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動詞句の前に位置するタイ語の限定辞

khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀについての考察

A Study of Thai Limitation Expressions Occurring before a Verb Phrase

Akrachai Mongkolchai

モンコンチャイ　アッカラチャイ

Thai limitation expressions such as khɛ̂ɛ, phiaŋ, tɛ̀ɛ and chaphɔ́ˀ can occur before various kinds 

of phrases. This paper proposed the syntactic features and the semantic features of Thai limitation 

expressions, which occur before a verb phrase.

The researcher examined the interrelationship of serial verb constructions in Thai which 

are related to the limitation expressions. The study suggested that there are two types of 

interrelationship, i.e. “Main Verb and Complement” and “Head and Modifier” interrelationship. 

To scrutinize the syntactic features of Thai limitation expressions placed before verb phrase, 

the research focused on the interrelationship of verb phrases in sentences. In a nutshell, limitation 

expressions can be classified into two types. The first type is “Limitation Expressions+Main 

Verb (+Complement)” or “Type A” which only khɛ̂ɛ and phiaŋ can be used. The second type is 

“MainVerb+Limitation Expressions+Complement” or “Type B” which all limitation expressions 

can be employed. Unless the main verb is a serial verb construction, only khɛ̂ɛ and phiaŋ can be 

used.

Lastly, the researcher compared the semantic features of the limitation expressions placed 

before a verb phrase with the findings in Mongkolchai (2015). The comparison illustrated that khɛ̂ɛ 

and phiaŋ are viewed as “unreachability”, while tɛ̀ɛ is considered as “limitation” which its object 

is able to be not completely excluded, and chaphɔ́ˀ is viewed as its object is “particular”. These 

semantic features of the limitation expressions occurring before a verb phrase are the similar to the 

findings in Mongkolchai (2015). 
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1．本稿の目的

　タイ語では、ある要素が唯一のものであることを示
し、同類のほかのものを排除するという「限定」の意
味を表す場合に、khɛ̂ɛ、phiaŋ、tὲɛ、chaphɔ́ˀ等を用い
て表現することが一般的である。本稿の目的は、これ
らの限定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tὲɛ、chaphɔ́ˀが動詞句の前に
位置する場合について、各々の表現の統語的特徴およ
び意味的特徴を明らかにすることである1。
　khɛ̂ɛ、phiaŋ、tὲɛ、chaphɔ́ˀが現れる環境を TNCコー
パス（Thai National Corpus）2に収録された用例に基づ
き見てみると、以下の例（1）のように名詞句の前に
位置する場合が最も多く（約 6割）、次に例（2）（3）
のように動詞句の前に位置する場合が多い（約 3割）3。
なお、本稿では、コーパスから収集した用例には例文
末尾に［　］を付し、その ID番号を記すことにする。
末尾に特に記号が付されていない例文は執筆者による
作例である。

　(1)  maanáˀ   dɯ̀ɯm   {khɛ̂ɛ/phiaŋ/tɛ̀ɛ/chaphɔ́ˀ}

　　   ［人名］       飲む                       ［限定］

kaafɛɛ

　　  コーヒー　
　　  （マーナはコーヒーだけ飲んだ。）
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　(2)  maanáˀ     {khɛ̂ɛ/phiaŋ/tɛ̀ɛ/chaphɔ́ˀ}   dɯ̀ɯm

　　   ［人名］　　  　　  　［限定］　　　　        飲む

kaafɛɛ

コーヒー

　　　  （マーナはコーヒーを飲んだだけだ。）

　(3)  maanáˀ    chɔ̂ɔp  {khɛ̂ɛ /phiaŋ /tɛ̀ɛ /chaphɔ́ˀ}

 ［人名］      好む　 　　　　［限定］　

dɯ̀ɯm      kaafɛɛ

飲む          コーヒー

　　　  （マーナはコーヒーを飲むことだけが好きだ。）

　例（1）のように khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀが名詞
句の前に位置する場合については、その統語的特徴お
よび意味的特徴について、モンコンチャイ（2015）で
考察が行われている。しかし、例（2）（3）のように
これらの限定辞が動詞句の前に位置する場合について
は、まだ先行研究では分析が行われていない。そこで、
本稿では、khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀが、名詞句の前
に位置する場合に次いで多く見られる動詞句の前に位
置する場合に焦点を当て、その統語的特徴および意味
的特徴を明らかにしていきたい。



43

2．タイ語の限定辞に関する先行研究の検討
     及びその問題点

　タイ語における限定辞に関する記述は少ない。また、
それらの記述のほとんどは、外国語としてのタイ語を
会話を中心に学習するためのテキスト等（教科書、参
考書）に見られるものである。
　モンコンチャイ（2015）では、タイ語の限定辞に
関する先行研究として、三上（2002）、Iwasaki and 

Ingkaphirom（2005）、Surarungsikul（2008）を検討し、名
詞句の前に位置する場合の khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ

について、その統語的特徴及び意味的特徴の分析を
行っている。
　そのうち、統語的特徴に関しては、限定辞に後続
する名詞句の性格、すなわち数量を表す名詞句の前
に直接置くことができるかどうかという点に着目し、
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀを大きく 2つに分類している。
khɛ̂ɛと phiaŋは数量を表す名詞句の前に直接置くこと
ができるが、一方、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは数量を表す名詞句
の前に直接置くことができず、数量を表す名詞句の前
に置く場合には、その名詞句に指示形容詞や関係代名
詞節を付加する必要がある。このように、タイ語の限
定辞 tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀを用いる際には、その後続の名詞
句は明確な指示的名詞句でなければならないという特
徴が観察されるとしている。
　また、意味的特徴については、khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、

chaphɔ́ˀはいずれも「ある要素が唯一のものであるこ
とを示し、同類のほかのものを除く」という「限定」
の意味を表すが、それぞれに限定のしかたが特徴的で
あるとしている。まず、対象となる数量・事柄が話し
手のとらえる基準、または一般的な基準を満たしてい
ないこと、すなわち何らかの「非到達性」を表す場合
には、khɛ̂ɛと phiaŋが用いられ、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは用い
られない。また、tɛ̀ɛは他の限定辞と異なり、対象と
なる事柄が時間的あるいは空間的に何らかの基準より
多く分布しているととらえられる際に用いられる。ま
た、この限定辞は同類の他の要素を完全には排除しな
い場合にも用いられるという特徴があるとしている。
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一方、対象となる事柄を特別な意味や役割を持つなど
「特化」されたものとしてとらえる場合には chaphɔ́ˀ

しか使用できず、他の限定辞を使うことはできないと
している。
　以上に挙げたタイ語の限定辞に関する先行研究で
は、モンコンチャイ（2015）のように名詞句の前に位
置する場合について詳しく分析したものはあるもの
の、その出現環境として次に多い、限定辞が動詞句の
前に位置する場合についてはいずれも取り上げられて
おらず、分析は行われていない。そこで、本稿におい
てはこれらの限定辞が動詞句の前に位置する場合につ
いて、その統語的特徴および意味的特徴を明らかにし
ていくこととする。

3．タイ語の動詞について

　ここでは、分析にあたって、タイ語の文法的特徴、
およびタイ語の動詞について確認しておく。

　3.1．タイ語の文法的特徴

　タイ語は、典型的な孤立語に属し、名詞の性、数、
格による変化や、動詞のテンスや人称による変化など、
文法範疇による語の語形変化は存在しない。また、日
本語のような膠着語ではないため、例えば「働かせら
れなかった」のような形で動詞に接辞が順次付加され
るという変化現象も見られない。
　また、タイ語文の基本語順は以下の例（4）に示す
ように SVO型である。目的語が 2つある場合は、「主
語＋動詞＋直接目的語＋間接目的語」の順になる（例
（5））。修飾関係は、被修飾語である主要部に修飾語を
後置する NA型である（例（6））。また、付属語は自立
語の前に置くという原則がある（例（7））。

　(4)  主語＋動詞＋目的語
maanáˀ 　dɯ̀ɯm 　 náam

［人名］　     飲む           水    

（マーナは水を飲む。）
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　(5)  主語＋動詞＋直接目的語＋間接目的語
maanáˀ    hây　   dɔ̀ɔkmáay　 maanii

［人名］　  あげる　 　    花　          ［人名］  

（マーナはマーニーに花をあげる。）

　(6)  被修飾語＋修飾語
phaasǎa    thay

    言語          タイ 

（タイ語）

　(7)  付属語＋自立語
thîi　 bâan

 で         家

（家で）

　3.2．タイ語の動詞の定義およびその分類

　本稿では、タイ語の「動詞」とは、三谷（1989）、
Prasithrathsint（2010）などにもあるように、以下の（8）
のように否定接辞 mâyと共起することができる語で
あると考える。

　(8)  mây　　pay

［否定］    行く

（行かない。）

　この基準で考えると、上記の pay（行く）のほか、
tham（する）、sèt（終わる）、sǔay（きれい）、rɔ́ɔn（熱
い）、sǐacay（悲しむ）、sanùk（楽しむ）などの語はい
ずれも動詞ということになる4。
　さらに、三谷（1989）は機能的な観点からタイ語文
法の全体像について検討し、いわゆる「動詞類」の下
位分類として動詞、形容詞、助動詞・補助動詞の類を
挙げている。そこに示された「動詞類」とは、本稿で
言うところの「動詞」とほぼ合致するものである。た
だし、三谷（1989）が動詞類の下位分類として挙げる
助動詞・補助動詞類のうち、第 4類に当たるような
もの（未然のアスペクト辞 càˀや、kamlaŋ（ちょうど
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～しているところ）、khoŋ（きっと～にちがいない）、
kɯ̀ap（ほとんど）など）は、否定接辞 mâyとは共起
しないため、本稿では動詞としては扱わない。
　また、Prasithrathsint（2010）も王立学士院のタイ語
辞典（仏暦 2525年版）からタイ語の動詞の見出し語
を収集し、それらが統語上どんな語と共起するか、ど
んな必須補語をとるかに着目して、タイ語の動詞を大
きく 10に下位分類している。すなわち、自動詞、他
動詞、補語動詞、場所動詞、動詞後続の動詞、使役構
文に用いられる動詞、感情動詞、伝達動詞、前置詞節
後続の動詞、そして相互動詞である。本稿では、動
詞句の前に位置する khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀの統語
的特徴を考察するにあたっては、この Prasithrathsint

（2010）の下位分類も参考にしながら、考えていくこ
とにする。

4．限定辞を考察する際に考慮すべきタイ語
     の動詞連続構造

　ここでは、限定辞が動詞句の前に位置する場合につ
いてその統語的特徴を考察するにあたり、注意すべき
動詞連続構造5があることについて述べておきたい。
まず、4.1節では、連続する動詞（句）の相互の関係
に基づき、2つのタイプの動詞連続構造が観察される
ことを確認する。4.2節では、4.1節で見た 2つの動詞
連続構造の関係を基に、さらに［動詞句 1＋動詞句 2］
＋［動詞句 3］という動詞連続構造が構成されること
についておさえておく。なお、本稿で取り扱う動詞連
続構造は動詞連続が 2つの場合および 3つの場合に限
定する。

　4.1．先行動詞句と後続動詞句の関係

　まず、文中に見られる連続する動詞（句）の相互関
係について見ると、動詞連続構造には「主核動詞－補
語」と「被修飾語－修飾語」という 2つのタイプが見
られることがわかる。各々のタイプを、以下 4.1.1節
と 4.1.2節で詳述する。
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　　4.1.1．「主核動詞－補語」の動詞連続構造

　文中にある連続する動詞（句）には、主核動詞とそ
の補語という関係をなす動詞連続構造が見られる。先
行する動詞句は文の主核動詞で、後続する動詞句は先
行する動詞句の補語となっている。以下の（9）（10）
にその例を示す。（以下、対象となる動詞句に下線を
付す。）

　(9)  maanáˀ   lɯ̌a 　thaa        sǐi

［人名］    残す     塗る        色 

（マーナは色を塗ることをやり残した。）

　(10) maanáˀ   lɯɯm   láaŋ  caan

［人名］     忘れる    洗う   皿

（マーナは皿を洗うことを忘れた。）

　（9）では、「lɯ̌a（残す）」（先行動詞句）の後ろに「thaa 

sǐi（色を塗る）」（後続動詞句）が、また（10）では、
「lɯɯm（忘れる）」（先行動詞句）の後ろに「láaŋ caan

（皿を洗う）」（後続動詞句）がそれぞれ後続している。
この場合、後続する動詞句（「thaa sǐi（色を塗る）」お
よび「láaŋ caan（皿を洗う）」）は、それぞれ文の主核
動詞である「lɯ̌a（残す）」および「lɯɯm（忘れる）」
の補語という関係になっている。

　　4.1.2.「被修飾語－修飾語」の動詞連続構造

　また、文中にある連続する動詞（句）の相互関係に
は、後続する動詞句が先行する動詞句の修飾語という
関係をなす動詞連続構造も見られる。この場合これら
の 2つの動詞句は、連続して、ある複合された動きや
状態を表す。4.1.1節で見た「主核動詞－補語」とい
う関係の動詞連続構造とは異なり、ここでは、対象と
なる動詞連続構造は「被修飾語－修飾語」という関係
となっている。以下の（11）（12）はその例である。
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　(11) phɯ̂an  wîŋ  　　pay 　 　rooŋrian

   友達    走る  （～て）行く        学校

（友達は学校へ走って行った。）

　(12) kháw  wâat  　wáy         bon    phanǎŋ

    彼      描く （～て）おく   上          壁

（彼は壁に（絵を）描いておいた。）

　（11）では、「wîŋ（走る）」という動詞（先行動詞句）
に、方向を表す動詞「pay（（～て）行く）」（後続動詞
句）が、（12）では「wâat（描く）」という動詞（先行
動詞句）に状態を表す動詞「wáy（（～て）おく）」（後
続動詞句）が、それぞれ後続している。この場合、後
続の動詞句（「pay（（～て）行く）」と「wáy（（～て）
おく）」）がそれぞれ先行する動詞「wîŋ（走る）」およ
び「wâat（描く）」を修飾するという関係になっている。
それぞれの動詞句が連続した動詞連続構造「wîŋ pay」
「wâat wáy」は、それぞれ「走って行く」「描いておく」
というように、ある複合された動きや状態を表すこと
になる。
　以上、4.1.1節および 4.1.2節で見た動詞連続構造
においては、最前に位置する動詞（先行動詞句）は、
Prasithrathsint（2010）で言う「動詞後続の動詞」に相
当する。

　4.2.［動詞句 1 ＋動詞句 2］＋［動詞句 3］の
          動詞連続構造

　前述した 4.1節では、動詞連続構造における先行動
詞句と後続動詞句の関係について見た。その結果、動
詞連続構造には「主核動詞－補語」および「被修飾語
－修飾語」という 2つの関係が見られることがわかっ
た。本節では、4.1節で見られたその動詞連続構造の
関係を基に、さらに［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞
句 3］という動詞連続構造が構成されることについて
確認する。
　この動詞連続構造では、4.1.2節で見た動詞連続構
造と同様に、まず動詞句 2（後続動詞句）が動詞句 1
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（先行動詞句）の修飾語という関係になっており（「被
修飾語－修飾語」）、この 2つの動詞（句）は連続し
て、ある複合された動きや状態を表す。そして、さら
にこの複合構造が 1つの動詞句として文の主核動詞と
なり、動詞句 3を補語としてとるという構文になって
いる。以下の（13）～（15）はその例である。

　(13) phɯ̂an  wîŋ         pay         sawàtdii  ˀaacaan

   友達    走る  （～て）行く  挨拶する    先生

（友達は先生に挨拶するために、走って行った。）

　(14) kháw     wâat           wáy           tâŋ-choo

    彼         描く    （～て）おく      展示する

（彼は展示するために、（絵を）描いておいた。）

　(15) rátthabaan    baŋkháp      hây     raayŋaan-tua

       政府          強制する  させる       出頭する

（政府は出頭するように強制した。）

　（13）では、「wîŋ（走る）」という動詞（動詞句 1）
に方向を表す動詞「pay（（～て）行く）」（動詞句 2）
が後続している。この場合、後続する動詞句「pay（（～
て）行く）」が先行する動詞「wîŋ（走る）」を修飾す
るという関係になっている。この 2つの動詞句は連続
して「wîŋ pay（走って行く）」となり、1つの複合さ
れた動きを表す。さらに、この複合構造が 1つの動詞
句として文の主核動詞となり、「sawàtdii ˀaacaan（先
生に挨拶する）」という動詞句（動詞句 3）を補語と
してとるという構文になっている。
　（14）では「wâat（描く）」という動詞（動詞句 1）
に状態を表す動詞「wáy（（～て）おく）」（動詞句 2）
が後続している。この場合も（13）と同様に、後続の
動詞句「wáy（（～て）おく）」がその前に位置する「wâat

（描く）」を修飾するという関係になっている。この 2

つの動詞句は連続して「wâat wáy」となり、「描いて
おく」という複合された状態を表す。そして、さらに
この複合構造が 1つの動詞句として文の主核動詞とな
り、「tâŋ-choo（展示する）」という動詞句（動詞句 3）
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を補語としてとるという構文になっている。
　同様に、（15）では「baŋkháp（強制する）」という
動詞（動詞句 1）に使役動詞「hây（させる）」（動詞
句 2）が後続し、後続の動詞句「hây（させる）」が前
置の「baŋkháp（強制する）」を修飾するという関係に
なっている。この 2つの動詞句は連続して「baŋkháp 

hây（～ように強制する）」となり、1つの複合された
動きを表す。そして、さらにこの複合構造が 1つの動
詞句として文の主核動詞となり、「raayŋaan-tua（出頭
する）」という動詞句（動詞句 3）を補語としてとる
という構文になっている6。

　このように、この動詞連続構造（［動詞句 1＋動詞
句 2］＋［動詞句 3］）には、基本的には 4.1.1節で見
た動詞連続構造（「主核動詞－補語」）と同様の関係が
見られる。4.1.1節で見た先行動詞句と後続動詞句は
「主核動詞－補語」という関係をとっており、本節に
おいて見た動詞連続構造（［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動
詞句 3］）においても「動詞句 1＋動詞句 2」と「動詞
句 3」とは「主核動詞－補語」という関係となっている。
ただし、この場合は、「動詞句 1」と「動詞句 2」の間
にはさらに 4.1.2節で見たような「被修飾語－修飾語」
という関係も見られるという特徴がある。この連続に
おいて、「動詞句 1」と「動詞句 2」は複合された動き
や状態を表すことになる。

　動詞句の前に位置する限定辞を考察するにあたって
は、以上 4.1節および 4.2節で見たような動詞連続構
造について考慮する必要がある。次の第 5節で限定辞
に後続する動詞句の特徴について詳しく分析を行う
が、その際、特に 4.2節で述べた動詞連続構造（［動
詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］）においてどの限定
辞が用いられ得るかが問題となる。
　

5．限定辞に後続する動詞句の特徴

　本稿で分析の対象とするタイ語の限定辞は、動詞句
の前に位置する場合の khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀであ
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る。これらの限定辞に後続する動詞句の文中における
役割に着目すると、次の 2つのタイプが考えられる。
1つは「限定辞＋主核動詞（＋補語）」の形をとるもの、
もう 1つは「主核動詞＋限定辞＋補語」となるもので
ある。本稿では、前者を《タイプ A》、後者を《タイ
プ B》と呼ぶことにする。第 4節で検討した動詞連続
構造は、限定辞がこのうちの《タイプ B》で用いられ
る際に関わってくる。この点については、5.2節で詳
述する。以下、5.1節と 5.2節で《タイプ A》《タイプ B》
の 2つのタイプについて順に見る。

　5.1．《タイプ A》：「限定辞＋主核動詞
          （＋補語）」

　限定辞がこのような《タイプ A》の構造で用いられ
る場合には、限定辞に後続する動詞は、その文の主核
動詞としての役割を果たしている。この主核動詞は補
語をとる場合もあれば、とらない場合もある。以下の
（16）（17）は、補語をとらない場合ととる場合のそれ
ぞれの例である。
　
　(16)  sɯ̂a       tua      níi       {khɛ̂ɛ/phiaŋ/

シャツ［類別］  この             ［限定］

*tɛ̀ɛ/*chaphɔ́ˀ}     sák

        ［限定］　  　   洗う

（このシャツは洗っただけだ。）

　(17) maanáˀ  {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/*chaphɔ́ˀ}

［人名］                     ［限定］

thaa   sǐi

塗る   色

（マーナは色を塗るだけだ。）

　（16）（17）では、限定辞に後続する動詞（「sák（洗う）」
および「thaa（塗る）」）は、それぞれ文の主核動詞となっ
ている。（16）の「sák（洗う）」は補語をとっていないが、
（17）を見ると、この主核動詞（「thaa（塗る）」）は補
語（「sǐi（色）」）をとっている。

動詞句の前に位置するタイ語の限定辞
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ についての考察

　以上の（16）（17）の例文中に非文となる場合を「*」
を付して示したように、この《タイプ A》で用いるこ
とができる限定辞は khɛ̂ɛと phiaŋのみである。tɛ̀ɛと
chaphɔ́ˀは、《タイプ A》で用いることができない。
　この場合、限定辞 khɛ̂ɛと phiaŋは、付属語として
文の主核動詞「sák（洗う）」および「thaa（塗る）」の
前に置かれ、「限定」という意味を付加することになる。
よって、この場合の「限定辞＋主核動詞」には「付属
語－自立語」という関係が見られることになる。

　5.2．《タイプ B》：「主核動詞＋限定辞＋補
          語（動詞句）」

　次に、《タイプＢ》「主核動詞＋限定辞＋補語（動詞
句）」について検討する。《タイプ B》の場合、限定辞
に後続する動詞句は《タイプ A》のような主核動詞で
はなく、文の補語の役割を果たしている。また、限定
辞に前置する文の主核動詞に着目すると、それが単独
で用いられる動詞であるか、あるいはそこに動詞連続
構造が見られるかによって限定辞の現れ方が異なる。
この点について、5.2.1節および 5.2.2節で詳しく見て
いく。

　　5.2.1．主核動詞が単独で用いられる動詞
                である場合

　まず《タイプ B》の「主核動詞＋限定辞＋補語（動
詞句）」のうち、限定辞に前置する主核動詞が単独で
用いられる動詞であるというのは以下の（18）（19）
のような例の場合である。

　(18) maanáˀ   lɯɯm      {khɛ̂ɛ/phiaŋ/tɛ̀ɛ/chaphɔ́ˀ}

 ［人名］    忘れる                        ［限定］

láaŋ  caan

洗う    皿

（マーナは皿を洗うことだけを忘れた。）
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　(19) maanáˀ   lɯ̌a　{khɛ̂ɛ/phiaŋ/tɛ̀ɛ/chaphɔ́ˀ}

 ［人名］    残す                    ［限定］

thaa   sǐi

塗る   色 

（マーナは色を塗ることだけやり残した。）

　（18）（19）では、「［限定辞］＋ láaŋ caan（皿を洗
うだけ）」「［限定辞］＋ thaa sǐi（色を塗るだけ）」が
それぞれ単独動詞である文の主核動詞の「lɯɯm（忘
れる）」および「lɯ̌a（やり残す）」を修飾するという
関係になっている。この場合、基本的に khɛ̂ɛ、phiaŋ、
tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀの 4つの形式がいずれも現れ得る。
　さらに、「［限定辞］＋ láaŋ caan（皿を洗うだけ）」「［限
定辞］＋ thaa sǐi（色を塗るだけ）」においては、《タ
イプ A》と同様に、限定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ

という付属語が「láaŋ（洗う）」および「thaa（塗る）」
という動詞（自立語）の前に置かれ、「限定」の意味
を付加する働きをしていることがわかる。

　　5.2.2．主核動詞に動詞連続構造が見られ
               る場合

　また、《タイプ B》の主核動詞は 4.2節で見た動詞
連続構造（［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］）を
とる場合もある。この場合には、すべての限定辞が用
いられるわけではないため、注意する必要がある。以
下（20）～（22）にその例を示す。（以下、主核動詞
部分の動詞連続構造において後続動詞に波線を付す。） 

　(20) phɯ̂an       wîŋ            pay           {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/

   友達          走る     （～て）行く                ［限定］

*chaphɔ́ˀ}　sawàtdii      ˀaacaan

    ［限定］       挨拶する         先生

（友達は先生に挨拶するためにだけ走って行っ
た。）

　(21) kháw  wâat         wáy       {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/

    彼      描く  （～て）おく                    ［限定］
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*chaphɔ́ˀ}　　tâŋ-choo

   ［限定］             展示する　

（彼は展示するためにだけ（絵を）描いておい
た。）

　(22) rátthabaan    baŋkháp     hây    {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/

       政府         強制する  させる            ［限定］

*chaphɔ́ˀ}　raayŋaan-tua

    ［限定］          出頭する

（政府は出頭するようにだけ強制した。）

　（20）～（22）を見るとわかるように、「pay（（～て）
行く）」などの方向を表す動詞、状態を表す動詞「wáy

（（～て）おく）」、使役動詞「hây（させる）」というよ
うな動詞が動詞（wîŋ（走る）、wâat（描く）、baŋkháp

（強制する））にそれぞれ後続し、動詞連続構造を作
り、1つの動詞句（主核動詞）として働いていること
がわかる。そして、「sawàtdii ˀaacaan（先生に挨拶す
る）」、「tâŋ-choo（展示する）」、「raayŋaan-tua（出頭する）」
という動詞句は、それぞれその主核動詞「wîŋ pay（走っ
て行く）」、「wâat wáy（描いておく）」、「baŋkháp hây（～
ように強制する）」の補語という関係になっている。
即ち、限定辞の前後に位置する動詞句は、全体として
4.2節で見たような［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］
という動詞連続構造をとっているわけである。この場
合、上記例文中に非文となる場合を「*」を付して示
したように、現れ得る限定辞は khɛ̂ɛと phiaŋだけで
ある。tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは用いることができない。
　なお、以下の（23）～（25）に示すように、この場
合の動詞連続構造における後続する動詞（方向動詞、
状態動詞、使役動詞など）は、限定辞に後置して表現
することも可能である。

　(23) phɯ̂an     wîŋ     {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/*chaphɔ́ˀ} 

   友達       走る                       ［限定］                 

 pay            sawàtdii      ˀaacaan

  （ ～て）行く      挨拶する         先生

（友達は先生に挨拶するためにだけ走って行った。）
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　(24) kháw  wâat  　{khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/*chaphɔ́ˀ}

    彼      描く                       ［限定］         

 wáy              tâŋ-choo

 （～て）おく        展示する

（彼は展示するためにだけ（絵を）描いておい
た。）

　(25) rátthabaan     baŋkháp     {khɛ̂ɛ/phiaŋ/*tɛ̀ɛ/

       政府          強制する                ［限定］ 

*chaphɔ́ˀ}   hây 　raayŋaan-tua

    ［限定］       させる      出頭する

（政府は出頭するようにだけ強制した。）

　ただし、この場合の限定辞の現れ方も例（20）～（22）
で見た場合と違いは見られず、khɛ̂ɛと phiaŋは出現可
能だが、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは用いられない。表される意味
もほぼ同じである。よって、この構文も《タイプ B》
「主核動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」のうち、主格動
詞が動詞連続構造をとる場合の 1つのバリエーション
（動詞連続構造における後続動詞が限定辞に後置され
るもの）として扱うことができると考えられる。

　5.3．第 5 節のまとめ

　5.1節と 5.2節では、限定辞に後続する動詞句の文
中における役割に着目して分析を行った。つまり、そ
の動詞句が文の主核動詞であるか補語であるかという
点から、《タイプ A》と《タイプ B》の 2つに分けて
限定辞の出現環境を見た。以下の表 1は、動詞句の前

動詞句の前に位置するタイ語の限定辞
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ についての考察

に位置する場合の限定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀに
ついて、以上の統語的特徴をまとめたものである。表
中の記号（○、×）は、各限定辞がそのタイプで用い
られるか否かを示す。（○＝可能、×＝不可能）

　khɛ̂ɛと phiaŋについては、《タイプ A》と《タイプ B》
のいずれの場合においても使用することができる。一
方、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは、《タイプ A》では使用できない
が、《タイプ B》のうち主核動詞が単独動詞である場
合には使用できる。その一方、《タイプ B》でも限定
辞の前に位置する主核動詞が動詞連続構造をとる場合
（［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］）には、tɛ̀ɛと

chaphɔ́ˀは使用できない7。

6．動詞句の前に位置する場合の
     khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ の意味的特徴

　第 5節では khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀが動詞句の前
に位置する場合について、その統語的特徴を見た。本
節ではこれらの限定辞が動詞句の前に位置する場合の
意味的特徴について考察する。最も参考になる先行研
究として、第 2節で取り上げたように名詞句の前に位
置する場合のタイ語の限定辞について詳しく考察を
行ったモンコンチャイ（2015）がある。以下、モンコ
ンチャイ（2015）で示されたこれらの限定辞の意味的
特徴を参考にしつつ、それらが動詞句の前に位置する
場合においても同様の分析が可能であるかどうかとい
う観点から考察を進めていく。まず 6.1節で khɛ̂ɛと
phiaŋについて検討し、この二つの限定表現の「非到

表 1　動詞句の前に位置する場合の限定辞の統語的特徴
　　

　　タイプ

限定辞

《タイプ A》
「限定辞＋主核動詞（＋補語）」

《タイプ B》
「主核動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」

主核動詞
＝単独動詞

主核動詞
＝動詞連続構造

khɛ̂ɛ ○ ○ ○
phiaŋ ○ ○ ○
tɛ̀ɛ × ○ ×
chaphɔ́ˀ × ○ ×



50

達性を示す」という特徴を考察する。次に 6.2節にお
いて tɛ̀ɛについて検討し、「時間的・空間的な分布の
多さを示す」という特徴を確認する。最後に 6.3節に
おいて chaphɔ́ˀについて考察し、「対象の事柄を特化
する」という特徴が見られることを見る。

　6.1．限定辞 khɛ̂ɛ と phiaŋ について

　モンコンチャイ（2015）では、khɛ̂ɛと phiaŋは対象
となる数量・事柄が話し手のとらえる基準、または一
般的な基準を満たしていないこと、すなわち何らかの
「非到達性」を表すとしている。以下の（26）はその
例である。

　(26) maanii          pen          {khɛ̂ɛ/phiaŋ}

 ［人名］     ［コピュラ］              ［限定］

phɯ̂an　 mây-dây          pen          fɛɛn

  友達          ［否定］      ［コピュラ］     恋人

kàp   kháw

 と       彼

（マーニーは彼の恋人ではなく、ただの友達だ。）
（モンコンチャイ（2015）（36））

　（26）では、話し手は人間関係の親密さについて、
恋人と呼べる関係になるためには、今の「友達」とい
う関係よりも親密さを深めなければならないものだと
とらえていると推察できる。しかし、マーニーはその
話し手のとらえる基準（恋人になるまでの十分な親密
度）を満たしていないということが述べられている。
　このような基準への「非到達性」という意味的特徴
は、これらの限定辞が動詞句の前に位置する場合にお
いても同様に見られるのではないかと思われる。
　前節で動詞句の前に位置する場合の限定辞の統語的
特徴を見たように、khɛ̂ɛと phiaŋは《タイプ A》「限
定辞＋主核動詞（＋補語）」および《タイプ B》「主核
動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」のいずれにおいても
使用することができる。以下の（27）（28）は限定辞
が動詞句の前に位置する場合の例である。
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　(27) maanii　 {khɛ̂ɛ /phiaŋ} 　cèp    khɔɔ 

 ［人名］           ［限定］              痛む      喉

mây-dây 　    pen       wàt

     ［否定］        ［コピュラ］       風邪

（マーニーはただ喉が痛むだけで風邪を引いた
わけではない。）

　(28) chiiwít　maanáˀ    mii 　{khɛ̂ɛ /phiaŋ}

    人生      ［人名］     ある         ［限定］

lên 　 dontrii  kàp   kin 　lâw

やる        音楽      と      飲む     酒

（マーナの人生には音楽と酒しかない。）

　（27）は《タイプ A》、（28）は《タイプ B》の例である。
（27）は、マーニーは風邪を引いてはいないというこ
とを述べようとしている文である。風邪を引いた場合、
一般的には、頭痛、咽頭炎、発熱など様々な複合的な
病状が現れるものと思われるが、マーニーはただ「喉
が痛い」という症状しか持たないため、一般的に「風
邪を引いた」と言える病状は満たしていないと話し手
はとらえている。
　また、（28）では、いつも音楽を演奏したり、酒を
飲んだりするというマーナの日常生活について述べら
れている。話し手は人生には例えば仕事や友人関係、
思索、勉学など様々な活動が含まれるものと考えてい
ると思われるが、マーナは「音楽をすること」と「酒
を飲むこと」の 2つの活動しかしていない。つまり、
話し手のとらえる「人生」の基準を満たしていないこ
とが述べられていると考えられる。
　以上（27）（28）を見てわかるように、khɛ̂ɛと phiaŋ

が動詞句の前に位置する場合についても、名詞句の前
に位置する場合と同様に、基準への「非到達性」とい
う観点から分析することが可能である。

　以下の（29）～（32）は、TNCコーパスに観察さ
れた khɛ̂ɛと phiaŋの例である。（29）（30）は《タイプ A》
の例で、（31）（32）は《タイプ B》の例である。
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　(29) hɔ̂ŋphák  khɔ̌ɔŋ  phǒm  tɔɔnníi   kɔ̂ɔ 

   部屋         の         私          今      ［接］

yùu    nâa  hàat    khɛ̂ɛ     rûut       mâan

ある    前      岸    ［限定］  開ける  カーテン

kɔ̂ɔ     mɔɔŋ    ˀɔ̀ɔk          pay          hěn

［接］    見る      出る  （～て）行く    見える

náam-thalee      lɛ́ɛw ［PRNV107］

        海水           ［完了］

（今の部屋は海岸に面しているので、カーテン
を開けるだけですぐ海が見える。）

　(30) mɯ̂a    pay    thɯ̌ŋ     cùtmǎay    phiaŋ

   時      行く    着く        目的地     ［限定］

yâaŋkraay   phón    pratuu-bâan    khâw

       歩く      越える         正門            入る

pay                 níit     kɔ̂ɔ   sǎmphàt    dây

（～て）行く ［人名］  ［接］    感じる   できる

thɯ̌ŋ        banyaakàat   sǎmràp

について       雰囲気        ため

ŋaanlíaŋ ［PRNV003］

パーティー

（ニースが目的地に到着すると、正門を通った
だけでパーティーの雰囲気を感じられた。）

　(31) sǎan     dây      phítcaaranaa    lɛ́ɛw

裁判所   ［獲得］         検討する         ［完了］

wâa      camləəy      mây      khəəy

と           被告人      ［否定］    ［経験］

kratham-phìt     maa kɔ̀ɔn      cɯŋ        lót

     罰を犯す            以前         それで    減らす

thôot   hây    lɯ̌a    khɛ̂ɛ     rɔɔ-loŋ -ˀaayaa

  罰   させる   残る  ［限定］         執行猶予

lɛ́ˀ         khumpraphrɯ́t   sɔ̌ɔŋ  pii  ［NWRP_ED008］
および       保護観察            2       年

（被告には前科がないため、裁判所は 2年間の
保護観察付き執行猶予の判決を下すことを決定
した。）

動詞句の前に位置するタイ語の限定辞
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ についての考察

　(32) phûu   cháy     ˀamnâatrát        khɯɯ

  者       使う   国家の統治権   ［コピュラ］

rátthabaan  　sɯ̂ŋ    phûu   cháy

     政府          ［関係］      者      使う

ˀamnâatrát    nay  kaanbɔɔrihǎan

国家の統治権　　　  中           行政

càˀ         hěn     nɛɛwthaaŋ    yàaŋray

［未然］ 見える         道          どのように

pen 　          sìt    khɔ̌ɔŋ   fàay 

［コピュラ］  権力     の          側

kaanmɯaŋ     phrɔ́ˀchanán    raw    　pen

       政治                だから      私たち ［コピュラ］

khâarâatchakaan-pracam    kɔ̂ɔ   dây 

                   公務員                 ［接］  ［可能］

phiaŋ    sanə̌ənɛ́ˀ   lɛ́ˀ      patibàttaam 

［限定］   助言する  および           従う

krɔ̀ɔp    thîi     fàay  kaanmɯaŋ  kamnòt

  枠      ［関係］    側          政治       規定する　
［NWRP_CR005］

（国家の統治権を持つのは政府である。どのよ
うに行政を司るかは政治側に決定権がある。
よって、我々公務員は助言することや政治側に
よって定められたことに従うことしかできな
い。）

　（29）は、話し手の部屋が海に非常に近い場所にあ
ることを表す文である。カーテンを開けただけで、部
屋の窓からすぐ海が見えるような部屋は一般的にそう
ないものだが、この部屋は部屋から外へ出て歩いて
行ったりしなくても、窓のカーテンを開けただけです
ぐ海が見えるという位置にあることが述べられてい
る。（30）では、パーティーの賑やかさについて述べ
られている。普通は「正門を通過した」程度では、ま
だパーティー会場の雰囲気が感じられることはないだ
ろうと思われる。しかし、この例文の状況においては
敷地内の奥に入って行かなくても、正門を通過しただ
けで十分に中のパーティーの雰囲気が感じられるとい
うことが述べられている。
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　また、（31）では、被告の犯した罪に対して下され
る刑罰の大きさ・長さについて述べられている。一般
的な基準においては、被告の犯した罪に対する刑罰は
「2年間の保護観察付き執行猶予」よりも長いものが
適当であろう。だが「前科がない」という条件によっ
て実際に被告に下された刑罰は「2年間の保護観察付
き執行猶予」となった。これは一般的な基準より程度
の小さい・短い刑罰であるという文脈において限定辞
が用いられている。（32）では、公務員が政治の場に
おいて持つべき役割・力について述べられている。話
し手の基準においては、公務員は「助言することや政
治側によって定められたことに従うこと」よりも多く
の役割と決定権を持つべきだと考えられていると思わ
れる。だが現実には政治側が公務員よりも大きな権力
を持っており、公務員の仕事は「助言することや政治
側によって定められたことに従うこと」に限定され、
話し手のとらえる基準に到達していない。

　以上、ここではモンコンチャイ（2015）の指摘と照
らし合わせながら、khɛ̂ɛと phiaŋについて考察を行っ
た。その結果、khɛ̂ɛと phiaŋが動詞句の前に位置する
場合についても、それらが名詞句の前に位置する場合
と同様に「対象となる事柄が話し手のとらえる基準、
または一般的な基準を満たしていないこと、すなわち
何らかの「非到達性」を表す」ということが観察され
ることが確認できた。また、統語的特徴において確認
したように、khɛ̂ɛと phiaŋは、《タイプA》においても《タ
イプ B》においても用いることができるため、このよ
うな「非到達性」の意味は、構文的に見れば《タイプ A》
《タイプ B》のいずれにおいても観察されるというこ
とがわかる8。

　6.2．限定辞 tɛ̀ɛ について

　モンコンチャイ（2015）では、限定辞 tɛ̀ɛは対象と
なる事柄が時間的あるいは空間的に何らかの基準より
多く分布しているととらえられる際に用いられ、また、
同類の他の要素を完全には排除しない場合にも用いら

モンコンチャイ　アッカラチャイ

れるという特徴があるとしている。以下の（33）は時
間的な分布の多さを表す場合の例であり、（34）は空
間的な分布の多さを表し、同類の他の要素を完全に排
除しない場合の例である。

　(33) maanii  wan-wan   lên       tɛ̀ɛ　  keem

［人名］         毎日      遊ぶ   ［限定］   ゲーム

tham-hây   sǎay-taa    sǐa

  ［使役］         視力      壊れる

（マーニーは毎日ゲームばかりしているので、
視力が低下している。）

（モンコンチャイ（2015）（46））

　(34) nay    hɔ̂ŋ 　maanii　 mii 　 tɛ̀ɛ

 中     部屋     ［人名］     ある   ［限定］

naŋsɯ̌ɯ    phaasǎa-yîipùn  tem-pay-mòt

      本                 日本語             たくさん

tɛ̀ɛ         tây 　 tóˀ-thamŋaan 　 tua

しかし    下                   机           ［類別詞］

nán    mii  naŋsɯ̌ɯ　 phaasǎa-ciin

その     ある      本                 中国語

yùu    dûay

ある         も

（マーニーの部屋の中には日本語の本ばかりが
あるが、その机の下には中国語の本もある。）

（モンコンチャイ（2015）（49））

　（33）では、マーニーは話し手のとらえる一般的な
基準よりも多く、繰り返しゲームをしているというこ
とが述べられており、この場合、その基準とは「視力
が低下しない程度」と考えられる。（34）では、話し
手が持っている、「一般に部屋にあると考えられる日
本語の本の数」という基準よりも多くの日本語の本が、
マーニーの部屋の中にあることを表している。しかし、
後続の文脈からわかるように、マーニーの部屋にある
本は全てが日本語の本というわけではなく、中国語の
本なども存在する。つまり、日本語の本以外の本を完
全に排除しているわけではない。
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　このような意味的特徴については、限定辞 tɛ̀ɛが動
詞句の前に位置する場合においても、同様の点が観察
されると思われる。
　第5節で確認したように、限定辞 tɛ̀ɛは《タイプB》「主
核動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」（主核動詞は単独の
動詞）でしか使えない。以下（35）～（37）はその例
である。

　(35) maanáˀ     lɯɯm      tɛ̀ɛ    láaŋ   caan

［人名］      忘れる   ［限定］     洗う     皿

penpracam

    いつも

（マーナは皿を洗うことだけよく忘れる。）

　(36) kháw   ˀòkhàk    mùu-níi     lǝǝy  　mii

   彼    失恋する         最近       だから    ある

tɛ̀ɛ　     kin   lâw   thúkwan 

［限定］  飲む      酒　     毎日　

（彼は最近失恋したので、毎日酒を飲んでばか
りいる。）

　(37) nákrian   nay   hɔ̂ŋ   níi    aw      tɛ̀ɛ 

   学生       中       部屋    この    取る  ［限定］

 làp     kan    tɛ̀ɛ-kɔ̂ɔ    mii    khon    thîi 

 寝る    互い   しかし     いる     人    ［関係］

  tâŋcay        rian    dûay   mɯ̌ankan

 一生懸命   勉強する      も          同じ

（この部屋にいる学生たちは寝ている人ばかり
だが、真面目に勉強している人もいる。）

　（35）（36）はいずれも時間的な事柄の分布の多さを
述べる文である。たとえば、（35）では、対象となる
事柄「láaŋ caan（皿を洗う）」に限ってマーナは忘れ
ることが多いということが述べられている。また、（36）
では、彼は「酒を飲む」という行為を一般の基準より
繰り返し多く行っているということが述べられてい
る。また、（37）は対象となる事柄が空間的に多く分
布していることを述べる文である。つまり、「nay hɔ̂ŋ

動詞句の前に位置するタイ語の限定辞
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ についての考察

（教室の中）」という同一空間において、「làp（寝る）」
という行為を行う学生が一般の基準よりも多いという
ことが述べられている。また、後続の文脈からわかる
ように、教室にいる学生全員が寝ているのではなく、
それ以外の行為（真面目に勉強する）を行う学生もい
る。このように、「寝る」という行為以外の行為を完
全に排除しているわけではない。
以下の（38）（39）は、TNCコーパスで観察された
tɛ̀ɛが動詞句の前に位置する例である。

　(38) nîi      yàa          mua        tɛ̀ɛ

ねえ   ～しないで    夢中になる  ［限定］

yûŋ         rɯ̂aŋ    khon-ˀɯ̀ɯn    ləəy

関わる       話             他人               よ

karunaa                tɔ̀ɔp     khamthǎam   chán

～してください  答える           質問           私

dûay     pɔɔ     kratûn ［PRNV090］
  も     ［人名］     促す

（「ねえ、人のことを気にしてばかりいる場合
じゃないよ。私の質問に答えてください。」
とポーは言った。）

　(39) phɯ̂an-phɯ̂an   man   chɔ̂ɔp      lɔ́ɔ      phǒm

      友達たち       彼ら    よく   からかう    私

wâa  nák fǎn raay wan    khɯɯ    ˀaw

  と          夢見る者           すなわち  取る

tɛ̀ɛ        fǎn 　 　mây     yɔɔm

［限定］  夢を見る     ［否定］     認める

loŋ-mɯɯ       sáˀ thii ［MG127］
やり始める    ［終助詞］

（私は友達に夢見る者といつもからかわれてい
る。つまり夢を見てばかりいて何も始めようと
しないという意味だ。）

　（38）では、ポーが相手を注意している場面での会
話である。対象となる事柄「yûŋ rɯ̂aŋ  khon-ˀɯ̀ɯn（人
のことを気にする）」に限って、話し手（ポー）のと
らえる基準よりも、相手が「mua（夢中になる）」こ
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とが時間的に多く繰り返されることが表されている。
（39）では、話し手は「fǎn（夢を見る）」行為に限って、
一般社会の基準より多く繰り返していることが述べら
れている。（38）（39）はいずれも時間的な分布の多さ
ととらえられる例である。なお、限定辞が動詞句の前
に位置する場合において、tɛ̀ɛが対象の空間的な分布
の多さを表す例（例えば、例（37）のようなもの）は
TNCコーパスでは観察されなかった8。

　以上、本節ではモンコンチャイ（2015）で示された
tɛ̀ɛの意味的特徴を参考にしつつ、tɛ̀ɛが動詞句の前に
位置する場合の意味的特徴について確認した。その結
果、tɛ̀ɛが動詞句の前に位置する場合に見られる意味
的特徴として、それが名詞句の前に位置する場合と同
様に「対象となる事柄が時間的あるいは空間的に何ら
かの基準より多く分布している」ととらえられる際に
用いられ、また、「同類の他の要素を完全には排除し
ない」ということが観察されることが確認できた。た
だし、TNCコーパスにおいては、tɛ̀ɛが動詞句の前に
位置し、対象となる事柄が空間的に多く分布すること
を表す例は観察されなかった。

　6.3．限定辞 chaphɔ́ˀ について

　ここでは、動詞句の前に位置する場合の chaphɔ́ˀ

について検討する。モンコンチャイ（2015）では
chaphɔ́ˀについて対象となる事柄を特別な意味や役割
を持つなど「特化」されたものとしてとらえる場合に
用いるとしている。以下の（40）は、モンコンチャイ
（2015）で挙げられた例である。

　(40) maanii  kin　  chaphɔ́ˀ 　khâaw-tôm

［人名］  食べる      ［限定］             お粥

thîi       cháy   khâaw-hɔ̌ɔmmalíˀ  càak

［関係詞］    使う   ジャスミンライス   から

mɯaŋthay     tham      sɯ̂ŋ      pen        khâaw

       タイ          作る   ［関係詞］ ［コピュラ］      米
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chán   dii    krèet  ˀee

  級    良い       級      A

（マーニーは高級なタイ産のジャスミンライス
を使ったお粥しか食べない。）

（モンコンチャイ（2015）（52））

　（40）は、マーニーがタイ産のジャスミンライスを
使ったお粥のみを食べ、それ以外のお米を使ったお粥
を摂らないということを表しており、取り上げられる
事柄（高級なタイ産のジャスミンライスを使ったお粥）
に対して、話し手はそれを特別なものとしてとらえて
いるとしている。
　第 5節で述べたように、chaphɔ́ˀは tɛ̀ɛと同様に《タ
イプ B》「主核動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」（主核
動詞は単独の動詞）でしか用いることができない。例
えば、以下の（41）は特別に許可することを表す例で、
最もよく chaphɔ́ˀの意味を発揮する文脈と考えられる。

　(41) thîi     troŋ-níi   cháy   chaphɔ́ˀ    plùuk

土地       ここ      使う     ［限定］     植える

khâaw      hâam     cháy    tham  yàaŋ

    米       禁止する   使う     する   種類

ˀɯ̀ɯn

 他の

（この土地は田植え専用である。他のことに使っ
てはいけない。）

　（41）では、ある土地の使用目的について述べられ
ており、対象となる事柄「plùuk khâaw（田植えする）」
についてのみ、例外的かつ特別なこととして定めると
いうことが表されている。この文脈においては、他の
限定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛを用いて表現するのは難しい。
次の例（42）は、TNCコーパスで観察された chaphɔ́ˀ

を用いた例である。

　(42) mii   khɔ̂ɔkhwaam  sǐi-dɛɛŋ   pìt 

ある         文章               赤        貼る
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wáy                     thîi     phaay-nɔ̂ɔk  tua-thǎŋ

（ ～て） おく    ［関係詞］          外             車両

tháŋ sɔ̌ɔŋ dâan   wâa    cháy   chaphɔ́ˀ

         両側               と      使う     ［限定］

khǒn  khayàˀ-muunfɔ̌ɔy  tìt-chɯ́a

運ぶ                 ゴミ               有害 ［IRP051］
（（ゴミ収集車）車両の両側に「有害危険ゴミ専
用車」という赤い文字が貼ってある）

　（42）では、ゴミ収集車の車両に、有害危険ゴミを
収集するという目的専用の車両であることが示されて
いる。有害危険ゴミを収集するということが特別なこ
とであると伝えるために chaphɔ́ˀを用いて表現してい
るということがわかる。

7．まとめ

　本稿では、動詞句の前に位置する場合のタイ語の限
定辞 khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀの統語的特徴および意
味的特徴について考察を行った。
　統語的特徴に関しては、限定辞に後続する動詞句の
文中における役割に着目して、その動詞句が文の主核
動詞であるか補語であるかという点から分析を行っ
た。その結果、これらの限定辞の統語的特徴について、
2つのタイプに分類することができることがわかっ
た。1つは《タイプ A》「限定辞＋主核動詞（＋補語）」
の形をとるもの、もう 1つは《タイプ B》「主核動詞
＋限定辞＋補語（動詞句）」となるものである。これ
らのタイプによって限定辞の現れ方が異なってくる。
すなわち、限定辞 khɛ̂ɛと phiaŋについては、《タイプ A》
と《タイプ B》のいずれにおいても使用することがで
きる。一方、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀが使用できるのは《タイプ
B》のうち主核動詞が単独動詞である場合のみである。
《タイプ B》において限定辞の前に位置する主核動詞が
動詞連続構造をとる場合には、tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀは使用で
きない。
　また、動詞句の前に位置する場合の限定辞 khɛ̂ɛ、
phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀの意味的特徴については、モンコ
ンチャイ（2015）における限定辞が名詞句の前に位

動詞句の前に位置するタイ語の限定辞
khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀ についての考察

置する場合の考察結果と照らし合わせ考察を行った。
その結果、動詞句の前に位置する場合の khɛ̂ɛ、phiaŋ、
tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀは、いずれも名詞句の前に位置する場合
と同様の意味的特徴が観察されることがわかった。ま
ず khɛ̂ɛと phiaŋは、対象となる行為が話し手のとら
える基準、または一般的な基準を満たしていないこ
と、すなわち何らかの「非到達性」を表す場合に用い
られる。この場合 tɛ̀ɛと chaphɔ́ˀが用いられないこと
も、名詞句の前に位置する場合と同様である。また、
tɛ̀ɛは対象となる事柄が時間的・空間的に何らかの基
準より多く分布しているととらえられる際に用いら
れ、ほかの限定辞と異なり、これは同類の他の要素を
完全には排除しない場合にも用いられるという特徴が
ある。一方、対象となる行為が特別な意味や役割を持
つなど、「特化」されたものとしてとらえられる場合
には chaphɔ́ˀしか使用できず、ほかの限定辞を使うこ
とができないことがわかった。
　また、動詞句の前に位置する場合の限定辞の統語的
特徴について考察するにあたって、タイ語の動詞連続
構造についても「主核動詞－補語」「被修飾語－修飾語」
というような異なるタイプが観察されることが明らか
になった。さらに、それらの動詞連続構造を基に構成
される［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］という
タイプの動詞連続構造があることが観察され、この構
造が《タイプ B》「主核動詞＋限定辞＋補語（動詞句）」
における限定辞の出現の鍵となり、《タイプ B》でど
の限定辞が用いられるかということに関係してくるこ
とがわかった。
　以上、本稿で行ってきた考察からは、タイ語の限定
辞が動詞句の前に位置する場合の統語的特徴について
考察する際には、それらが名詞句の前に位置する場合
と比較すると、検討すべきポイントが異なることが見
てとれる。限定辞が名詞句の前に位置する場合では、
分析の対象となる要素は限定辞に後置される名詞句の
みである。それに対し、限定辞が動詞句の前に位置す
る場合においては、限定辞に後置される動詞句を単独
に見るのではなく、文中における複数の動詞句の相互
関係を見なければならないということがわかった。
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注
 1 タイ語の限定辞には、このほかに thâwnánや diawなどがある。しかし、これらの限定辞は文中では常

に限定する要素に後置されるという特徴を持ち、限定の意味をより強調するために、khɛ̂ɛ、phiaŋ、tɛ̀ɛ、
chaphɔ́ˀとともに用いる場合もある。このように thâwnánや diawは本稿で分析対象とする khɛ̂ɛ、phiaŋ、
tɛ̀ɛ、chaphɔ́ˀとは統語的特徴がきわめて異なり、同列に扱うことができないため、今回の分析対象からは
除くことにする。

 2 TNCコーパス（Thai National Corpus）は、タイにおけるタイ語の唯一の大規模コーパス（約 3,200万語）で、
2007年に作成されたものである。このコーパスには新聞、雑誌、論文など、主に出版物として刊行され
た現代タイ語の書き言葉が収録されている。その他、全体の 5～ 10％は手紙や作文や日記などといった
未刊行のものから、さらに、5％はウェブサイト上の記事からも採録されている。

 3 その他、形容詞句や前置詞句、副詞句、節の前に位置する場合が約 1割を占める。
 4 sǔay（きれい）、rɔ́ɔn（熱い）、sǐacay（悲しむ）、sanùk（楽しむ）などの語については、これらを動詞と見

なすかどうかは研究者によって見解が異なる。本稿で採用した Prasithrathsint（2010）などの定義に見ら
れる通り、統語的な基準によってタイ語の品詞を分類する場合には、これらの語は「動詞」と見なされる。
一方、Tonglor（1967）、 田中（2004）などは主に機能的な観点からタイ語の品詞を分類している。その場合は、
上記の sǔay（きれい）、rɔ́ɔn（熱い）、sǐacay（悲しむ）、sanùk（楽しむ）などという語は動詞とはされず、
修飾語の一種として扱われている。

 5 タイ語における動詞連続構造とは、複数の動詞句が、その形態を変えたり接続詞を介したりせずに、連
続することを許す動詞（句）連続のことである（高橋（2010）、峰岸（2013）等）。

 6 なお、（13）（14）のような文の構造については、「走って行って挨拶した」「描いておいて展示した」の
ように、時間の経緯に沿って並べた 2つの動詞句連続であるととらえることも可能だと思われる。ただし、
（15）に見られる「政府は出頭するように強制した」のような文の構造については、そのような時間的な
連続としてとらえることは難しい。本稿では（13）～（15）のような文の構造（［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動
詞句 3］）を「主核動詞－補語」の関係ととらえることによって、限定辞を用いた文の統語的な特徴を統
一的により的確にとらえることができるのではないかと考える。

 7 なお、タイ語の 3つの動詞（句）の動詞連続構造には［動詞句 1＋動詞句 2］＋［動詞句 3］という動詞
連続構造のほかに、［動詞句 1］＋［動詞句 2＋動詞句 3］ととらえることのできる動詞連続構造もある。
例えば、「lɯɯm tham kaanbâan maa（宿題をして来るのを忘れた。）」のようなもので、この場合、［動詞句
1］（lɯɯm忘れる）は文の主核動詞であり、［動詞句 2＋動詞句 3］（tham kaanbâan宿題をする＋ maa来る）
とは、「主核動詞－補語」の関係を成している。したがって、限定辞の現れ方について見る限り、この構
造は 5.2.1節で述べた「主核動詞が単独で用いられる動詞である場合」と同様のものとなり、あらゆる限
定辞が使用できる。そのため、本稿ではこの構造については取り立てて扱わない。

 8 なお、khɛ̂ɛと phiaŋの意味上の異同について、モンコンチャイ（2015）では、TNCコーパスで見られた
用例をジャンル別にまとめた結果、phiaŋは客観的叙述において、khɛ̂ɛは主観的叙述において使用される
と考えられるということが指摘されている。本稿においても TNCコーパスを見た限り、同様に khɛ̂ɛは話
し手の主観的な叙述を表すが、phiaŋは客観的な叙述を表すという差異があると考える。　

 9 名詞句の場合には、その名詞句によって表される事物・事柄が、空間的あるいは時間的に多く分布する
という解釈はいずれも問題なく成り立つと思われる。一方、tɛ̀ɛが動詞句を限定する場合には、動詞句が
主として物事の「動作・動き」の概念を表すものであることを考えると、その動詞句によって表される
動作・動きが「繰り返し」行われるという「時間的」な解釈が優先的になされることになるのではない
かと思われる。同一空間内で、同一の動作・動きが多数の主体により同時になされているという「空間的」
な解釈は、例（37）のような場合においては可能であるが、TNCコーパスにおける実例を見た限りでは、
限定辞 tɛ̀ɛが動詞句の表す動作・動きを限定する例において、このような空間的な多数性を表す例は見あ
たらなかった。
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