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パプアニューギニア

�パプア：南側（イギリスーオーストラリ）

�ニューギニア：北側（ドイツーオーストラリ
）

�1975年にオーストラリアより独立。首都はポ
ートモレスビー

�約750ー860語ほどの原住民の言語が話されて
いる。

�山岳地帯を中心にパプアン諸語、海岸地帯を
中心にオーストロネシア語

�公用語はトクピシン語、英語、ヒリモツ語、
パプアニューギニア手話
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コーヴェ(Kove)

• 東西約５６キロ
• １８の大きな村（多くの村は島）
• 約９０００人
• コーヴェ語（オーストロネシア語）及びトクピシン語
• 電気ガス水道無しの自給自足
• 交通手段はカヌーまたはボート















コーヴェの文化

• 男性の家
• 精霊のマスク
• 貝のお金



男性の家

• 村には４−６の男性の家
• 全ての家族はどこかに属
する

• 家は男性の家の前にのみ
建てられる

• 女性は入ってはいけなく
、イニシエーションを受
けた男性のみ入れる。

• 自分が属していない男性
の家には行ってはいけな
い。

• 全ての事柄は男性の家で
決められる





• ブライドプライス、イニシ
エーション（割礼）、新生
児誕生など多くの儀式が執
り行われる。

• これらの儀式に関しては男
性の家で決められ、行われ
る。

• 儀式は踊りと歌のパフォー
マンスで３−５種類があり
、数週間から数ヶ月にかけ
て行われる。

• クライマックスは最後の夜
で、夜9時くらいから日の
出まで踊り歌い続ける。





精霊のマスク

• それぞれの男性の家に
存在する。男性の家の
シンボル。

• 女性やイニシエーショ
ンセレモニーを受けて
いない人は触ってはい
けない

• 儀式の時のみ出てくる
。

• 精霊はコーヴェ出身で
はないのでトクピシン
語で話す。







貝のお金





コーヴェの特徴

• 男性社会。
• 強い人間関係のつながり。
家族＜男性の家＜村＜コーヴェ＜西ニューブリテ
ン。。。

• 「欲しい」ということにためらいはない。また
、言われたらあげなくてはいけない。

• 貸す＝あげる
• 自分が一番でいたい。お金持ちであるという名
声が欲しい。そのため、儀式などは盛大にする
。
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ベベリ

• 州都キンべから４キロ
• 東西２９キロの範囲内に３つの村（山の中）
• 人口3,831だがそのうちの50％以上が他の地域からの移民である。
• トクピシン語（流暢なベベリ語話者は４人のみ）
• ガス水道無しの自給自足（電気は入っているが誰も使わない）









ベベリの現在の状況

• 1960年代にキンべの州
都がベベリ地域に作ら
れる。

• 1960代にマレーシアの
会社がパームオイルの
プランテーションをベ
ベリ地域で始める。

• 交通発達と移民の移り
住み及び移民との結婚
が加速

⇨生活の変化、言語と文
化の衰退（男性の家の消
滅）



ベベリの言語状況

• 約780人の話者（多くは少し話せる程度）
• 西ニューブリテン島で一番危機に瀕している言語

年齢 使用言語 理解力

0-20 トクピシン語のみ 全く（ほぼ）理解せず

20-45 ほぼトクピシン語 少しは理解するが話せない
ベベリ語は第２、３言語

45-60 ベベリ語：親世代
トクピシン語：上記以外

基本的な語彙や文法を使い話せる
文法の間違いが多い

トクピシン語とミックス

60-70 ベベリ語：配偶者と兄弟
トクピシン語：それ以外

ある程度話せるがトクピシン語と
のミックス

トクピシン語の方が話しやすい

70- ベベリ語：配偶者、兄弟
トクピシン語：子供

ベベリ語は話せるが子供とはトク
ピシン語

おそらく4人ほど



ベベリの文化













ベベリの特徴

• 元々は山の中を転々としながら生活していた。
• かつては男性の家があり、そこには先祖の骸骨を
釣って生活していた。居住場所を移動する際には
その骸骨も持って移動。

• オーストロネシア語族には珍しい文化などがある
（歯を黒くする、背中に刺青、夫がなくなったら
妻も死ぬなど）

• おそらく500年以上前に南の方からやってきた。
山に住んでいるアイゴン族とはお互い助け合う一
方で、コーヴェとは敵対関係であった。
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コーヴェ族とベベリ族の比較

男性が強い 女性の方が強い男性が強い 女性の方が強い

父系制 母系制

男性が強い 女性の方が強い

父系制 母系制

欲しいと言うことにためらいはない 他人に欲しいと言う事が出来ない

男性が強い 女性の方が強い

父系制 母系制

欲しいと言うことにためらいはない 他人に欲しいと言う事が出来ない

他人の物を断りなく持っていくことに
抵抗はない

他人にねだる事が出来ない

男性が強い 女性の方が強い

父系制 母系制

欲しいと言うことにためらいはない 他人に欲しいと言う事が出来ない

他人の物を断りなく持っていくことに
抵抗はない

他人にねだる事が出来ない

自己顕示欲が強い 他人をたてる

男性が強い 女性の方が強い

父系制 母系制

欲しいと言うことにためらいはない 他人に欲しいと言う事が出来ない

他人の物を断りなく持っていくことに
抵抗はない

他人にねだる事が出来ない

自己顕示欲が強い 他人をたてる

仲間意識が非常に強い 仲間意識はあるがそこまで強くない



コーヴェ語とベベリ語の比較
オセアニア祖語 コーヴェ語 ベベリ語

母音 ５つの母音
*i, *e, *a, *o, *u

５つの母音
a, e, i, o, u

７つの母音
a, e, ɛ, i, o, ɔ, u

語彙

*susu ‘乳’
*lima ‘手, ５’
*tolu ‘３’
*ikan ‘魚’
*manu ‘鳥’ 
*waga ‘カヌー’
*ridring ‘壁’
*mate ‘死ぬ’

オセアニア祖語起
源の語彙大多数
susu ‘乳’
lima ‘手, ５’
tolu ‘３’
iha ‘魚’
manu ‘鳥’
wagha ‘カヌー’
riringa ‘壁’
mate ‘死ぬ’

オセアニア祖語期
限の語彙少ない
mina ‘乳’
mini ‘手, ５’
miok ‘３’
ley ‘魚’
menanahaka ‘鳥’
noho ‘カヌー’
kapino ‘壁’
ringi ‘死ぬ’



オセアニア祖語 コーヴェ語 ベベリ語

所有格 名詞-接尾辞 名詞-接尾辞 名詞-接尾辞
接頭辞-名詞-接尾辞
接頭辞-名詞-接中辞-
名詞

*tama-gu ‘私の父’
*tama-mu ‘あなた
の父’

tama-ghu ‘私の父’
tama-mu ‘あなたの
父’

avo ‘私の父’ 
tovo-m ‘あなたの父’

*talinga-ma[m]i
‘私たちの耳’
*talinga-ri ‘彼らの
耳’

talinga-mai
‘私たちの耳’
talinga-ri ‘彼らの耳
’

me-telenge-mem
‘私たちの耳’
si-telenge-sey
‘彼らの耳’ 

*meme-mu ‘あな
たの舌’
*meme-ma[m]i

mae-mu ‘あなたの
舌’
mae-mai
‘私たちの舌’

mono-m-pa ‘あなた
の舌’
me-mene-mem-pa
‘私たちの舌’



オセアニア祖
語

コーヴェ語 ベベリ語 アコレット語

三人称
代名詞

ジェンダー区
別なし

ジェンダー
区別なし

ジェンダー区
別あり(単数）

ジェンダー＋結婚
有無の区別あり

ia ‘彼、彼女’ veai ‘彼、彼
女’

pu ‘彼’
ti ‘彼女’

Pa ‘彼（独身）
som ‘彼（既婚）
et ‘彼女’(独身）
eng ‘彼女’(既婚)

[k]ira ‘彼ら’ asiri ‘彼ら’ si ‘彼ら’ wol ‘彼ら’
(独身男女）
nowk ‘彼ら’
(既婚男女）
min ‘彼ら’
(既婚女性）

• 離婚したら⇨既婚の代名詞
• 年老いたら⇨独身の代名詞
⇨コミュニティーの中心かどうか

















ありがとうございました


