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研究成果の概要（和文）：アフガニスタンにおけるモンゴル系のモゴール語は現在絶滅した可能性の高い言語であるが
、服部四郎が1961年に現地調査を行なった際の未発表の録音資料が島根県立大学の資料中に発見され、それに基づいて
研究を行なった。
モンゴル系語彙を含むハザーラ語の話者の協力を得ながら、録音されたモゴール語の語や文を音声・文法・意味の面か
ら詳しく記述した。使用した録音資料からは、モゴール人はハザーラ語も話すという新しい情報も得られた。
また、永久的保存のためテープによる録音資料をデジタル化するとともに、過去に発表されたモゴール語語彙を電子化
してデータベースの基礎とした。

研究成果の概要（英文）：The Moghol language, a Mongolic language in Afghanistan, may possibly be extinct
by now. But, the recordings of the language made in 1961 in Afghanistan by Shiro Hattori was found in the
collection of the University of Shimane, and we have conducted a research based on them.
With the assistance of a speaker of Hazaragi, a variety of the Persian language with some Mongolic
vocabulary, we have made detailed phonetic, grammatical and semantic descriptions of the Moghol words and
sentences in the recordings. The recordings also provided us with new information that the Moghols spoke
Hazaragi as well.
In addition to the study of the language itself, we have converted the original materials on audio tapes
to digital format for permanent preservation, and have input the Moghol materials in the previously
published works into computer for a future database.

研究分野： 言語学
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