (Pfeifer 2005
8
:  388))  

[ b ɪ       ɛ      ɕ]  
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「餌をやる」  

 lux. midd [mɪt]  (dt .  müde, mhd. müede (Pfeifer 2005
8
:  894))「疲れた」  

  lux. Bludd [blut] (dt .  Blut, mhd. bluot (Pfeifer 2005
8
:  152))「血」  

 lux. Brudder [ ˈbʀudɐ]  (dt .  Bruder,  mhd. bruoder(Pfeifer 2005
8
:  175))「兄弟」 

 lux. gutt  [ɡut] (dt .  gut,  mhd. guot (Pfeifer 2005
8
:  488)) 「良い」  

（Gilles 2002: 275）  

 

 また、lux. fidderen, lux. midd などの前舌の母音では、非円唇化も起きて

いる（ 6.2.1. 参照）。  

 TA1 を伴う音節の末尾がもともと歯茎鼻音  [n] である場合、この音は軟

口蓋化を起こして軟口蓋鼻音  [ŋ]  となる。  

 

 lux. Steng [ ʃ tæŋ]
154155

 (dt.  Steine, mhd. steine)「石（Pl.）」  

  lux. keng [kæŋ]  (dt .  keine, mhd. keine)「否定冠詞（ F./Pl.）」  

 lux. mengen [ ˈmæŋən] (dt .  glauben, mhd. meinen)「思う、考える」  

（Gilles 2002: 276） 156
 

 

 ルクセンブルク語中央方言において、TA1 に伴って軟口蓋音が現れる現

象は、歯茎鼻音  [n] が軟口蓋音  [ŋ]  となる場合のみしか観察されないが、

北方言では、軟口蓋閉鎖音  [k] （もしくは母音間で  [ɡ]）の挿入として観

察される（「 k の挿入」の現象の地理的な分布については、地図 3 参照）。  

 

 zlux. fli tt  vs. nordlux. “[flikt]”
157「飛ぶ（ 3.Sg.）」  

                                                      
154 Gilles (2002) では、lux. Steng についての発音記号を  [ ʃteŋ] として付し

ているが、これは誤りである。この文献では、本論文で  [æ] として記述して

いる音を  [ɛ] として記述しているが、それならば少なくとも  [ ʃtɛŋ] とすべき

である。  
155 上の  lux. Steng, lux. keng の例では、本来語末にあったはずのあいまい

母音が脱落している（ 6.2.4. 参照）。  
156 発音記号と日本語訳は筆者。 lux. mengen のドイツ語訳について、Gilles 

(2002: 276) では語の意味を重視して  dt. glauben とされているが、語源的

には dt. meinen とした方が理解しやすい。  
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  zlux. Brudder vs. nordlux. “[bʀugdəʀ]”「兄弟」    （Gilles 1999: 214）  

 

 TA1 は、既述のように、声門の狭めや閉鎖を伴うアクセントでもある。

したがって、ここで観察される軟口蓋音は、もともと声門閉鎖もしくは声

門の狭めとして現れていた音が、軟口蓋化を起こしたものである可能性が

高い。この軟口蓋音挿入の現象は、ルクセンブルク語だけでなく、同じく

ライン高低アクセントを有するリプアリア方言の中のケルン方言でも観察

される（ “kölnische Gutturalisierung”
158

 Gilles 1999: 212）。また、同様の高

低アクセントが声門閉鎖音を伴う（ stød）デンマーク語の方言でも、同様

の軟口蓋音の挿入が起こるようである（ Liberman 2006: 79）。したがって、

これらの言語で観察される音節末尾での声門閉鎖音や軟口蓋閉鎖音は、高

低アクセントと関係があると推測することが可能である。  

ただし、本論文では、軟口蓋音が軟口蓋鼻音  [ŋ]  として部分的にしか観

察されないルクセンブルク語中央方言を記述の対象とするため、これ以上

の考察は加えず、今後の課題としたい。ここでは、TA1 の影響で母音の短

縮化が通時的に起きていることを確認しておきたい。  

 

(i i i )  TA2 に伴う現象― 2 種類の二重母音の成立  

 Gilles (1999: 185) によると、ルクセンブルク語では、初めに、古高ドイ

ツ語の狭長母音  ahd. î,  ahd. û が低舌化を起こし、それが二重母音化した 2

つの二重母音  lux. “/ɑɪ/” ,  lux. “ /ɑʊ/”  が成立したとされている。これら 2 つ

の二重母音は、ライン高低アクセントを伴う音であるため、音韻環境によ

ってそれぞれのアクセントを伴っていたが、そのうち TA2 を伴う二重母音

の前半部が、同アクセントの影響で長音化を起こした。  

 

 

 

                                                                                                                                                            
157 発音記号は、Gilles (1999) のままである。  
158 たとえば、ケルン方言の  Lück (dt. Leute) (Saint-Exupéry 20086 :  9)。  
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TA1 TA2 

lux. Weit  [vɑ it]
159

 (dt.  Weite)「広さ」 

lux. Freideg [fʀɑidɪɕ]
160

 (dt .  Freitag )

「金曜日」  

lux. Leit  [ lɑit] (dt . Leute)「人々」  

 

lux. haut  [hɑut] (dt.  heute)「今日」  

lux. Auer [ɑuɐ]  (dt.  Uhr)「時間」  

lux. Wäit  [vɛː it] (dt . weit)「広く」  

lux. fräi  [fɛːi]  (dt . frei)「自由な」  

 

lux. läit  [ lɛː it]  (dt .  liegt)「横たわる

（ 3.Sg.）」  

lux. Haut [hɑːut] (dt . Haut)「肌」  

lux. Haus [hɑːus] 

（Gilles 1999: 185）  

 

ルクセンブルク語の低舌母音は、短母音が後舌の  [ɑ] であり、長母音が

前舌寄りの  [a ː]  ([a  ː])  であるため、音質的にもそれぞれ 2 種類の二重母音

が生じたと考えられる。上の  Gilles (1999: 185) の表では、後舌母音に向

かう TA2 を伴う二重母音が  [ɑ ːu] として記述されているが、これは少なく

とも今日では  [æ( ː)u] としてより前舌の音から始まっていると考えられる。 

ライン高低アクセントが共時的にも弁別的な機能を果たすのであれば、

現在のルクセンブルク語でもこれらの二重母音はアクセントによって相補

分布を示す異音と考えられる。その場合、音素はあくまでも後舌から始ま

る 2 つの二重母音  /ɑɪ/ ,  /ɑu/ であると考えられる。しかし、(i) で記述した

ように、このアクセントは現在ではほとんど失われていると言ってよい。

このアクセントが失われると、 2 種類の二重母音の間の相補分布の関係が

崩れるため、前舌母音から始まる新たな二重母音  /æ(ː) ɪ/ , /æ( ː)u/ が成立す

ると考えられる。現在のルクセンブルク語は、すでにこの段階に来ている

と考えて良い。TA2 を伴う二重母音前半の長音は、今日でも散見されるが、

高低アクセントに伴って生じたこの長音も失われつつある。そのため、本

論文では、もともと  /ɑɪ / , /ɑu/ という 2 つの二重母音から、かつての 2 種

                                                      
159 この表の中の発音記号は、全て  Gilles (1999) のものをそのまま引用して

いる。しかし、二重母音中の前舌音  [i], [ɛː] については、そこまで開口度は

低くなく、それぞれ  [ ɪ], [æ(ː)] と記述するのが適当ではないかと考えられる。 
160 “[fʀɑidəɕ]”  の誤りではないかと考えられる。  
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類の高低アクセントの影響で、 /ɑɪ / ,  /æɪ /;  /ɑu/,  /æu/ という 2 種類ずつの二

重母音に分かれる変化が起きたと考える。  

 

(iv) TA2 を伴う母音に後続する子音（鳴音）の長音化  

TA2 を伴う母音に後続する子音が鳴音の場合、この長音化が子音に引き

継がれ、子音が長音化を起こす。Bruch (1954: 78) では、ルクセンブルク

の南西地域の方言において、この中間的な段階、すなわち後続する子音が

鼻音である場合に、TA2 を伴う母音が鼻音化する例が観察されると報告さ

れている（ “kɑ ːnt”  (dt.  Kind)「子供」）。  

 以下では、ルクセンブルク語中央方言における TA2 を伴う母音に後続す

る子音の長音化の例を挙げる。  

 

 wg. a:  lux. “bɑnː”  (dt .  Bann)「魔力」、 lux. “dɑl ː”  (dt .  Tal)「谷」、  

lux. “fɑl ː”  (dt .  Fall)「落下」、 lux. “mɑn ː”  (dt.  Mann)「男」、  

lux. “ʃɑl ː”  (dt .  Schall)「音」、 lux. “ʃtɑl ː”  (dt.  Stall)「家畜小屋」、  

lux. “zɑl ː”  (dt .  Saal)「広間」；  

lux. “brɑn ː t”  (dt.  Brand)「火事」、 lux. “dɑmːp”  (dt.  Dampf)「蒸気」  

lux. “fɑl ːʃ”  (dt.  falsch)「間違った」、  

lux. “ɡəˈʃ tɑŋːk”  (dt .  Gestank)「悪臭」  

 ahd. e:  lux. “ˈdɛmːpən”161
 (dt .  dampfen)「湯気を出す」  

    lux. “ˈfɛŋːkən” (dt.  fangen)「捕らえる」  

    lux. “pɛlːs” (dt.  Pelz)「毛皮」  

 wg. ë:  lux. “hɛ lː”  (dt .  hell)「明るい」；  

      lux. “fɛlː t”  (dt .  Feld)「畑」  

wg. i:  lux. “ʃpil ː”  (dt .  Spiel)「遊び」；  

    lux. “bilːd”  (dt .  Bild)「絵」、 lux. “ˈdreŋːkən”  (dt.  trinken)「飲む」、  

   lux. “kɑn ːd”  (dt .  Kind)「子供」、 lux. “ʃəl ːt”
162

 (dt .  Schild)「看板」  

                                                      
161 本論文では、語幹の母音は  [æ] と考える。以下、Bruch (1954) において  

[ɛ] とされている音については、これと同様。  
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wg. o:  lux. “fol ː”  (dt .  fol)「酔った」；  

   lux. “ɡolː t”  (dt .  Gold)「金」、 lux. “holː(t)s”  (dt .  Holz)「木材」、  

   lux. “mən ː(t)s”  (dt .  Münze)「硬貨」  

 wg. u:  lux. “zon ː”
163

 (dt.  Sohn)「息子」；  

    lux. “bol ː(t)s”  (dt .  Puls)「脈」、  

lux. “ˈdomːpəç”164
 (dt .  dumpfig)「カビ臭い」、  

lux. “droŋːk”  (dt .  Trunk)「飲み物」、 lux. “hon ːt”  (dt . Hund)「犬」  

  

 これらの長音化した子音は、 “Schwebelaut”（「浮遊音」）と呼ばれ、歯茎

鼻音  [nː] の場合は  n 規則を免れることがある（ 5.1. 参照）。  

ただし、Bruch (1954) の執筆当時のルクセンブルク語でも、すでにこの

規則の混濁が見られると報告されており、本来  TA2 を伴わないはずの語

で長音化や、逆に、本来 TA2 を伴うため長音化が期待される語彙において

短かい音のままである例が観察されている。  

 

（TA2 を伴わないにもかかわらず長音化が観察される例）  

 lux. “ɑˈbrəl ː”
165

 (dt .  April)「４月」、 lux. “brəl ː”  (dt .  Brille)「眼鏡」、  

 lux. “ɡəfɑl ː”  (dt .  gefallen)「落ちた」、 lux. “ʃtəl ː”  (dt .  stil l)「静かな」  

 

（本来 TA2 を伴うにもかかわらず長音化が観察されない例）  

 lux. “ɑl”  (dt .  all)「全ての」 166、  

lux. “kɑn”
167

 (dt.  kann)「～できる (1.Sg.Ind.Präs.)」  

                                                                                                                                                            
162 強勢を伴う中舌音は、本論文では  [ë] として記述している。以下同様。  
163 Bruch (1954: 77) が、これは古い形式だと指摘するように、「息子」とい

う意味で、現在のルクセンブルク語において一般的に使用されるのは  lux. 

Jong [ ʝuŋ] (dt. Junge は「少年」の意味 )  である。  
164 今日のルクセンブルク語では、無声硬口蓋摩擦音  [ç]  は観察されず、全

て舌端化を起こした歯茎・硬口蓋摩擦音  [ɕ] になっている。  
165 強勢を伴う中舌音は、本論文では  [ë] として記述している。以下同様。  
166 この例については、後続する歯茎音が同化を起こした  lux. al [a ːl] (dt. 

alt)「古い」（TA2 を伴う）と混同しないためだと考えられる。  
167 ただし、筆者の観察では、この話法の助動詞の語末の  [n] は、しばしば n 
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  lux. “ɑn” (dt .  in)「～の中に /へ」、 lux. “ʃ til”  (dt.  Stiel)「柄」  

 

また、-ns- という子音連続においては、長音化はほとんど観察されない

とのことである（Bruch 1954: 78）。  

 

lux. “ɡɛns”/“ˈɡɛnzən”  (dt .  Gans/Gänse)「ガチョウ（ Sg./Pl.）」  

 lux. “lɛns”  (dt . Linse)「レンズ」、  

lux. “ons” /“on ːs”
168

 (dt .  uns)「我々に /を（人称代名詞）」  

 ただし、 lux. “ons”/*“onːs”  (dt .  unser)「我々の（所有冠詞）」  

 

6. 2. 4. あいまい母音  

 この節では、語末でのあいまい母音の脱落（Apokope）とそれに関わる

現象、及び語中でのあいまい母音の挿入（ Epenthese）について記述する。 

 

(i ) 語末でのあいまい母音の脱落（Apokope）  

 ルクセンブルク語における語末のあいまい母音は、ほぼすべての場合に

おいて完全に脱落している（Apokope）。  

 

lux. Strooss [ ʃtʀo ːs] vs.  dt.  Straße [ ʃtʀa ːsə]「道」  

  lux. Geméis [ɡəˈmɛɪs] vs. dt .  Gemüse [ɡəˈmyːzə]「野菜」  

 lux. Mass [mɑs] vs.  dt .  Masse [ ˈmasə]「大量」  

  lux. schued [ ʃʊət]  vs.  dt.  schade [ˈ ʃa ːdə]「残念な」  

  lux. A [a ː]  vs.  dt . Auge [ˈaʊɡə]「目」  

  lux. Bir [bi ːɐ  ] vs.  dt .  Birne  [ˈb ɪɐ  nə]「ナシ」  

  lux. Dänn [dæn] vs. dt .  Tanne [ˈ tanə]「モミの木」  

                                                                                                                                                            

消去を免れることがある。その場合、長音化は起きていると考えられる。こ

の助動詞での長音化は任意であり、それは  n 消去の有無で判断されうると考

えられる。  
168 ただし、歯茎摩擦音  [s] の前で鼻音  [n] が保たれるこの形式は、ルクセ

ンブルク市方言である。中央方言では一般的に  lux. eis [ɑɪs] という形式が優

勢である。下の所有冠詞も同様。  
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  lux. Damm [dɑm] vs. dt.  Dame [ˈda ːmə]「婦人」  

  lux. Päif [pæɪf]  vs.  dt .  Pfeife [ˈpfaɪfə]「パイプ」  

 

現在も、外国語から語彙を借用する際に語末でのあいまい母音の脱落は

観察されるため、共時的な現象としても考えられる。しかし、以下で記述

する、あいまい母音の脱落に伴って生じた新たな屈折語尾の体系は、この

現象がある程度古くから存在した現象であることを示している。  

 あいまい母音は、音韻的には強勢を伴わない弱い要素であるが、形態論

においては重要な情報を担うことの多い要素である。標準ドイツ語では、

名詞の複数形形成の際にあいまい母音を複数形形成語尾として伴う語が多

いが、ルクセンブルク語においては語末でのあいまい母音が許容されない

ため、標準ドイツ語とは異なる複数形の形成方法をとる語が多い。  

 

 lux. Bréif  (Sg.)  –  Bréiwer (Pl.)  vs.  dt . Brief (Sg.)  –  Briefe (Pl.)「手紙」  

  lux. Bierg (Sg.)  –  Bierger  (Pl.)  vs.  dt . Berg (Sg.)  –  Berge (Pl.)「山」  

  lux. Cours (Sg.)  –  Coursen (Pl.)   

vs.  dt . Kurs (Sg.)  –  Kurse (Pl.)「コース、講座」  

 

 上で挙げた例は、標準ドイツ語とは別の複数形形成語尾をルクセンブル

ク語の名詞が伴う例であるが、このほかに、標準ドイツ語では見られない

語幹の母音のウムラウトも観察されることがある。  

 

 lux. Dag (Sg.)  –  Deeg (Pl.)  vs.  dt.  Tag (Sg.) –  Tage (Pl.)「日」  

 

 Engelman (1910b) によると、 lux. Dag (dt .  Tag) は高低アクセントを伴わ

ず、 lux. Deeg (dt .  Tage)  は TA2 を伴う語であったとされている。この高低

アクセントが失われ、さらに語末のあいまい母音も脱落したため、同語彙

では新たに語幹の母音を替える手段をとらざるを得なかったと考えられる。 

 形容詞の単数女性や複数の屈折語尾では、標準ドイツ語があいまい母音
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を伴う主格と対格の場合に、ルクセンブルク語はゼロ語尾となる。  

 

 lux. déi  grouss Fra vs. dt .  die große Frau「大柄な女性（ F.）」  

  lux. eng al
169

 Damm vs. dt .  eine alte Dame「年老いた婦人（ F.）」  

  lux. Gutt  Nuecht ! vs.  dt.  Gute Nacht !「良い夜を（ F.）。（おやすみなさい。）」  

  lux. séiss Kanner vs. dt.  süße Kinder「かわいらしい子どもたち（ Pl.）」  

 

 形容詞の語末が  n の場合には  n 規則が働くため、語幹であっても語末

の  n が脱落する。また、語末が有声閉鎖音や摩擦音であれば無声化する

（ lux. schéi_ Fra (dt.  schöne Frau)「美しい女性（ F.）」）。  

 語末でのあいまい母音の脱落は広く観察されるが、 n 規則により語末の

n が脱落した後に残ったあいまい母音は、基本的に脱落しない。そのた

め、動詞（ 1.Sg./Pl. ,  3.Pl.）や名詞類の屈折語尾  -en において、語末の  n が  

n 規則により脱落した場合にのみ、「語末」や「形態素末」でのあいまい

母音が観察される。  

 

  lux. Dat maache_ mer zesummen. (dt .  Das machen wir zusammen. ) 

   「私たちはそれを一緒にやる（ 1.Pl.）」  

 lux. schéine_ Mantel  (dt .  schöner/-en Mantel)「素敵なマント（M.Nom./Akk.）」 

  lux. Ech géing haut e puer Lëtzebuergeschcoursë_ besichen. 

   (dt .  Ich werde heute ein paar Luxemburgischkurse besuchen.)  

 「私は今日、ルクセンブルク語講座（ Pl.）をいくつか訪問する。」  

 

 これに対して、補文標識の屈折（西出  2010 参照）では、1 人称複数と 3

人称複数の屈折語尾  -en が、この体系から失われる傾向にある。 2013 年

に行った調査では、補文標識が 1 人称複数と 3 人称複数の主語と一致する

以下の例文について、 105 人の母語話者に自然だと感じられる順に 5 段階

                                                      
169 ルクセンブルク語の形容詞  lux. al (dt. alt) では、語末の歯茎閉鎖音が脱

落している。詳細については、 6.3.1. 参照。  
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で評価をしてもらった（ 5 が最も自然、 1 は不自然）。  

 

 lux. Ech freeë mech drop, datt e  mir eis muer erëm gesinn.  

    (dt .  Ich freue mich darauf,  dass 1.Pl.  wir uns morgen wieder sehen. )  

   「明日再開するのを楽しみにしています。」  

 

 

 lux. ’t ass schéin, datt e si muer heihinner kommen.  

   (dt .  Es ist  schön, dass 3.Pl.  sie morgen hierher kommen. )  

  「明日彼らがここに来るのは素敵だ。」  

 

 

この語尾が失われてきている一つの理由として、語末の  n の脱落に伴

ってあいまい母音も脱落が起こっている可能性が挙げられる。  

 

1 

10% 

2 

24% 

3 

21% 

4 

10% 

5 

35% 

1 

12% 

2 

37% 
3 

20% 

4 

12% 

5 

19% 
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(i i )  語中でのあいまい母音の挿入（Epenthese）と脱落（Synkope）  

 以下では、語中におけるあいまい母音の振る舞いについて観察する。例

によっては共時的に揺れが観察されるものもあるが、多くは、すでにあい

まい母音の挿入（Epenthese）や脱落（ Synkope）が起こった形式で語彙化

されたものであるため、これらの現象は通時的な変化を扱う本章で扱うこ

ととする。  

 ルクセンブルク語では語末でのあいまい母音の脱落は広く観察されるが、

語中では鳴音（ [n],  [l],  [r]）の後ろであいまい母音の挿入が観察される。  

 

  lux. hallef  [ˈhɑ ləf]  

    (dt .  halb, ahd. halb, mhd. halp (Pfeifer 2005
8
:  497))「半分の」  

lux. Wollef  [ˈvɔ ləf]   

(dt .  Wolf,  ahd.,  mhd. wolf (Pfeifer 2005
8
:  1578))「オオカミ」  

 lux. Vollek [ˈfɔlək]  

(dt .  Volk, ahd. folc,  mhd. volc (Pfeifer 2005
8
:  1521))「民衆」  

 lux. hëllefen [ˈhëləfən]  

(dt .  helfen, ahd. helfan, mhd. helfen (Pfeifer 2005
8
:  528))「助ける」  

  lux. fënnef  [fënəf]   

(dt .  fünf ,  ahd. fimf/finf,  mhd. vinf/vünf (Pfeifer 2005
8
:  384))「５（数詞）」  

 

 注意が必要なのは、以下の例のように、鳴音の後ろであいまい母音が挿

入されているのではなく、もとあった母音があいまい母音として保たれて

いる例である。  

 

 lux. erënneren [ɐˈʀënəʀən]  

(dt .  erinnern, ahd. giinnaren, mhd. geinnern (Pfeifer 2005
8
:  294)) 

「思い出す」  

  lux. handelen [ˈhɑndə lən]  

    (dt .  handeln, ahd. hantalo  n, mhd. handeln (Pfeifer 2005
8
:  504))「扱う」  
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 いずれにせよ、ルクセンブルク語は音節末尾での「鳴音＋ C」という子

音連続を避ける傾向にあり、より良い音節構造を導くため、もともと鳴音

の後ろに母音があった語ではその音の脱落（ Synkope）を起こさずに保ち、

もともと母音がなかった語では鳴音の後ろにあいまい母音を挿入した

（Epenthese）と考えられる。  

 一方、共時的な現象ではあるが、  Allegro の速さの会話では、名詞類の

屈折においてあいまい母音が複数現れる以下のような場合に、語幹のあい

まい母音が脱落（ Synkope）する現象も観察される。  

 

 lux. Fënster  [ˈfënstɐ] (dt.  Fenster)「窓（ Sg.）」  

vs.  lux. Fënst(e)ren  [ˈfënst(ɐ)ʀən] (dt . Fenstern)「窓（Pl.）」  

  lux. monter  [ˈmɔntɐ] (dt.  munter)「元気な（ F.）」  

vs.  lux. mont(e)ren  [ˈmɔnt(ɐ)ʀən] (dt .  muntern)「元気な（M.）」  

 

 ドイツ語もルクセンブルク語も、あいまい母音を有する音節が続くのを

避ける傾向にあると言えるが、屈折語尾  -en のあいまい母音を脱落させる

傾向にあるドイツ語に対し、ルクセンブルク語は語幹のあいまい母音を脱

落させる傾向にあるといえる。上のルクセンブルク語の例では、鳴音（流

音  [ʀ]）の後ろのあいまい母音を保ち、より良い音節構造を保っていると

考えることもできるが、これは、ドイツ語の語末の  n が音節形成子音とな

ること（ [n  ]）や、ルクセンブルク語で語末の  n が脱落することが多い（ n 

規則）ことも関係していると考えられる（ 5.1. 参照）。  

 一方で、以下の動詞の屈折では、ドイツ語で起こる無声歯茎閉鎖音の屈

折語尾  -t  の前でのあいまい母音の挿入が、ルクセンブルク語では起こら

ない。  

 

 lux. zeechenen (dt .  zeichnen)「描く（ 1.Sg., 1./3.Pl.）」  

 (ahd. zeihhanen, mhd. zeichen(en) (Pfeifer 2005
8
:  1596))  
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 vs. lux. zeechent (dt .  zeichnet)「描く（ 3.Sg.）」  

  lux. ootmen (dt . atmen)「呼吸する（ 1.Sg. ,  1./3.Pl.）」  

      (ahd. a  tamo  n, mhd. a  temen/œtemen (Pfeifer 2005
8
:  68))  

vs.  lux. otemt (dt .  atmet)「呼吸する（ 3.Sg.）」  

 

 1 人称単数、1/3 人称複数および不定詞で、もとの語幹の母音があいまい

母音として保たれる例では、この語幹のあいまい母音は屈折の際にも保た

れる（ lux. zeechenen）。また、 lux. ootmen の例では、1 人称単数、1/3 人称

複数および不定詞ではもとの非強勢の語幹の母音が脱落しているにもかか

わらず、3 人称単数の屈折では再度現れている（ lux. otemt）。これは、先の

名詞類の屈折（ lux. Fënster –  Fënst(e)ren）の例と同様、あいまい母音を有

する音節が連続する場合、すなわち動詞が屈折語尾  -en を取る場合に語幹

のあいまい母音が脱落している例といえる。  

 以上のあいまい母音に関わる現象は、以下の 3 つのルクセンブルク語の

特徴に起因すると考えられる。  

 

・音節末尾における子音連続「鳴音 +C」を避ける。  

・あいまい母音を有する音節の連続を可能な限り避ける。  

・屈折語尾  -en のあいまい母音を保つ（ n 規則（ 5.1. 参照）の影響）。  

 

6. 3. 子音に関わる音韻変化  

6. 3. 1. 鳴音と同化  

 ここからは、子音に関する通時的変化を挙げる。まず、この節では鳴音

（ sonorant）の同化の現象を扱う。以下は、その音韻環境と例である。  

 

(i ) 鳴音の後ろでの歯茎閉鎖音の同化 170（Bruch 1954: 8-15）  

 ・ /n/ + 歯茎閉鎖音  > /n/:  

  lux. aner [ˈa ːnɐ]  vs.  dt .  ander [ˈandɐ]
171「異なる」  

                                                      
170 Bruch (1954) では、ザリ族の特徴と記述されている。  
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  lux. ënnen [ˈënən] vs. dt . unten [ˈʊntən]「下に」  

  lux. hanner [ˈhɑnɐ]  vs. dt .  hinter [ ˈh ɪntɐ]「～の後ろに」  

lux. an [ɑn] vs. dt .  und [ʊnt]「そして」    （以上、Bruch 1954: 9）  

lux. bannen [ ˈbɑnən] vs.  dt .  binden [ ˈb ɪndən]「結ぶ」  

lux. besonnesch [bəˈzɔnəʃ]  vs. dt .  besonders [bəˈzɔndɐs]「特に」  

 

・ / l /  + 歯茎閉鎖音  > /l / :   

lux. bal  [ba ːl]「ほとんど」 172
 vs.  dt.  bald [balt]「すぐに」   

（Bruch 1954: 11）  

lux. wëll  [vël] vs.  dt .  wild [v ɪlt]「野生の」  

lux. mellen [ˈmælən] vs. dt .  melden [ˈmɛ ldən]「報告する」  

 

・ /r/
173

 + 歯茎閉鎖音  > /r/:  

lux. Véirel  [ˈfɛɪʀə l]  vs.  dt.  Viertel  [ ˈf ɪɐ  təl]「４分の１」（Bruch 1954: 11）  

・ /m/ + 歯茎閉鎖音  > /m/:   

lux. friem [fʀɪəm] vs. dt .  fremd [fʀɛmt]「なじみのない」  

  lux. Hiem [h ɪəm] vs. dt . Hemd [hɛmt]「シャツ」   （Bruch 1954: 11）  

 

 また、鳴音に後続する歯茎閉鎖音が語末の場合は保たれても、屈折など

において歯茎閉鎖音の後ろに母音が続いた場合、同化が起きることがある。 

   

  lux. Kand [kɑnt],  Kanner [ˈkɑnɐ]  

vs.  dt . Kind [k ɪnt],  Kinder [ ˈkɪndɐ]「子供（ Sg./Pl.）」  

  lux. Mond [mɔnt],  Mënner [ˈmënɐ]   

                                                                                                                                                            
171 Bruch (1954: 9) では、 “andern”  とされているが、対応するルクセンブ

ルク語として挙げられているのが  “ˈa ːnər”  であるため、“ander”  の間違いで

あろうと考えられる。  
172 現代の標準ドイツ語とルクセンブルク語の間では意味にずれがあるが、

Bruch (1954) では、同じ語源の語彙として扱われているようである。  
173 ここでは通時的な音変化を問題にしているため、現代ルクセンブルク語音

韻における口蓋垂ふるえ音  /ʀ /  ではなく、歯茎ふるえ音  /r/  として記述する。 
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vs. dt . Mund [mʊnt],  Münder [ˈmʏndɐ]「口（Sg./Pl.）」  

  lux. Bild [b ɪlt],  Biller [ˈbilɐ]  

vs.  dt . Bild [b ɪlt] , Bilder [ˈbɪ ldɐ]「絵（ Sg./Pl.）」  

 

ルクセンブルク語においては、語末のあいまい母音が通時的に脱落した

（Apokope）と考えられるが、この同化の現象はあいまい母音の脱落の前

に起きていたと考えられる。現在は、語末のあいまい母音が脱落してしま

っている形式であっても、同化が起きた形式が残っている者がある。  

 

  lux. Hand [hɑnt],  Hänn [hæn]  

vs.  dt . Hand [hant],  Hände [ˈhɛndə]「手（Sg./Pl.）」  

  lux. Frënd [fʀënt] ,  Frënn [fʀën]  

vs.  dt . Freund [fʀɔʏnt],  Freunde [ˈfʀɔʏndə]「友人（M.Sg./Pl.）」  

   ただし、lux. Frëndin [ˈfʀënd ɪn], Frëndinnen [ˈfʀëndɪnən]「友人（ F.Sg.）」 

 

また、同化が起きた結果、先行する母音が代償延長（ Ersatzdehnung）を

起こしたと考えられる例も散見される（ lux. aner [ˈaːnɐ]  vs.  dt .  ander 

[ˈandɐn]「異なる」）。  

 

(i i )  摩擦音の前での  n/ŋ  の脱落 174（Bruch 1954: 15-20）  

 /n/  + 摩擦音  > 摩擦音 :   

  lux. fofzeng [ˈfɔftseŋ]  vs.  dt . fünfzehn [ˈfʏnftseːn]「１５（数詞）」  

  lux. fofzeg [ˈfɔftsəɕ]  vs. dt .  fünfzig [ˈfʏnftsɪç]「５０（数詞）」 175
 

  lux. Joffer [ ˈʑɔfɐ]  vs.  dt.  Jungfrau [ˈʝʊŋfʀaʊ]「未婚の女性」  

  lux. lues [luəs] vs .  dt.  langsam [ˈlaŋzam]「ゆっくり」  

  lux. soss [zos]  vs. dt . sonst  [zɔnst]「その他に」  

                                                      
174イングウェオーン、すなわち北海ゲルマンの特徴と考えられる。  

175
 ただし、 lux. fënnef [fënəf]  vs.  dt .  fünf [ˈfʏnf ]「５」では、歯茎鼻音  [n]  

と摩擦音  [f]  の間にあいまい母音が挿入されているため、脱落が起きない。 
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lux. eis [ɑɪs] vs. dt .  uns [ʊns]「我々に /を」    （Bruch 1954: 16-17）  

 

(i i i )  子音連続  /rs/ の硬口蓋化 176（Bruch 1954: 20-25）  

/rs/ > /ʃ /:   

lux. Biischt [bi ːʃt] vs.  dt .  Bürste [ˈbʏɐ  stə]「ブラシ」  

lux. anescht [ ˈa ːnəʃt]  vs.  dt .  anders [ ˈandɐs]「異なる」  

lux. Duuscht [du ːʃt] vs .  dt.  Durst  [dʊɐ  st]「（喉の）渇き」  

 

 この他、オランダ南部の方言に多い名詞の女性形形成語尾  -erse (fr. 

-(er)esse) が、ルクセンブルク語ではやはり硬口蓋化を起こしている（ *-ers 

> -əʃ）（Bruch 1954: 21）。  

  lux. Bäckesch [ˈbækəʃ]「パン屋（女性）」  

< lux. Bäcker [ˈbækɐ]「パン屋（男性）」         （Bruch 1954: 21）  

  lux. Doktesch [ˈdɔktəʃ]「医者（女性）」  

< lux. Dokter [ ˈdɔktɐ]「医者（男性）」  

  lux. Ministesch [mi ˈnɪstəʃ]「大臣（女性）」  

< lux. Minister [mi ˈnɪstɐ]「大臣（男性）」  

 

 また、形容詞の最上級でも硬口蓋化が観察される（Bruch 1954: 21）。  

 

  lux. éischt [ɛɪʃ t]  vs.  dt .  erst  [ɛɐ  st]「一番の」  

  lux. viischt [fi ːʃt]  vs.  dt.  vorderst  [ ˈfɔɐ  dɐst]「一番前の」  

  lux. ënnescht [ˈënəʃt] vs.  dt .  unterst  [ ˈʊntɐst]「一番下の」  

  lux. hannescht
177

 [ˈhɑnəʃt]  vs. dt .  hinterst  [ ˈh ɪntɐst]「一番後ろの」  

 

Bruch (1954: 21) では、さらに最上級の例として  lux. meescht [me ːʃt]  (dt . 

                                                      
176 ロートリンゲン（Lothringen）とブルゴーニュ（Burgund）の間で観察

される現象として記述されている。  
177 Bruch (1954: 21) では、 “ˈhənəʃt”  とされているが、 “ˈhɑnəʃt”  の間違い

であろう。  
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meist)「最も多い」、lux. bescht [bæʃt] (dt . best)「最も良い」、lux. lescht [læʃt]  

(dt .  letzt)「最後の」などを挙げているが、これには  -r- が関与していない

ため、別の現象と考えられる。ルクセンブルクでは、南部方言から北部に

かけて、歯茎閉鎖音の前での  s の硬口蓋化（ s-Palatalisierung）が起きてい

る（Gilles 1999: 195-207）。上の現象はこの一部として考えられる。Gilles  

(1999) では、この現象を順行異化（ progressive Dissimilation）の現象であ

るとしており 178、やはり  -rs という子音連続から  [ʃ]  への変化とは分けて

考えるべきであると主張している（Gilles 1999: 196）。また同文献ではこの

現象を  „Allemanismus“「アレマン方言化」（Gilles 1999: 195）としてとら

えている（Beck (1910) も参照）。アレマン方言は、アルザス方言やスイス

ドイツ語等が分類される上部ドイツ語の西側に位置する言語グループであ

り、 s の硬口蓋化という現象に関しては、ルクセンブルクは南部方言を中

心に上部ドイツ語と共通する特徴を有していると考えられる。  

 

地図 9．ルクセンブルク内部方言における  s の硬口蓋化（Gilles 1999: 197）  

 
                                                      
178 Gilles (1999) は順行異化としているが、２つ続く歯茎音のうち、先行す

る音の調音位置が、後続する音の調音位置と別の位置に変わっているため、

逆行異化（ regressive Assimilation）ではないかと考えられる。  
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Gilles (1999: 197) では、Bruch による方言地図（地図番号 45 番）をも

とに、上のように  s の硬口蓋化の進行の度合いで①から④までの方言地域

を区分けしている。この区分けに従って、この変化の進行状況を以下の表

にまとめている（Gilles 1999: 199）。  

 

Bruch (1953) の方言地図における  s  の硬口蓋化の分布（Gilles 1999:199）179
 

 地域１  地域２  地域３  地域４  

語彙素先頭  St
180

 ʃt  ʃt  ʃt  

näischt (dt .  nichts)

「なにもない」  

ʃt  ʃt  ʃt  st  

語彙素内部  ʃt  ʃt  st  st  

最上級  ʃt  ʃt  st  st  

動詞  2.Sg.  ʃt  s(t)  s(t)  s(t)  

形態素境界を越え

るもの  

ʃt  st  st  st  

 

 本論文で扱っている中央方言は、「地域２」に該当する地域であるため、

s の硬口蓋化が比較的進行している地域と言える。以下では、中央方言で

硬口蓋化が起きているそれぞれの場合の例を挙げる。  

 

語彙素先頭： zlux. Stad [ ʃtaːt] (dt . Stadt)「街」  

näischt：  zlux. näischt [næɪʃt] (dt . nichts)「なにもない」  

語彙素内部： zlux. Loscht [lɔʃ t]  (dt .  Lust)「（何かをしたい）気持ち」  

最上級： zlux. bescht [bæʃ t]  (dt .  best)「最も良い」  

                                                      
179 ただし、これは  Bruch の調査をまとめたもので、Gilles (1999) ではさ

らに独自の調査を行い、上の表に修正を加えている（Gilles 1999: 206）。し

かし、本論文は中央方言の記述を目的としているため、細かい方言差につい

ての記述は割愛する。  
180 オリジナルで  “St”  として記述されているが、“ʃt”  の誤りではないかと考

えられる。  
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Bruch (1954: 25-30) では、n 規則における語末の  n の脱落も同化の現象

として扱っているが、そもそも、同化が起こりやすい環境と考えられる、

同一の調音位置での子音  [t],  [d] の前で脱落が起きないため、やはり別の

現象と考えるべきである。また、他の同化現象が通時的な現象であり、現

在のルクセンブルク語では同化がすでに起きた形式が基底の形式となって

いると考えられるのに対し、 n 規則はまだ共時的な現象であると考えられ

る。したがって、本論文では n 規則は共時的な音韻記述の章の中で言及し

ている。  

 

6. 3. 2. 軟音化（ Lenisierung, leni tion）  

  Gurevich (2011: 1559-1563) によると、軟音化（ lenition）には、非重子音

化（ degemination）、無気化（ deaspiration）、有声化（ voicing）、摩擦音化

（ spirantization）、叩き音化（ flapping）、非口腔音化（ debuccalization）、渡

り音化（ gliding）、脱落（ loss）など、様々なプロセスがある。以下の先行

研究  Bruch (1954) で挙げられているルクセンブルク語における軟音化は、

摩擦音化と脱落のプロセスである。以下では、脱落のプロセスは明らかに

軟音化の現象として考えられるものの、この言語において摩擦音化として

挙げられているプロセスについては問題があることを指摘する。  

 

(i ) 唇音（Bruch 1954: 31-33）  

 まず、音が脱落している例は軟音化の例として適当であると考えられる。 

 

・ */b/ の脱落  

 lux. ginn [ɡɪn] vs.  dt.  geben [ ˈɡe ːbən]「与える」  

 lux. hunn [hun]  vs. dt .  haben [ˈha ːbən]「持っている」  （Bruch 1954:  32） 

 

 このような例は、縮約（Kontraktion）の例として考えることもできるが、

同じゲルマン語第 3 系列の有声軟口蓋音  *ɡ   がやはり広く脱落することか
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ら、語彙ごとに散発的に起きる縮約の現象と考えるより、まずは有声子音

の脱落の現象が起きていると考えるのが適当である。唇音の脱落によって、

母音接触（Hiatus）が起き、その結果、2 音節の語が 1 音節の語になってい

るのは、縮約（Kontraktion）の現象と考えられる。しかし、これは唇音の

脱落に伴う二次的な現象であると考えられる。  

上記の脱落の例に対して、Bruch (1954: 31) で挙げられている摩擦音化

とされる例には、問題がある。  

 

・ [b] > [v]:  

nordösl .  [ˈnaːvəl]  (zlux. Nuebel [ ˈnuəbəl])  vs.  dt .  Nabel [ˈnaːbəl]「へそ」  

 lux. iwwer [ ˈivɐ]  vs.  dt . über [ˈyːbɐ]「～の上方で /に」  

 

 これらの語彙は、英語では  engl.  navel,  engl.  over であり、問題の唇音は

ゲルマン語第 3 系列の有声子音に由来する音である 181。もとは摩擦音であ

ったこれらの有声音は、上部ドイツ語を中心に閉鎖音化を起こすが、ルク

センブルク語が属する中部ドイツ語でも、同様の変化が起こったのかどう

か、判断するのは難しい。もし英語やオランダ語、低地ドイツ語などのよ

うに北部の西ゲルマン語と同様、そもそもこの閉鎖音化の現象が起きてい

ないのだとすれば、上の例は摩擦音化、すなわち軟音化を起こしているの

ではなく、閉鎖音化、すなわち硬音化（ Fortisierung）を起こしていない例

ということになる。上部ドイツ語と同様、一旦閉鎖音化を起こした後、再

度摩擦音化を起こした可能性も否定はできないが、それを主張できる証拠

は示されておらず、非常にあいまいな記述に留まっている。  

Bruch (1954: 32-33) は、wg. f > v の有声化の現象にも触れている。しか

し、これについては、Bruch が指摘するように（Bruch 1954: 33）、硬音（無

声音）の  [f]  が有声音に軟音化したのではなく、もともと有声音だったも

                                                      
181 ゲルマン語子音推移の後、無声摩擦音となった第 1 系列の子音が、強勢を

伴う音節に後続する場合を除いて母音間で有声化を起こし（ヴェアナーの法

則（Verner ’sches Gesetz））、第 3 系列の有声音に統合されるが、ここではそ

れも合わせた有声音を指している。  
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のが無声化せず、有声のまま保たれたと考えるべきである。以下で、その

例を挙げる。  

 

・wg. f  > v 

 lux. Bréif [bʀɛɪf] , Bréiwen [ˈbʀɛɪvən]
182

 vs.  dt . Brief [bʀiːf] , Briefe [ ˈbʀi ːfə ]   

< vlat .  breve「手紙（ Sg./Pl.）」  

 lux. Grof [ɡʀoːf] , Growen [ˈɡʀo ːvən] vs. dt.  Graf [ɡʀaːf],  Grafen [ˈɡʀaːfən]  

< mlat.  gravius「伯爵（Sg./Pl.）」  

 lux. Schwiewel [ˈʃvɪəvəl]  vs.  dt . Schwefel  [ˈʃve ːfəl]   

< ahd. sweval,  swebal,  swebul「硫黄」  

 lux. Stiwwel [ ˈʃt ivəl] vs.  dt . Stiefel  [ˈʃti ːfə l]  

  < afr.  est ival  < vlat . aestivale「ブーツ」  

 lux. Däiwel [ˈdæɪvə l] vs.  dt .  Teufel  [ˈ tɔʏfəl]  

  < lat .  diabolus「悪魔」  

 

 ただし、 lux. déif  [dɛɪf]  (dt .  t iefe)「深い（ F.Sg.）」 vs. lux. déiwen [ˈdɛɪvən] 

(dt .  tiefer/tiefen)「深い（M.Sg.）」 (dt.  tief , engl.  deep ,  anord. dju  pr ,  germ. 

*deupa- ,  ie.  *dheub- (Pfeifer 2005
8
:  1431))など、中にはやはり有声化を起こ

した可能性のある語彙も散見される（ 5.3.1. 参照）。  

 

(i i )  歯茎音（Bruch 1954: 33-34）  

歯茎音の軟音化（音の脱落も含む）は、ルクセンブルク語においてはほ

とんど観察されない。そもそも歯茎音が摩擦音（歯間摩擦音  [ð]/[θ]）とし

                                                      
182 Bruch (1954: 33) で挙げられているのは、 “ˈbʀɛɪvən”  という形式だが、

現在のルクセンブルク語中央方言では、 lux. Bréif「手紙」の複数形は、 lux. 

Bréiwer [ˈbʀɛɪvɐ] である。この語彙の複数形形成語尾の違いが、Bruch の時

代のルクセンブルク語との世代差によるものなのか、それとも  Bertrang 

(1921) や  Palgen (1931, 1954) で記述している  Arlon 方言（ベルギー領ル

クセンブルク語地域（ルクセンブルクの西側））や  Echternach 方言（東方言）、

Wiltz 方言（北方言）の特徴による方言差なのか、Bruch の記述の仕方から

ははっきりしない。  
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て残っているのは、西ゲルマン語では英語などかなり北部の言語だけであ

り、大部分は閉鎖音化を起こしている。Bruch (1954: 33) では、ドイツ語

dt.  bedeuten「意味する」に対して、ルクセンブルク語における変種で可能

な  lux. „bəˈdɑ iən“  という母音間の歯茎音が脱落した形式を例として挙げ

ている。しかし、同文献でも指摘されているように、ルクセンブルク語に

おいて優勢な形式は  lux. bedeiten [bəˈdɑɪ tən] という、歯茎音が脱落せず無

声閉鎖音の  [t] として現れる形式である。本論文で扱う中央方言では、少

なくとも後者の形式しか観察されない。  

 

(i i i )  軟口蓋音（Bruch 1954: 34-40）  

 音の脱落は、有声軟口蓋音でも観察される（ 4 章も参照）。  

 

・ */ɡ/  の脱落  

 母音間での  */ɡ/  の脱落  

 *-agə-:  lux. Nol [no ːl]  vs.  dt.  Nagel [ ˈnaːɡəl]「釘」   

 *-egə-:  lux. Reen [ʀeːn] vs. dt .  Regen [ˈʀe ːɡən]「雨」   

 *-ogə -:  lux. geflunn [ɡəˈflun]  

vs.  dt . geflogen [ɡəˈfloːɡən]「飛んだ（過去分詞）」  

（Bruch 1954: 34）  

 

・語末での  */ɡ/  の脱落  

 *-eg :  lux. Wee [ve ː]
183

 vs. dt .  Weg [ve ːk]「道」   

 *-ôg :  lux. Plou [plëu] vs. dt.  Pflug [pflu ːk]「犂」   

 *-aig:  lux. “deː”
184

 [deː]  vs.  dt .  Teig [ta ɪk]「生地」   

（Bruch 1954: 34）  

 

                                                      
183 これに対して、 lux. wech [væɕ] vs. dt. weg [vɛk]「なくなった」。  
184 Bruch (1954: 34) で挙げられているのはこの例だが、現代ルクセンブル

ク語中央方言では、 /ɡ /  が脱落せずに残った形式  lux. Deeg [de ːɕ] が優勢で

ある。  
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本論文で扱うのは、ルクセンブルク中央方言であるため、あまり深くは

言及しないが、上記で示した  */ɡ/  が脱落する形式の他に、北部方言の例

として、硬口蓋化した摩擦音として現れる形式が挙げられている。  

 

 zlux. Mo [mo ː]  vs. nordösl .  “mɔːç”  vs.  dt .  Magen [ˈmaːɡən]「胃」  

 zlux. moer [ˈmo ːɐ]  vs.  nordösl . “ˈmɔːjər”  vs.  dt . mager [ˈma ːɡɐ]「やせた」  

（Bruch 1954: 35）  

 

 しかし、この例も唇音の場合と同様、摩擦音化が起きているというより

も閉鎖音化が起きていない可能性がある。Bruch (1954) では、この点につ

いては明確な記述がなされていない。  

 

・  */k/  の軟音化  

 */ɡ/  の例に比べて稀ではあるが、 */k/ の脱落の例が挙げられている。  

 

 lux. maachen [ ˈma ːxən]/maan [ma ːn]  

 vs. dt .  machen [ ˈmaxən] (engl.  make)「する、作る」  

（Bruch 1954: 37）  

 

 上記の語彙では、軟口蓋音が残った  lux. maachen [ ˈma ːxən] という形式

が優勢だが、その自由変種として、母音間の無声軟口蓋音が脱落した形式  

lux. maan [ma ːn] も許容されるため、例として挙げられている。  

 

 Bruch (1954: 46-48) では、語末や形態素末の子音が、後続する母音で始

まる要素の前で有声化する現象（ 5.3.1. 参照）も軟音化の現象として同じ

章で取り上げているが、(i) から  (i ii)  の軟音化が通時的な現象ですでに軟

音化が起きた状態で語彙として定着していると考えられるのに対し、母音

で始まる要素の前での子音の有声化は共時的な現象と考えられるため、分

けて扱うべきである。  
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6. 3. 3. 舌端化（Koronal isierung）  

 最後に、現在も進行中と考えられる舌端化の現象を取り上げる。ルクセ

ンブルク語には、後部歯茎と硬口蓋の間の位置で発音される歯茎硬口蓋摩

擦音があるが（ [ɕ] ,  [ʑ]）、これは硬口蓋摩擦音（ [ç],  [ ʝ]）が、後部歯茎摩擦

音（ [ ʃ] ,  [ʒ]）に向かって舌端化を起こした現象と考えられる。この現象に

ついての代表的な先行研究の一つとして、Herrgen (1986) がある。以下で

は、これを参照しながら考察を進める。  

Herrgen (1986) は、西中部ドイツ語で起きている無声音の舌端化  [ç]  > 

[ɕ] と、それによって引き起こされる過剰修正（Hyperkorrektion）の現象に

ついて扱った文献である。過剰修正とは、『言語変化の結果生じた「正しく

ない」語形を、「正しい」と考える元の規範的な形に引き戻そうとするあま

り、もともと正しい形をも直してしまい、かえって間違った形を作り出す

こと』である（亀井他（編）  2005
3
:  15）。Herrgen (1986: 165) では、[ç] が

舌端化を起こした  [ɕ]
185

 が、さらに  [ ʃ]  に近づき、両者の弁別がなされな

くなった結果、過剰修正が起こるとし、その例として  dt . menschlich の３

通りの発音  [mɛn ʃ lɪ ʃ]/[mɛnɕl ɪɕ]  /[mɛnçl ɪç]  を挙げている。 [ç] と  [ ʃ]  の弁別

が あ い ま い に な る こ と で 、 さ ら に 後 部 歯 茎 音  / ʃ/  も 硬 口 蓋 化

（Palatalisierung）を起こすことがあり、その結果、舌端化を起こした  /ç/  と

弁別がされなくなった形式が  [mɛnɕl ɪɕ]  である。これを「正しい」形に戻

そうとして、 -l ich の  [ç]  まで後部歯茎音  *[ ʃ]  に直してしまったのが  

[mɛn ʃlɪ ʃ]  の例、逆に、mensch- の  [ ʃ]  を硬口蓋音  *[ç] に直してしまった

のが  [mɛnç lɪç] の例である。Bruch (1954: 23) の記述によると、ルクセンブ

ルクでも同様の現象があり、特に南部で過剰修正が起こった看板をよく見

かけるとのことである（ lux. “freche Botter”（正しくは  “frësche”
186  

(dt .  

                                                      
185 Herrgen (1986) では、歯茎・硬口蓋摩擦音を発音記号  [ ʆ] を用いて表記

しているが、これは本論文で  [ɕ] と表記する音と同じ音であるため、本論文

では混乱を防ぐため  [ɕ] として記述する。  
186 ルクセンブルク語正書法では、アクセントを持つ中舌母音を  <ë> と綴る

が、既述のように一般の話者には正書法自体が定着していないため、表記の

揺れは頻繁に観察される。上記の例の看板では補助記号を用いない綴り  <e> 

が用いられている。これはあくまで表記の揺れであって、音声・音韻上の違
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frische Butter
187

)「新鮮なバター」）（Bruch 1954: 23））。ルクセンブルク語で

は、無声音だけでなく、有声音も硬口蓋音  [ ʝ]  から歯茎・硬口蓋音  [ʑ]  へ

と舌端化を起こしていると考えられる。  

通時的に、歯茎・硬口蓋摩擦音が、もとは硬口蓋摩擦音であったことは、

地名や固有名詞など古い発音が残りやすい限られた語彙において、有声硬

口蓋摩擦音  [ ʝ]  が観察されることからも確認できる（ lux. Lintgen [ ˈ lɪnt ʝən]

「リンチェン（地名）」,  lux. Lëtzebuergesch [ ˈlëtsəbʊəʝəʃ]  (dt .  Luxemburgisch )

「ルクセンブルク語」）。ここで、ルクセンブルク語では、無声硬口蓋摩擦

音  [ç]  が全く観察されなくなっているのに対し、有声音に関しては上述の

ように限られた語彙においてのみ硬口蓋音  [ ʝ]  が残っている点に着目し

たい。また、語頭で現れる  <j> の発音に関しては、さらに多くの揺れが観

察される（ lux. jonk [ ʝɔŋk] (dt.  jung)「若い」,  Joffer [ ˈʑɔfɐ] (dt . Jungfrau)「未

婚の女性」）。これらの事実から、ルクセンブルク語では、舌端化の現象は

無声音の方が先に進行している（ *[ç] > [ɕ] ,  [ ʝ]  > [ʑ]）と考えられる。  

歯茎・硬口蓋摩擦音  [ɕ],  [ʑ] は、フランス語にない硬口蓋摩擦音  [ç],  [ ʝ]  

よりも前方の、後部歯茎摩擦音  [ ʃ],  [ʒ]  に近づいた音であるため、舌端化

の背景として、ルクセンブルク語とフランス語との言語接触の影響が念頭

に浮かんでも不思議はない。しかし、Herrgen (1986: 111-135) は、舌端化

の現象自体は、第一に言語内的に動機づけられるべきだとしている。同文

献では、音声学的な動機として、 [ç] と  [ ʃ]  の聴覚音声学的な類似性と、

調音の単純化の２点を挙げている。後者は、[ç] よりも調音が容易な  [ ʃ]  に

向かう変化を指す。また、生成音韻論の有標性理論（Markiertheitstheorie）

と照らし合わせても、[ ʃ]  の方が無標であるため、無標化の現象としても理

解できるとしている。音韻論的には、舌端化は  [ç]  と  [ ʃ]  の弁別を解消す

ることから、音素の削減に寄与しており（ /x/ ,  /ç/ ,  / ʃ /  > /x/ ,  / ʃ/）、また、[ç] が  

/ ʃ/  に統合されることで、/x/ の異音がなくなる（ /x/  →  {[x],  [ç]};  / ʃ/  →  [ ʃ] 

                                                                                                                                                            

いはない。  
187 ルクセンブルク語における  lux. Botter「バター」は男性名詞であるため、

逐語訳すると  dt. frischer Butter となる。  



216 

 

> /x/  →  [x];  / ʃ/  →  [ ʃ]）点でも、音韻体系の簡素化に寄与する現象だとし

ている。これに対し、言語外的な要因は、この現象の定着の際に関与する

間接的な要因でしかないとしており、これには方言内部での規範やプレス

テージが関係するとしている。Herrgen (1986: 79 ff .)  では、舌端化はドイ

ツ各地で散在して起きていることも示唆されており、言語外的な要因とし

てロマンス語との接触の影響 を挙げるのは説得力がないとしている

（Herrgen (1986: 126)）。ルクセンブルク語の場合、フランス語圏との地理

的な隣接性や、歴史的にも長期にわたる多言語状況を考慮すれば、言語接

触による影響の可能性を完全に否定することはできない。しかし、本論文

でも、それはあくまで二次的な可能性の一つとしてとどめ、言語内的な現

象としての分析を優先すべきであると考える。  

 次に、舌端化に伴って現在の音韻体系で生じている問題と、この現象が

さらに進行した場合に、ルクセンブルク語の音韻体系に与えうる影響につ

いて考察する。  

ドイツ語の  „ach-Laut“  [x] と  „ ich-Laut“  [ç]  は、自然類（ [ - vocal] ,  [+ 

dorsal],  [+ continuant]）を形成し、音韻環境によって相補分布が観察される

ため、異音の例として挙げられることがしばしばである。これに対して、

ルクセンブルク語の問題は、硬口蓋音  [ç],  [ ʝ]（ [+ dorsal]）が舌端化を起こ

しているということである。舌端化を起こした歯茎・硬口蓋音の  /ɕ/ , /ʑ /

（ [+ coronal]）が、むしろ後部歯茎の位置で調音される別の音素  / ʃ/ ,  /ʒ/（ [+ 

coronal]）との距離が近いにもかかわらず、軟口蓋摩擦音  [x],  [ɣ]  （ [+ dorsal]）

を異音として有する現在の音韻体系は、かなり無理のかかった状態と言え

る。舌端化を起こした音  [ɕ] ,  [ʑ]  と後部歯茎音  [ ʃ] ,  [ʒ]  との弁別をかろう

じて残してはいるが（ lux. Fleeg [fle ːɕ]  (dt .  Pflege)「世話」,  lux. Fleesch [fle ː ʃ]  

(dt .  Fleisch)「肉」）、舌端化が起きている地域の傾向に漏れず、ルクセンブ

ルク語でも歯茎・硬口蓋音の  /ɕ / , /ʑ /  と後部歯茎音  / ʃ / ,  /ʒ/  との弁別があい

まいになり、過剰修正が起こることがある。筆者の録音資料からは、特に

歯茎・硬口蓋摩擦音に歯茎音が後続する場合に、前者が後部歯茎音に近い

音（ lux. Gewiicht [ɡəˈvi ː ʃt]  (本来は  [ɡəˈvi ːɕ t])  (dt .  Gewicht)「重さ」）として
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発音される傾向があることがわかる。現在のルクセンブルク語正書法は、

後部歯茎音  [ ʃ]  <sch> と歯茎・硬口蓋音  [ɕ] <ch> を書き分ける他、綴り  

<g> は、本来、後部歯茎音を示すことはない。もしこの正書法が母語話者

の間に定着していれば、その影響で音韻変化が抑制される可能性もある。

しかし、 2 章で触れたように、この正書法はほとんど定着していない。こ

うした状況下で、舌端化がさらに進む可能性は大きいと考えられる。  

以上の記述から、無声音  [ɕ]  の舌端化はさらに進行し、より後部歯茎音  

[ ʃ]  に近づく傾向を示していることがわかる。その一方で、有声音の音素  

/ʑ/  については、特に語頭で硬口蓋音の  [ ʝ]  が自由変種として頻繁に現れ

ることを示した。硬口蓋音の舌端化という流れの中で、有声音の変化（ [ ʝ]  

> [ʑ]）は無声音（ *[ç] > [ɕ]）のそれに対して遅れており、有声歯茎・硬口

蓋摩擦音  [ʑ] は、むしろ硬口蓋音  [ ʝ]  と混同される、あるいはこれと連続

的な関係にある音と考えられる。現在のルクセンブルク語の体系において、

有声音と無声音の変化の進展の間に、このようなずれがあることから、軟

口蓋音から歯茎・硬口蓋摩擦音までの調音位置は、まだ連続的なものであ

ると考えることができる。軟口蓋摩擦音  [x],  [ɣ] と歯茎・硬口蓋摩擦音  [ɕ] , 

[ʑ]  の間の異音の関係がかろうじて保たれているのは、そのためであると

考えられる。  

ただし、有声歯茎・硬口蓋音への舌端化が完了して、硬口蓋での発音が

全く観察されなくなり（ *[ ʝ]  > [ʑ]）、調音位置がさらに後部歯茎音  [ʒ]  に近

づけば、現在の歯茎・硬口蓋摩擦音  [ʑ] , [ɕ] と後部歯茎音  [ʒ] ,  [ ʃ] が、有

声と無声それぞれ一つずつの音素  /ʒ / ,  / ʃ/  に統合され、軟口蓋音  [ɣ],  [x] と

の異音の関係が解消される可能性が高いと考えられる。調音位置の距離の

問題だけでなく、たとえば、後部歯茎音  / ʃ/  と歯茎・硬口蓋音  /ɕ/  との弁

別がなされなくなった場合、後部歯茎音  / ʃ/  は後舌母音の後ろでも現れる

ことができる（ lux. Loscht [lɔʃt]  (dt .  Lust)）ため、軟口蓋摩擦音  [x] との相

補分布が成り立たなくなるからである。以下で、現在のルクセンブルク語

における軟口蓋から後部歯茎までの調音位置の摩擦音の音素とその異音の

体系をまとめる（ 4.2.4. 参照）。  
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(1) 現在のルクセンブルク語における  

軟口蓋から後部歯茎までの調音位置の摩擦音  

/ʑ/ :  全ての位置。 /ʑ/  →  [ɣ]  /  {[- consonantal] ,  [+ back]}      

語末で無声化  [ɕ],  [x]。  

/ɕ /:  全ての位置。 /ɕ/  →  [x]  /  {[- consonantal] ,  [+ back]}      

/ ʃ/:  全ての位置。  

/ʒ/:  全ての位置。  

 

もし舌端化が進んだ場合、上の体系は次のように変化すると考えられる：  

 

(2) 舌端化完了後（ *[ç] > *[ɕ]  > [ ʃ];  *[ ʝ]  > *[ʑ]  > [ʒ]）に想定される体系  

/ɣ/：語頭以外。ただし、後舌母音の後ろのみ。語末で無声化  [x]。  

/x/：語頭以外。ただし、後舌母音の後ろのみ。  

/ʒ/：全ての位置。語末で無声化  [ ʃ]。  

/ ʃ/：全ての位置。  

 

これは、Herrgen (1986) で想定されている舌端化の通時的な発展過程と

照らし合わせても、十分説得力のある仮定である。  

 

（舌端化の通時的発展過程（ vgl.  Herrgen (1986: 123)））  

初段階   /x/  →  {[x],  [ç]};   / ʃ/  →  [ ʃ]  

第 1 段階   /x/  →  {[x],  [ ʃ]};   / ʃ/  →  [ ʃ]  

第 2 段階   /x/  →  [x];   / ʃ/  →  [ ʃ]  

 

Herrgen (1986) では、既述のように、舌端化を体系の簡素化に寄与する

現象として考えている。軟口蓋音  /x/  の舌端で調音される異音が、別の音

素である後部歯茎音  / ʃ/  に組み込まれることによって、異音が減った、す

なわち各音素が適用すべき音韻規則が減少した体系へと導かれる。この点
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で、簡素化が進んでいると考えることができるのである。  

 ルクセンブルク語の舌端化の現象も、通時的には「第 2 段階」の状態、

すなわち  (2) の状態を目指して進行していると仮定すれば、 (1) のように

軟口蓋摩擦音  [x],  [ɣ] の全てを歯茎・硬口蓋摩擦音  [ɕ] ,  [ʑ] の異音として

しまうのは、一見、行き過ぎた記述のように見える。一度、音素としての

立場を失った軟口蓋摩擦音  [x],  [ɣ] が、最終的には、再び音素に戻る（ /x/ ,  

/ɣ/）通時的変化を想定することになるからである。しかし、Herrgen (1986) 

で扱われていない  <j>, <g> で綴られる有声音の共時データも合わせて、

現代ルクセンブルク語の共時的な現象を観察すれば、軟口蓋摩擦音  /x/ ,  /ɣ/  

を音素とすることで体系が非常に複雑化することは、 4.2.4. で示した通り

である。共時的には、 (1) で示した体系として記述するのがもっとも適当

だと考えられる。  

 以下では、ルクセンブルク語がたどると想定される舌端化の過程を  

Herrgen (1986) に倣ってまとめる。  

 

＜無声音＞        

初段階   /x/  →  {[x],  [ç]};   / ʃ/  →  [ ʃ]  

第 1 段階   /x/  →  {[x],  [ɕ]};   / ʃ/  →  [ ʃ]  

現段階   /ɕ /  →  {[x],  [ɕ]};   / ʃ/  →  [ ʃ]  

第 2 段階   /x/  →  [x];   / ʃ/  →  [ ʃ]  

 

＜有声音＞        

初段階   /ɣ/  →  {[ɣ],  [ ʝ]};   /ʒ /  →  [ʒ]  

第 1 段階   /ɣ/  →  {[ɣ],  [ʑ]};   /ʒ /  →  [ʒ]  

現段階   /ʑ/  →  {[ɣ],  [ʑ]};   /ʒ /  →  [ʒ]  

第 2 段階   /ɣ/  →  [ɣ];   /ʒ /  →  [ʒ]  
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（まとめ）  

 この章では、Bruch (1954) や  Gilles (1999) などの先行研究の記述を主に

参考にしながら記述を進めた。しかし、現在のルクセンブルク語の母音体

系を導く通時的音韻変化の記述（特に短母音（ 6.1.））や、子音では特に軟

音化をめぐる記述（ 6.3.2.）に、多くのあいまいな点が残されていることが

分かった。現在のルクセンブルク語においても変化の途中であると考えら

れる通時的変化としては、語中でのあいまい母音の振る舞い（ 6.2.4.）や、

舌端化の問題（ 6.3.3.）がある。これらは、今後も観察を続けたい問題であ

る。  
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おわりに  

 本論文は、ルクセンブルク語の体系記述の一環として、その基礎的な領

域である音韻体系の記述をテーマに執筆したものである。  

 第 4 章の音素の記述では、母音の音素と異音を整理するだけでなく、各

音の音質を音響音声学的に分析し、その分布を明らかにした点で意義が大

きい。子音の記述の部分では、特にルクセンブルク語に特徴的な音である

歯茎・硬口蓋音の記述と、その調音位置から軟口蓋にかけての舌背音を整

理し、音素と異音を明らかにした。  

 第 5 章では、音の脱落や挿入、再音節化をめぐる諸問題を扱った。形態

素境界や語境界を越える音韻規則が多くある中で、名詞句の始めにのみ、

この言語において非常に有標な無声歯茎閉鎖音  [t]  の長子音が観察され、

境界を明示する傾向があるのが、もっとも興味深い点である。  

 第 6 章では、通時的な音韻変化を扱った。この章は、先行研究として特

に重要な  Bruch (1954) や  Gilles (1999) の記述を主に参照しながら記述を

進めた。しかし、これらの研究も記述にあいまいな点が多く、今日のルク

センブルク語の母音の体系がどのように発展してきたのか、全体像を把握

するための研究が、今後必要となることが分かった。子音に関しては、特

に軟音化をめぐる記述に問題が多い。ルクセンブルク語の語中で観察され

る有声摩擦音を、ゲルマン語第 3 系列の有声音が北部の西ゲルマン語のよ

うに摩擦音として保たれたのか、それとも南部の上部ドイツ語のように一

度閉鎖音化した後、再度「軟音化」を起こして摩擦音となったのか、記述

が非常にあいまいである。また、本論文ではルクセンブルク語の中でも特

に中央方言に焦点を絞って記述を進めたため、北部方言の分析が不可欠な

ライン高低アクセントについて、詳述を避けた部分がある。北ゲルマン語

の高低アクセントの研究が進む中、西ゲルマン語における高低アクセント

の研究は大きく遅れを取っていると言ってよい。ぜひ今後の課題にしたい

テーマの一つである。  

 本論文の研究成果を踏まえ、今回の課題となった現象を追及するととも

に、今後もルクセンブルク語のさらなる文法記述を進めたい。   
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資料１  

Ech si kee béise Wollef  

(Verkirzt  vun der K.N.)  

 

Tëscht Dännebeem, héich iwwert  dem Bësch, do wunnt de Wollef Knackzant.  

All Nuecht geet  hien op d’Juegd. An all Moie kënnt hie midd, mat schwéiere 

Been –  vum villen Huesen-Nolafen –  erëmheem.  

Am léifsten entspaant hien dann op der Terrass.  Do léisst  hien sech mam 

ganze Gewiicht an seng Fotell  falen a fänkt un, Kaart  ze spil len. Mä haut net .  

Haut ass him net no Kaartspillen. Hien ass traureg.  “Firwat muss ech eigentlech 

ëmmer eleng spillen?”, freet sech de Wollef.  “De Bësch ass esou grouss a voll 

mat Déieren. Ech siche mir elo e Frënd!”  Gutt  gelaunt a mat der Valise um Réck 

leeft  hien an de Bësch.  

De Wollef leeft  weider, ëmmer méi déif  an de Bësch eran. Hie kann sech net 

erënneren, schonn emol hei gewiescht ze sinn. Hie wëllt  schonn ëmdréinen, du 

gesäit  hien en Haus.  “En Haus mat Mënschen”, verréit  him seng Nues. Net 

nëmme Geessen hunn Angscht.  Net nëmme Schwäin hunn Angscht.  Och Wëllef 

kënnen Angscht hunn, an zwar viru Mënschen.  “Wat soll  ech elo maachen? Un 

d’Dir klappen oder léiwer fortlafen?”, denkt de Wollef bei  sech.  

Nach ier  hien sech entscheede kann, spréngt d’Dir op. E klengt Meedche mat 

engem roude Mantel  kuckt hie mat groussen Aen un: “Wat wëlls du hei?” “Ech 

sichen e Frënd”, äntwert de Wollef onsécher. “Wollef, du bass ëmmer hongerech, 

ech hunn Angscht virun dir.  Hei wël l t  keen däi Frënd sinn!”, seet  dat  klengt 

Meedche mam roude Mantel , a schléit  him d’Dir virun der Nues zou.  

Dat ass zevil l  fir de Wollef.  Hie kräischt,  stonnelaang, esou traureg ass hien.  

Op eemol héiert  hien eng Stëmm: “Moie Wollef.  Du verdreifs mir nach all 

d’Mais. Ech sinn d’Muska. Mä erziel  mir,  Wollef,  wat ass lass mat dir?”, freet 

d’Ëchel.  “Kee wëllt mäi Frënd sinn. All  hunn se Angscht viru mir”, äntwert  de 

Wollef traureg.  
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D’Muska iwwerleet  kuerz a kuckt dann nodenklech op de Wollef erof.  “Um 

aneren Enn vum Bësch ass och ee ganz vill  traureg an eleng. Hie sicht och e 

Frënd”, äntwert  d’Ëchel virsiichteg.  

“Villmools Merci,  léift  Muska”. De Wollef spréngt vu Freed an d’Luucht.  De 

Wollef leeft  esou séier,  wéi e kann.  

Hannert  enger grousser Dänn bleift  hie stoen. Am Schäin vum Mound kann 

hien d’Ëmrësser vun engem groussen, ronnen Déier erkennen.  Hie pëspert him 

lues “Moien, ech sinn de Wollef Knackzant” zou. “So mir,  f irwat kräischs du?” 

freet  de Wollef mat senger rauer Stëmm.  

“Well  ech zevil l  sténken, wëllt  kee mat mir spillen”, seet  d’Wëldschwäin 

traureg.  De Wollef äntwert  erliichtert:  “Mat mir wëll t  och kee spillen. Looss eis 

dach Frënn ginn? Mir kéinten op menger Terrass zesumme Kaartspillen.”  

D’Wëldschwäin, d’Rosalinde, ass direkt averstan.  

Vun deem Dag un sinn de Wollef Knackzant an d’Rosalinde onzertrennlech.  

Et  gesäit  een si  all  Dag zesummen op der Terrass Kaart spil len.  
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資料２  

De bloen Hirsch bei de Rotonden (S.76-78) 

 

De programm vum Bloen Hirsch, de Programm vum Kulturjoer 2007 ass 

présentéiert  ginn..  

D’Org  is  eure  i  i éiere   p e g Pressek  fere z   se  ersprie  e , d   ier 

    e B é k     er  d’Ku isse  um Ku  urj er er     .  

Hei e B é k  p d’Ku isse  um Ku  urj er.  

 

Da ginn ech esou iwwert d’Passerelle, vun der Gare eriwwer op Bouneweg, 

an op eemol gesinn ech vun uewen erof d’Rotonden. Et sinn der zwou, se 

sinn awer och ganz ronn a ganz grouss an hunn uewen drop eng Spëtzt. An 

et ass och eng Waasserplaz, nieft där enger gëtt et eppes ze drénken.  

 

Bon, bon, denken ech, dat do ass also d’Haapt stad vum Kulturjoer 2007, 

den duebelen Epizenter, d’Rotondes Tournantes, do wou den Hirsch 

huerelt, bläert, röhrt.  

 

Iwwerhaapt deen Hirsch.  

 

De Max Kuborn, deen och Jeeër ass, huet mer erzielt, et géif hei an der 

Groussregioun esou eng Zort Hirsch guer net  ginn, e wier 

exotesch-amerikanesch, e Wapiti; mee op Realitéit kënnt et net un, et geet 

ëm d’Fantasie. An ëm méi. An dësem Fall, wéi esou dacks an eise Paragen, 

ëm d’Kelten: den Cernunnos war deenen hire gehörnte Gott, e Mënsch mat 

Gewei, de Gott vun den Déieren, vun der Fertilitéit a vun der Abondance. 

Vläit hu se beim Kulturjoer dorunner geduecht. Vläit, ech weess et net, 

mee fir si ass den Hirsch op jidwer Fall dat grujeleg -blot, ironescht Zitat 

vum Hirsch iwwert der Fotell an der Stuff. An eenzelner wä erten och nach 
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un den hellegen Hubert am Département des Forêts geduecht hunn, un den 

Hirsch mat dem Kräiz tëschent den Haren, dee vun der Jägermeister -Fläsch. 

Oder se hunn un de Baron Münchhausen geduecht an un deem säin Hirsch 

mam Kiischtebam am Gewei. Un den italienesche Cornuto hat wuel kee 

geduecht, well hannergaangen, ugeschmiert, cocu wëllt dach wuel kee gi  

mat deem Kulturjoer.  

 

A propos cornuto.  

 

Jidwer Hirsch ass jo ëmmer gär de Platzhirsch, den Här am Harem. 

D’Potenz an d’Fruchtbarkeet, déi treffe  sech op dat schéinst am Bild vum 

Hirsch, dee schwéier an der Brunft ass. Kéint et da sin, soen ech mer, datt 

all déi Hirschen an Jeans an a Maansgréisst, déi op de Fotoen dorëmmer 

lafen –  zum Beispill iwwert d’Passerelle –  datt déi all op der Sich no 

engem Partner sinn? Oder eInfach Drock hunn, sexuellen, wéi aner Leit 

och, op der Gare et alentours?  

 

A wann den Hirsch de potente Macho ass, da sinn d’Rotonden déi 

iwwerdimensional gutt -lëtzebuergesch Mammaen, d’Niki de St -Phalle 

géing sech freckt laachen, he i  den Hirsch an do d’Mooss, déi zwee déi een 

zesummen ëmmer brauch an och huet, wann et ëm de bas -fonds vu Kultur 

geet.  

 

Huelt d’Bommeleeër.  

 

Dëser Deeg hunn ech e Psycholog gefrot , wat hien dann, als Fachmann, 

esou profiler-méisseg iwwer déi Typen soe kéint, déi Pylône gesprengt 

hunn an och d’Piscine. Dir leet mer d’Wierder an de Mond, sot de 

Psycholog, de Papp gëtt kastréiert an d’Mamm gëtt ëmbruecht. E bësse 
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platt freudianesch, mee interessant. Hei all déi Leitungen –  Telefon, Gas, 

Elektresch –  all déi Nuebelschnéier, déi se wollten duerchschneiden, do all 

déi Pylônen an dichteg Männer, Polizisten a Riichteren, déi eng Bomm 

kruten. Ween hätt dat geduecht, d’Bommeleeër waren oedipal gefuerdert, 

hunn op d’Couch vum Psycholog gehéiert.  

 

Do, wou d’Kulturjoer net hi gehéiert, well Kulturschaffend vun haut, déi 

wësse besser wat se maache wéi d’Knupperte vu virun 20 Joer.  

 

An Dir mengt, dat wat ech hei erzielen, géing méi iwwer mech verroden, 

wéi iwwert d’Bommeleeër an de bloen Hirsch?  

 

Dat kéint emol sinn. Well ech hat, viru Joeren, eng Frëndin zu Bouneweg. 

A wann ech iwwer d’Passerelle op Bouneweg gaange sinn, da war dat 

ëmmer de Passage, d’Passarelle, vun der normaler Welt mat Autobussen an 

Zich op der Gare eriwwer an eng méi sexy Welt. Esou hätte se dat jo och  

gär beim Kulturjoer, du geess iwwert d’Passerelle, dir wiisst e Gewei an 

du kënns bei d’Rotonden an du bass an enger méi schéiner Kulturwelt.  

 

Bouneweg –  do muss ech u Berlin denken. Berlin ist arm aber sexy, seet de 

Wowereit. De Paul Helminger seet dat net vu Bouneweg; Bouneweg ass 

awer trotzdem aarm drunn, hannerwands, hannert der Eisebunn, hannert 

der Gare, hannert dem Landesverband, hannert dem Casino an hannert der 

Cooperativ. An elo hannert de Rotonden.  

 

Bouneweg a sexy.  

 

Mol kucken, ob dat zesummegeet an deem Kulturjoer, wou et dem Hirsch 

ëmmer no de Rotonde glëscht.  


