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く特集「モダリテイ」〉

クメール語

上田広美

アンケートに従って，以下に言語データを示す．発話の状況によってさまざまな表現が

あり得るが，以下では代表的な表現のみを挙げた．インフォーマントとして，ウンサー・

マロム氏にご協力いただいた．以下，本稿の表記は音韻表記で，坂本（1988) Iに従う．

(!) （その仕事が終わったら）もう帰ってもいいですよ．

許可は， /baan/を動調句の後に置くことで表現される．発話の状況によっては，命令文で

表す．

tr:J:Jbp tさv

戻る 行く
加
る

凶
旧
日
守

’F
L

ノ’

1

h
 

ョ附

家

ha:ij 

（完了）

(2) （腐っているから，あなたは）それを食べてはいけない．／それを食べるな．

動詞の前に禁止の表現ぷom/をつける形（2a）も，（1）に否定の加わった形（2b）も現れる．

禁止の表現/kom/は，単独で禁止を表現できる（2c).

(2a) kom 11am 

（禁止） 食べる

(2b) ?ael) J1am ロ1wn baan tとe

おまえ 食べる （否定） 得る よ

(2c) kom 

（禁止）

(3) （遅くなったので）私たちはもう帰らなければならない～帰らざるを得ない．

義務の表現は，動詞の前に／tr:iv／をつけて表す.(3）が残念な気持ちを含むか否かは発話の

状況による．

。
々

門
戸
我

tr:iv tさv

正しい 行く

s:in ha司

ひとまず（完了）

(4) （雨が降るそうだから）傘を持って出かけたほうがいいよ．

推奨の表現は，命令文で表される．発話の状況によっては，動調の前に/kuotae／をつけて

l坂本恭章（1988) 「クメール語」，『言語学大辞典第 1巻世界言語編（上）』 1479-1505，三

省堂．

179 



表す．

j:'J:Jk 

持つ

chat 

傘

t~v 

行く

ph:J:JI] 

も

(5）歳を取ったら，子供の言うことを聞くべきだ／ものだ．

評価的義務としてのこの例文は，慣習的に不自然なので言えない．一般的な評価的義務

は，発話の状況によって，動詞の前に/kuotae/, /tr~v tae/, /taeIJ tae／のいずれかをつけて表

す．

(6) （お腹が空いたので，私は）何か食べたい．

希望の表現は，動調の前に／c:JI]／をつけて表す．このた勾／は，単独では「（名調）を欲する」

としては用いられず，／C:JI]／の後に動詞/baan/く得る＞が必要である./C:JI]／は，主語に人材、制

限はないが，以下に挙げた（6）は 1人称の場合であり，主語が変わると／C:JI]／以外の語の選択

が変わる．

C:JI] Jlam I~リ b:Jnt~c

し たい食べる何 少し

(7）私が持ちましょう．

1人称の意志は，動作主が随意に行える動作を表す動詞であれば，動調のみで表される．

「私の子が持ちましょう」であれば， 2人称の命令文と使役の組み合わせになり，「あなた

が持ってくれますか」であれば，（1）の許可の表現を用いた疑問文となる．

k]lOID cuoj kan 

私 助ける 持つ

(8）じゃあ，一緒に昼ごはんを食べましょう．

勧誘は，命令文で表される. (8）は，既に食卓の用意ができていて食べる直前のところに

来た聞き手への勧誘の文で、ある．文頭の／mao／く来る＞がないと，勧誘の意思があまり感じ

られない．

mao Jlam baaj 

来る 食べる飯

(9）一緒に昼ごはんを食べませんか？

cね muojkn白

一緒に

相手の意向が不明な場合の勧誘も命令文で表す．発話の状況によっては，一般疑問文で

も表せる．

Jlam baaj 

食 べる飯

ce~ mu句 j~~IJ

一緒に我々

s~n t~v 

ひとまず行く
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クメール語

(10）明日，良い天気になるといいなあ．／明日は良い天気になってほしいなあ．

希望は，仮定文で表される．発話の状況によっては，使役文でも表せる．

ba::i 

もし

s?aek meek srJJlah l?JJ 

明日 空 H青れる良い

nah m白l t::iv 

行くとても 見る

(11) （私はここで待っているから）すぐにそれを持って来なさい．

命令文で表される．

tきv

行く

jJJk 

持つ

t::iv 

行く

(12）そのペンをちょっと貸していただけませんか？

椀曲な命令，懇願は， (1）と同じ許可の表現を用いた疑問文で表す．

som 

乞う

kc::ij bik 

借りる ペン

phJJI) baan 

も 得る か

tee 

( 13）あの人は中国語が読めます．／あの人は中国語を読むことができます．

能力可能は，動詞／cch/く～の仕方を知っている〉を用いて表す．

b::it 

彼

－

u
 

u
 

n
 

mおl phe::isaa c::in Cf h 

それ 知る 証一山 中国見る

(14）明かりが暗くて，ここに何て書いてあるのか，読めない．

状況可能は，動詞／d::iIJ／「わかる」を用いて表す．発話状況によっては，随意動詞と不随

意動調の連続で表すこともある．

plき::JI)

灯り

ksaoj 

弱い

th a a mac nuh mwn d::JI) tとe

わかる よ

SJJSe巴

書く と どのようにそれ（否定）

(15) （朝早く出発したから）彼らはもう着いているはずだ．／もう着いたに違いない．

確信は，／praabtc白人／cbahc白人／mokc白／のいずれかを用いて表す．

kee praabt ce::i t::iv dコl ha::ij 

彼 確かに 行く 着く （完了）

(16) （あの人は）今日はたぶん来ないだろう．

推量は， IprJJhael/くたぶん＞を用いて表す．

句句 nih prJJhael kee ロlUin IIlJJk tとe

日 これ たぶん 彼 （否定） 来る よ
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(17）彼らがまだ、来ないなんて，きっと途中で車が壊れたんじゃないか．

疑念を示すのに否定疑問形式は用いられない．

kee 'bt t:>;:in m:bk ti at tmaa 

彼 （否定） 間に合う来る さらに 頃

mok cea laan khooc 

確かに車 壊れる

nih 

これ

(18）さあ，（昼間だからあの人は家に）いるかもしれないし，いないかもしれない．

可能性は，／b:>mwn dal)／くかもしれない＞を用いて表す．

nav b:> m山 n dal) mwn nav b:> mwn dal) 

いる も （否定） 知る （否定） いる も （否定）知る

(19) （額に触ってみて）どうもあなたは熱があるようだ．

視覚／聴覚以外の感覚による判断として，（19）は，親が子どもに言う場合である．医者

の発話であれば確かな判断であるので，／C:>IJ／はっけない．

C:>IJ kdav kluon ha吋

したい 熱い 身体 （完了）

(20) （天気予報によれば）明日は雨が降るそうだ．

伝聞は， /keethaa/く人々が～と言う＞.／I山山thaa/く～と聞く＞のいずれかを用いて表す．

kとe th a a s?aek plial) 

彼 百つ 明日 雨

(21）もしお金があったら，あの車を買うんだけれどなあ．

反実仮想、は，仮定節に/baa／くもし＞を用いて表す．

baa mと；m i対 C:>l) teJ1 laan nuh 

もし ある 金 したい 買う 車 それ

(22）もしあなたが教えてくれていなかったら，私はそこにたどり着けなかったでしょう．

反実仮想の過去の事態は， /baa／と/kom?aj／を用いて表す．

baa n£ak ?ael) m山n prap ロ1on kom ?aj 匂10m

もし あなた （否定） 告げる 前 （禁止） 何 手ム

ロ1um ?aac ch白n tav dコl kool dav baan nuh tee 

（否定） できる 進む 行く 着く 円的 得る それ よ
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クメール語

(23) （あの人は）街へ行きたがっている．

希望のうち， 3人称の人物が主語のものも， ！c:JrJf＜～したい＞を用いて表す．

C:JI) t;:iv 

したい 行く

・1・1
ゐ
E
L

所

kroり

都市

nah 

とても

(24）僕にもそれを少し飲ませろ．

1人称（単数）命令は， 2人称への命令で表す．発話の状況によっては，使役との組み

合わせで表す．

ロl::l::l cak ?aoj ?aρ 

与える 俺

b:Jnt::ic mお1

見る 注ぐ 少し 見る

(25）これはあの人に持って行かせろ／持って行かせよう．

3人称命令は， 2人称への命令と使役の組み合わせになる．

人

j~:Jk 

持つ

tきvtok 

置く

?aa n問。？aoj b::it 

これ 与える彼

nbk 

行く

(26）そのテーブルの上のお菓子を後で食べなさい．

遠未来命令も，一般の命令文で表す．

kra吋 kom plとc 11am nom n;:iv lお

後 （禁止） 忘れる 食べる 菓子 いる 上

?aoj ？コh

与える 尽きる

(27）もっと早く来ればよかった．

反実仮想、は， /ba;:i／くもし＞を用いて表す．
ba;:i ffiJJk mon bJnt::ic me;:in ？司

もし 来る 前 少し ある 何

to? 

日
山

4
A
1
 

(28）あなたも一緒に行ったら（どうですか）？

条件節のみで文を終わらせることはできない．

(29）そんなことオレが知るか！

この例文は，疑問詞を含まない形では言えない．
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(30）これを作った（料理した）のは，お母さんだよね？ いいえ，私が作ったのよ．

日本語の終助詞に対応する要素は，／mi::E:nt白／になる．

mhoop nih 日iae tvきg IDE Ell tとe

料理 これ 母 作る 本当 カE

？コt tee k]lOID tee 

（否定） よ 私 よ
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