
東南アジア研究 第 6巻 第 2号 1968年 9月

カンボジア語標準語 とプノンペン方言

坂 本 恭 章

ThestandardKhmerlanguageanditsPhnom Penhdialect

by

YasuyukiSAKAMOTO

は じ め に

カンボジア語のプノンペ ン方言 と標準語 との発音 の相違 については,すでに Henderson は

"rapidpronunciation" としてふれ1),Nossは *≠r''音 についての考察を行な っている02)筆者

もその若干例を現地報告 として紹介 したことがあるが3),この両者4) を比 較 してみると,そ こ

にい くつかの対応法則が見 出されるので,ここに報告する｡

PP のインフォーマ ントは1945年生れの 男子で,プノンペ ン市で生 まれ 育 ったoST につい

ては,拙稿 ｢標準 カンボジア語の音韻体系｣ 5)を参照 していただきたい｡

//は音韻表記, 〔〕は音声表記,特 に必要でないかぎり簡略表記 とする｡母音上の 〔'〕

は低音 (chestregister)を示す｡概略の意味をく二>内に示す｡

I PP の音韻体系概説6)

1. 子音音素は ST と全 く同じである｡

p t c k フ

b d

m n Jl q
1) EugenieJ.A.Henderson,''ThemainfeaturesofCambodianpronunciation,"Bulletinof
theSchoolofOrientalandAfricanStudies,14,1952.

2) RichardB.Noss,"TheTreatmentof*/r/intwoModernKhmerDialects,"Studiesin
CombarativeAustroastaticLinguistics,ed.byN.H.Zide,TheHague,1966.

3) 本誌第 5巻第 2%0

4) 以下,プノンペン方言を PP,標準語を ST と略記する｡

5) 『アジア ･アフリカ言語文化研究』2(東京外国語大学,アジア ･アフリカ言語文化研究所)に発表の
予定｡

6) 音素の設定等で ST の記述の重複する部分は省略する｡
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2. 促音昔 素 も ST と全 く同じである｡

l Ill Ll

e ;)

a

3.PPには ST にないテ巨)二 屯母昔 [｣55･]8)が現われるO

[｣S55,] く酒 /- [｣k55･Ⅹ]-=瀬TJJ:

[｣t55･Ⅴ]く タロ芋二-[｣p55･m] 二二禁 じる/

手 付 二汗 が 少 し長いことは , 他の二重甘F'/T'-でいずれも主音が少 し長 くなることと平行 しているの

で,この二重母音は /e∂/9) であると紹釈する｡

STでは,[i･e]/ie/と [2･a]/ia/との対jL/I.があるが,PPでは対V_せず,いずれ も [i･a]で

ある｡

ST PP

[mi･en]/mien/ [mi･an]く龍眼二つ

lmZ,an]/mian/ lmi･an]く/有 る:--

これを /ia/と解釈する｡

上述 した以外は,PPの母音音素結 合は STのそれと同じである｡即ち

ii ulul uu ia ula u〇

ee aa 00
aa

ea

〇〇 ae,ae,aO

〇3

4.PPには,ST にない声調 として,低 く (chestregisterで)はじまり, しばらく持続 し

た後, a)上がる声調 と, ち)少 し下がってか ら上がる声調 とが現われる｡ しか し, b)の下

がり方はわずかで,上がることに特徴があり,かつ これは,長母音音節および二重母音音節に

のみ現われ, a)が短母音71相月このみ現われることと完全に補い合う分布を しているので, こ

の 2着 に対 して,低昇 り声調をみとめることにする｡ したがって,PP は STよりも声調がひ

とつ多 く,

7) 外来語にのみ｡
8) toneについてはⅠ章の4を参照｡

9) clusterの記号は,特に誤解の恐れのない限り省略する｡
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束 南 ア ジ ア研 究 第 6巻 第 2号

高 平 (特に記号をつけない)

低 平 (主母音上に [､]をつけて表わす)

低昇 り (主母音上に [′]をつけて表わす)

の 3種があることになる｡

例 [km]/k〇〇/ く首二> [kom]/kom/ く～するな:>

lkう:]/k5〇/ <唖> [kbm]/kbm/ <仇>

[｣k5:]/kうつ/<貧 しい> [｣kbm]10'/k6m/く員>

5. 音節の構造は ST と同じく

C(C)VC C(C)ⅤⅤ(C)ll)

の 2種があるほか,短母音 /a/で終わる音節が, 2音節語の第 1音節にのみ現われる｡

たとえば

[samaoc] く蟻>

は,通常の発音では 【a]が弱 く,ほとんど 1音節のように 発音される｡ しか し発音を他の人

に聞きとらせるとか,遠 くの人に大声で話 しかける場合などのように,ゆっくり明瞭に,第 1

音節にもス トレスをおいて発音するときには,これは [samaoc1,または 【saフmaoc]となり,

*[sa:maoc]となることはない｡このことは,たとえば

lkrb･1aeg] <場所>

の第 1音節が,通常で も少 し長日であり,ゆっくり発音する場合には [krP:laeg]となること

と平行 しない｡したがって,[krD･1aeり]は /kr〇〇1aeO/ と解釈するのであるが, 【samaoc]の

場合は */saamaoc/とするわけにはいかない｡

また,

lsma:n]/smaan/<想像する> [sa?ma:C]/sa?maac/<大会二>

の例があるので,*/smaoc/あるいは */sa?maoc/とすることもできない｡ 同様な例は他にも

ある｡

[calaai] く返答> [salD:] <スープ>

[claai]/claaj/ <答える> [slt):]/sl〇〇/ <スープを作る>

lca?la?na:]/ca?1a?naa/ <行動> [sa?1a:k】/sa?1aak/ く票>

10) 便宜上,前記 a)と b)の 2種の声調について同一記号を使用する0

ll) Cは子音,Ⅴほ母音
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坂本 :カンボジア語標準語 とプノンペ ン方 言

したがって,短母音 /a/で終わる音節をみとめることにし,次のように解釈するO

[samaoc]/samaoc/ [ca1aai]/calaaj/ [saltj:]/sal〇〇/

なお,[∂]を /a/と解釈するのは, a)実際に[a]となることがあり,これが,b)第一音

節にはス トレスがないために,tlilJまって[a]となったと考えることができるし,また, C)イン

フォーマントの意識に一致するからである｡

6. 音節頭音

6-1) すべての子音音素が単独で音節頭音となれることは ST と同様である｡ただ,/r/は

ST と異なり外来語 (主としてサ ンスクリット,パー リ語からの)にのみ現われる｡

lri･ac k a:] /riackaa/ (J政雁ン

[sa?ka?ra :C]/sa?ka?raa c/ -{紀元>

[se:rtH ] / seeraj/ く自由な>

6-2) 音節頭音 となることのできる子 音音素結合を,ST のそれ と比較すると次の通 りであ

る｡ (ST と一致するものは○印で,ST にな く PP にあるものを△印で,ST にあり PP に

ないものを〉く印で示す｡)

p1nSdt.t.J刀C十

C

-
s
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･
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∴
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.･
J
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X

△
)人

X

､｣
/
＼

＼

∠

＼

一

ST と著 しく異なる点は,

a) /m/,/1/が 予音音素結合を作らないことc

b) /Jl/,/n/,/り/が子音音素結合を作り語頭に立つこと｡

C) /r/が,外来語以外では,A)r/の形で語頭に立つ例 と /crc)〇/,/pr〇〇/,/tr〇〇/,/kr〇〇/

の形で 2音節語の第 1音節■に現われる例 とが若干あるだけで,実例がごく少数であること,

などである｡
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7. 音節主音には,すべての 単一母音音素,および その結合がなりうることは ST と全 く

同様である｡

8. 音節末には,/b/,/d/,/r/以外のすべての子音音素が立 ち得 るが,/S/は 語末には立

ち得ないことは ST の場合 と全 く同様である｡

9. 母音音素 と声調 との結びつきは,次のとおりである｡

高 平

.1

e

a

･I1

ee

竺

･1

u

a

低 平

: 】 e 5

(J

u｡

O｡
竺

00

泊

m

aa

m

ae,aa,aO

e

a

､e
､a
I

･u
.0
.
〇

∴
uu

.O｡

空

.00

お

也
.a

読

.誠

二
鵬

すなわち,高平 と低平 とについては ST と同様である｡/ae/,/a∂/,/ao/以外のすべての単

一母音音素および母音音素結合は低昇 り声調をとりうる｡ST にはない /ea/ほ,低昇 り声調

のみとりうる｡

例 [ciG]/Cih/

[C印 ]/C印/

[cei]/cej/

[paり]/paモ〕/

[｣peag]/p的/

[t血Ⅹ ] / ttnh /

[ktZt]/kat/

[t5v]/t5V/

[cux]/cub/

[sok ]/sok/

[｣sbk]/S6k/

く乗る>

く出る二>

く勝利>

くノヾ ン>

くフランス>

く方角>

く こする>

く行 く>

く俊をする二>

く愉快な:>

く 国 >

[｣ciG]/cih/ く似ている>

[｣ceJl]/ceJl/ く嫌 う>

[｣Cとi] /cb j/ <(樹木名)>

lpEaq]/paり/ く阻止する>

[｣t血Ⅹ]/t血h/ く見解>

[｣k5t]/kらt/ く刻む>

[ ｣t5v ] / t5v/ <正 しい>

[｣cdⅩ]/cbh/ く落ちる>

lsbk】/sbk/ く乱雑な>
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坂本 :カンボジア語標準語とプノンペン方言

[hT)Ⅹ] /hっh/

[pw5Ⅹ ] /p5h/

[ci:k]/ciik/

[｣ci:〃]/ciiv/

[se:k]/seek/

[ce:]/cee/

[ka :] /kaa/

[｣kと:] /kAa/

[k血 :] /kulu I /

[ ｣h血 ] /h血 L I/

[m℃:n]/ma∂n/

[｣C5:n]/C5an/

[ku:]/kuu/

[k̀o:C] /khooc/

lcd:] /cbo/

lplj:m]/p〇〇m/

[｣pう:m]/p5〇m/

[hi,an]/hian/

[1dlyaq]/1ular)/

く/飛ぶこ

て板ニー

く掘る∴

く雛の寄った二

三おうむII:-

三ののしる>

二什 1圭ン

三ベ ッド二

二すなわ ち 二

了あるいは＼

/万二

二沢両こ

こ組,対

く邪悪なこ

く二満潮ニ

=見張塔二二一

二′同意す る二一

二あえて～する=:

二黄色い二

[｣h証印]/htil粥/--r物語=-

lku.〇]/ku〇/ <～するほうがよいン

[tD甘n]/t〇an/ く追いつ く二､

[｣k5∂n]/k5∂n/ -二充分な二

[｣k55:1]/ke51/ -T敷 く=>

[｣C5 57.n] /ce5n/ く押す:-

[｣hw5Ⅹ]/h5h/ <生きる>

[｣pw5Ⅹ]/p5h/ <理由>

[｣hi:k]/hiik/ く拡がる二

[｣Sと:k]/seek/ <喉の渇いた/-

[｣Cと]/cee/ く斜めの>

lk主:]/kaa/ 二鳥の砂袋>

[｣p血]/p血uI/ 二,鳥肌がIllr/?I--

[C3:り]/C5ar)/ く足>

[｣kd:]/ktlu/ -:二先/生>

[｣k6:C]/k6oc/ 二蜜柑,>

[｣cb:]/C60/ 二老衰 した>

[pう:m]/pうC･m/ く食べる>

[｣hi･an]/hian/-:=習 う>

[｣k血,aり]/kthaり/弓 凸貝>

[｣kh･〇]/kd〇/ く家族ン

[｣t59り]/t53り/ くまっす ぐニ-

[｣S55:i]/se5j/ くほどく>

10. 以上に述べた音節がい くつか集まって単語を構成するが,実際には,(外来語を除いた

本来のカンボジア譜の)大部分は単 打節語であるか,または /子音+a/という形の短母音で

終わる音節を第 1音節にもつ 2宇相克吾であるo
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東 南 ア ジ ア研 究 第 6巻 第 2号

以上,PP の音盤体系を概説 しつつ,ST のそれと異なる点を指摘 してきたが,次に,ST と

PP とでは語形がどのように相異なり,どのように相対応 しているかについて述べる｡

略号として,大文字のⅤで母音音素を,Cで子音音素,Nで鼻音音素を表わし,小文字は音

素記号とする｡必要な時には音節の切れ目を/･/で表わ し,音節全部または一部を /-/で略

記する ことがある｡ たとえば,/CVN･-/は, 2音節語を表わし,/p-/は,音素 /p/では

じまる音節 (または単音節語)を表わす｡対応法則およびその例では,｢:｣の左が ST,右が

PP である｡

u 2音節語の第 1音節の対応

1./CVV･-/:/Ca･-/

1-1) /CIV2V2･-/:/Cla･-/

ここで /Cl/-/k,C,p,S/

例 [ka･saet]/kaasaet/ :

lkl).kt):]/k〇〇k〇〇/

lkD･ko:]/k〇〇koo/

[ci,ta:] /ciitaa/

[ci･do:n]/ciidoon/

lct)･cP:k]/co〇C〇〇k/ :

[pi･ba:k]/piibaak/ :

[pi･sa:]/piisaa/

[pu･kae】/puukae/ :

lst),st):]/S〇〇S〇〇:/ :

lst)･se:]/S〇〇see/

lsD,Saa]/S〇〇Saa/

lkasaet]/kasaet/

lkakt):]/kak〇〇/

[kako:]/kakoo/

[cata:】/cataa/

lcado:n]/cadoon/

[cact):k]/cac〇〇k/

く新聞>

く沈殿物>

くかき混ぜる>

く二祖父>

く祖母>

く狼>

lpaba:k]/pabaak/くむつか しい>

[pasa:]/pasaa/

[pakae]/pakae/

[sasⅨ]/sas〇〇/

[sase:]/sasee/

[S∂saa]/sasaa/

1-2) /C.5〇･- / : /Cla･--/

ここで /C1/-/k,C,t,p,m/

例 [k5,ki:]/kう〇kii/

lk5･kr3,at]/kうつkriat/

lc5･Cと:k]/C5〇caak/

lt5,tar)]/t5〇tuJq/

296

-く食べる>

く有能な>

く柱>

く書 く>

<貴著する>

[kaki:]/kakii/ く(樹木名)>

【kaki･at】/kakiat/くざらざらした>

[cac主:k】/cacaak/ く口論する>

[ta仙g]/tattnp/ <横>
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[t5-tと:] /tうつtとe/

lp5･p5:k] /pうつpうつk/

[pう,pux] /pうっpuh/

lm 5,mi :G]/mう〇m iih /

[m5･nux]/mうつnuh/

1-3) /d〇〇･--/ :/ta･-/

/b〇〇･一/ :/pal-/

例 [dP,dael]/d〇〇dael/

ldD･tei]/d〇〇tej/

lbtj,bt):]/b〇〇b〇〇/

[bt).bu･〇1]/b〇〇bu〇1/

[bT]･bo:]/b〇〇boo/

[tatと:]/tatee/ <無料の>

[pap5:k]/pap5〇k/ く雲>

[papux] /papuh/ く 泡 >>

[mami:G]/mamiih/ < 毛 >

[manux]/manuh/ く人間>

[tadael]/tadael/ く 同 じ>-

ltatとi]/tatej/ く 他 の >

lpabt):]/pab〇〇/ く 粥 ニ

[pabu･〇1]/'pabu〇1/ く 誘 う言-

[pabo:]/paboo/ く 唇 >

1-4) /C5〇･-/ :/1a･--/および /?a･-/

ここで /C/-/r,ロ,Jl,n/

PPのほ うで /la･-/と /フa･-/とは シノニムである｡

例 [rう･り多･a]/r5つかa/ [1aui･a]/laかa/

および [?∂oi･a]/?ar)ia/ <寒 い>

[r5･dt:u]/rうつdaⅤ/ [lade u]/1adav/

および [?adt:u]/?adaⅤ/ く季節>

[r5,na:]/r5〇naa/ [1ana:]/1anaa/

および [フ∂na:]/フanaa/ <鋸>

[r5･ndk]/rうつnbk/ : [lanbk]/1an6k/

および [?anbk]/?an6k/ くかんぬき>

lr5･teG]/rうっteh/ [latとG]/1ateh/

および [?ateG]/?at台h/ <-=車>

[r5･jEax]/r5〇jah/ : [lajeaⅩ]/1ajah/

および [?ajeax]/?ajah/ -=裂ける>

lr5,15:k]/rう〇15〇k/: [1∂15:k]/1a15〇k/
および [7315:k] /?alう｡k/ く 波 >

[r5 ･1血k] /rうつ1nlk/: [1∂l血k]/laltuk/

および [?∂1dlk]/?altnk/ く追憶す る>

lr5,v51]/r55v51/ [lav51]/lav51/

および 【?av51]/?av51/ <忙 しい二二,
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lr5･ve-1]/rうつⅤとj/ ..[19vei]/1av台j/

および [?avei]/?avej/ <紡 ぐ>

lr5.saap]/rうつsaap/:[lasa∂p]/1asaap/

および [?∂saap]/?asaap/< くす ぐったい>

lr5,si,el]/rうつsiel/:[1asi,al]/1asial/

および [?asi-al]/?asial/ <午後>

lq5･り也t]/ロ5叩tut/:[1叩 dlt]/laモ)ult/

および [?agdlt]/?aりtLlt/ <暗い>

lq5･℃uul]A)うつguj/ :[13r)ui]/1aguj/

および [?∂りui]/?at]uj/ <眠たい>

lJ15･Jlt)可 /J153Jl〇a/:[1aJlt)可 /laJl〇a/

および [?aJlt)可 /?aJl〇∂/ <震える>

lJ15･Jl血m]/J153Jltum/:[1aJl血m][1aJlum/

および [?aJl血m]/?aJlulm/<微笑する>

[n5,n5:1]/nう〇nうつ1/:[1an5:1]/1anうつ1/

および [フan5:1]/?an5〇1/ く裸の>

ln5,ni,el]/nうつniel/:[1ani･al]/1anial/

および [?ani･al]/?anial/ く転げまわる>

ト5)ただし,PPのほうで /1a･-/しかな く,/?a･-/の形のシノニムのないものがあるo

すなわち,/r5〇･Cl- / : /la･Cl-/

ここで /Cl/-/b,p,m,h,?/

例 [r5･bam]/r5〇bam/

lr5･bt):り]/r5〇b〇つり/

lr5,bu･〇Ⅹ]/r5〇bu〇h/

[r5〇･bo:t]/r5〇boot/

lr5,pdlX]/r5〇puh/

lr5･pa:i]/r5〇paaj/

lr5･m13℃Ⅹ】/r5〇m〇ah/

lr5･m如 ]/rうつmaaq/

lr5･ml･aX]/rうつmiah/

[rう･hax]/rうつhah/

【r5･haek]/r5〇haek/

[r5･ho:t]/r5〇hoot/
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[labam]/laモ)am/

[lab13:t]]/1ab〇〇t]/

[labu･〇Ⅹ]/labu〇h/

【labo:t]/laboot/

[lap血Ⅹ]/laptHh/

[lapa:i]/lapaaj/

[13mPtZⅩ]/lam〇ah/

[1am的]/1amaaり/

[lami･ax]/lamiah/

[lahax】/lahah/

【13haek]/lahaek/

[laho:t]/lahoot/
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く踊 り>

く垣根>

く負傷する>

くぬけ落ちる>

く頑固な>

く散乱 している二>

く揮い>

く必ず>

く犀>

く速 く>

く破ける>

く～まで>



[rう.?a:] /rう〇?aa/

lrう･?C1] /rうつ?31/

坂本 :カンボジア語標準語 とプノ ンペ ン方 言

[137a:]/la?aa/ く恐 ろしい二>

[1∂?t21]/1a?al/ くつ るつ る滑 る>

1-6) /15〇･一/ :/?a･一一/

例 [15･1l,a]/15〇1ia/

[15･1l･at]/15〇liat/

[15･15:k]/15〇15ok/

[?ali･a]/?alia/ <気 の狂 った二

[?ali･at】/?aliat/く頭蓋骨>

[?∂15:k]/?alう〇k/く(烏の名)｡キジバ ト(?)

2./CrVV･-/ : /Ca･-/

2-1) /ClrOO･-/ /Cla･-/

ここで /C1/-/k,C,t,p,S/′

例 [krP･vat]/kr〇〇vat/

[krD,p5:]/kr〇〇p53/

[krP,su･つり]/kr〇〇su〇り/:

lcrP･naen]/cr〇〇naen/ :

lcm,mox]/cro〇moh/

[crt),1｡m]/Cr〇〇1〇m/

ltrP･ko:1]/tr〇〇kool/

[trD･Ci･ek]/tr〇〇ciek/

[trtj･btj:k]/tr〇〇b〇ok/

lprD･Jlap]/pr〇DJlaP/

[prD･ha:]/pr〇〇haa/

lpm.jat]/proojat/

[srn･laJl]/sr〇〇laJl/

lsrt)･di･eq]/sr〇〇dieり/ :

lsrO･pb:n]/sr〇〇pbon/ :

2-2) /Clrう〇･-ソ /Cユa･-/

ここで /C1/-/k,C,t,p/

例 【krう･vi:]/kr5〇vii/

[krう,lu,〇C]/krう〇1u〇C/ :

[kr5･h血m]/krうつhuユm/:

[cr5･1W5k]/crうつ15k/

lcr5,mbc]/cr5〇mbc/

[kavat]/kavat/ -二 帯 >

lkap5:]/kap5a/ -=ワニ二-

[k∂su,:Ⅶ]/kasu〇り/く省>

[C∂naen]/canaen/

[camox]/camoh/

[calDm]/Cal〇m/

[t∂ko:1]/takool/

[t∂ci･ak]/taciak/

[tab13:k]/tab〇〇k/

lpaJlaP]/paJlap/

[paha:] /pahaa/

[pajat] /pajat/

[salaJl] /salaJl/

ls∂di･aり]/sadiat]/

lsapb:n]/sapbon/

く嫉妬す るニ-

く鼻>

くまちがえる=こ

く姓 >

<耳>､

-T乾>

く急 ぐ二>

く殺す二>

く気をつ ける二>

く愛す る二､

二似ている二-

-二しおれ る>

[kavii]/kavii/ <振 るここ-

[kalu･〇C]/kalu〇C/ く尖 った>

[k∂hdlm]/kahtnm/<吠える>

[calw5k]/ca15k/ く浸す>

lcambc]/cambc/ く潜 る>
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lcr5.86m]/cr5〇g6m/

ltr5･hb :] / trうつhbo/

ltr5･j5:I)]/tr5〇j5つり/

ltr5･vg:U]/tr5〇vaaq/

lpr5･1dlp] /pr5〇1uIq/

lpr5,g5:i]/pr5〇℃5aj/

lpr5,h多･am]/prう〇hiam/:

3. /CVC･-/ :/Ca･-/

3-1) /Cl〇N･-/ :/Cla･-/

ここで /Cl/-/k,C,S/

例 [kT)JICl)k]/k〇JIC〇k/

[k叩C̀Pk ] /k叩 C h〇k/

lk叩V51] /k〇りV5 1/

lkt)nda:1]/kDndaal/

lkPntDk]/k〇nt〇k/

lkDnt̀13でt]/k〇nth〇at/

lkt)nlaeg]/k〇nlaet)/

[kpnlax]/k〇nlah/

lk13nSael〕] /k〇nsaeg/

[kDnSai]/k〇nsaj/

lkT)mC血1] /k〇mctul/

lk13mJlaa i] /k〇mJlaaj/

[kt)mdav ] /k〇mdav/

lkT)mtと:C ] /k〇mteec/

[kPmnaa t] /k〇mnaat/

[k13mPu:1]/k〇mpuul/

[kDmbao]/k〇mbao/

lkt)mp̀D:]/k〇mph〇〇/

[kロmSDt]/k〇ms〇t/

lkt)mh印 ] /k〇mhar)/

lkt)mlt)x]/b mbh/

[kDmrP:り] /k〇mr〇〇℃/
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lcar)6m]/caqam/

[tahb:]/tahbo/

ltajう:り】/taj5〇t]/

[tav主:I)]/tavaaり/

[pa1dlg] /palt叩/

[paqう:i]/paq59j/

く静かな>

く大声で泣 く>

く垂れ下がった>

く長方形の>

く魂>

く倣慢な>

[pahi･am]/pahiam/<明け方>

[k∂cT)k]/kac〇k/ くガラス>

lk∂C̀｡k】/kach〇k/ <ひった くる>

[kav51]/kav51/ く悩む>

[kada:1】/kadaal/ く中央>

lkattjk]/kat〇k/ <糠>

[k∂t̀DtZt]/kath〇at/<肥えた人>

[k31aeq]/kalaet)/

[k∂lax]/kalah/

lkasaet)] /kasaeD/

[kasai] /kasa j/

[k∂cdll]/kactHl/

lkaJlaai]/kaJlaaj/

[kadaが]/kadav/

lkatと:C]/katとec/

[kanaat]/kanaat/

[kapu:1]/kapuul/

[kabao]/kabao/

[kap̀t):]/kaph〇〇/

[kasPt]/kas〇t/

[kah印]/kahaり/

lka1DX】/kal〇h/

lkaJh5:t]]/kah5〇g/
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く場所>

く半分>

くハンカチ二>

く後部二>

く怠けもの>

くおどかす>

く熱 くする二>

く粉砕する>

く誕生>

く頂上二>

く石灰>

く嘘つき>

く貧 しく哀れな二>

く怒 り>

く若者>

く束>



坂本 :カンボジア譜標準語 とプノンペン方言

[C叩ko:m]/C叩koom/

[ct)りVak】/coりVak/

lc叩ho:]/C〇りhoo/

[cT)t]?e:]/C〇t]?ee/

lcr)t]rai]/C〇℃raj/

[cDnt51]/C〇nt51/

[C1jnlox]/C〇nloh/

[C1jnlPⅩ]/C〇nl〇h/

[C13mka:]/C〇mkaa/

[cTjmt〕a:i]/C〇mりaaj/

[cpmn叩]/C〇mnつり/

[ctjmbap]/C〇mbat〕/

[ct)mpux】/C〇mpuh/

[ctjmha:i]/C〇mhaaj/

[cT)mlD:り]/C〇ml〇〇℃/

[ct)m?D:k]/C〇m?〇〇k/

lcr)mraan]/C〇mra∂n/

[sr)I)kat]/S叩kat/

[S叩k̀dlm]/S叩khum/

[S叩Vでt]/S叩Ⅴ∂t/

[st)t]sai]/sDt]Saj/

lst)ndaek]/S3ndaek/

ls13ntu:C]/S〇ntuuC/

[sT)nlek]/S〇nlak/

[sPmk̀an]/S〇mkhan/

[st)mdaet〕]/S〇mdaeり/

[sDmCaH /S〇mcaj/

lsPmnDl]/S〇mn〇1/

[st)mbok]/S〇mbok/

[sPmpaet]/S〇mpaet/

[sPmli･eり]/S〇mliet]/

[S｡mle:り]/S〇mleet]/

lstjm?a:t]/S〇m?aat/

[cako:m]/cakoom/

[C3vak]/cavak/

[caho:]/cahoo/

[ca?e:]/ca?ee/

[ca｣hEai]/cahaj/

[C∂t51]/cat51/

[calox】/caloh/

[calPⅩ]/Caloh/

[caka:]/cakaa/

[car)a:i]/cat)aaj/∫

[cant)t]]/can〇り/

[cabat)]/Cabaり/

[capux】/capuh/

[caha:i]/cahaaj/

[C31ロ:り]/cal〇〇り/

[caつり:k】/ca?〇〇k/

lc∂｣h5:n]/cah5∂n/

[sakat]/sakat/

く犬歯二>

<拍子二ン-

く 清二-

く箕>-

<有害なニ:

･二牛革の前部を支えるための棒二二-

く松明>

<隙間>

く畑仁二二ゝ

<距離>-

く欲望>

く戦争>

く くちば し二二一

く蒸気>

く渡す>一一

<噸笑す るニー,

く二進歩す る>

<地区>

lsak̀血m]/sakhulm/く希望IT:,

[sav甘t]/sav∂t/

[sasai]/sasaj/

[sadaek]/sadaek/

[S∂tu:C1/satuuc/

[salek]/sal∂k/

[sak̀an]/sakhan/

[sadaet)]/sadaeて〕/

[S∂cai]/sacaj/

[san叫 /san〇l/

[sabok]/sabok/

[sapaet]/sapaet/

[sali･atj]/saliaり/

[sa1e:gJ/saleeて)/

[sa?a:t]/saフaat/
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くべ夕べタす るものニ>

く疑 う=>

く二豆>

く釣竿:::

く ～ 枚 1-

く重要な>

く表現す る>

く節約す る>-

く残 り>一

三巣ノ

<后平な>

く研 ぐ,I-

.･-ヽL7-, -II-
JL＼｢lIJq-メ

く 清潔にす る二,
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lsT)mreC]/S〇mreC/ [saJhとC]/sah色C/

3-2) /C15N･-/ :/Cla･-/

ここで /Cl/-/k,C,t,p,m/

例 [k5n15:り]/k5nlう〇℃/

[k5nldlX】/kうnlulh/

lkbmndlt]/kbmnult]

[kdmnu:]/kbmnuu/

lkbmru:]/kbmruu/

lkbmr5:p]/kbmr5〇p/

lc的kうり]/Cうりk5t)/

lc5ndaa]/C5ndaa/

[C5nle:n]/C5nleen/

lcbmg血:]/cbmりuJu /

[cbmn5n]/cbmn5n/

lcbmpEak】/cbmpak/

lcbmh多･an]/cbmhian/ :

[cbmr5V] /C5mr5v/

ltうりkとC] /tうりkec/

lt5nlと:]/t5nlとe/

ltbmt]5n]/tbmかn/

ltbmnbp]/tbmnbp/

ltbmpi,a]/tampia/

[tbmleak]/tbmlak/

[tbmh5m]/tbmh5m/

[tdmrT)tZm]/t()mr〇am/:

[p5nlul:]/p5nlu tLI/

[p5nlうー ] /p5nlうー/

[p5Jlj51]/pうJlj51/

lpbmnu:t]/pbmnuut/ :

[mうりk51]/mうりk51/

3-3) /d3N･-/ :/ta･-/

/b〇N･-/ :/pa･-/
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[k315:り】/ka15〇r)/

[k∂1血Ⅹ]/kaltuh/

[kandlt】/kanult/

[kanu:]/kanuu/

lkaJhb:]/kahdu/

lkaJh5:p】/kah5〇p/

[cakうり]/cakうり/

lc∂daa]/cada∂/

lc31e:n]/caleen/

lc和也:】/cauum l/

lcan5n]/can5n/

lc∂pEak]/cap畠k/

[cahi･an]/cahian/

lca｣h5u]/cah5v/

[takとC]/takec/

ltale:]/talee/

ltar)5n]/tag5n/

[t∂nbp】/tanap/

[tapi･a]/tapia/

[t∂1Eak]/talak/

ltah5m]/tah5m/

[ta｣hT)I:m]/tah5am/

[pa1血]/palu uI/

[palうー]/palうー/

lpaj51]/paj51/

[panu:t]/panuut/

[mak51]/mak51/
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く完成す る=>

く跡二>

く門二>

く考 え>

く絵二>

く模範>

く蓋二>

く膝>

く階段>

く ミミズ>

く病気>

く洪水>

く借金す る:>

く歩二>

<深 さ>

くぶつか る二>

く二川二>

く重 さ:>

くこ堤防二>

くこ岨 しゃくす る二>

く落 とす二>

く大 きさ>

く～まで>

く:光二>

く消す二>

く説明す る>

く盛 った もの>

く幸福,愉快>



坂本:カンボジア語標準語とプノンペン方言

例 [d叩k甘V]/d叩kaⅤ/

[d叩k̀au]/d〇℃khav/

[d叩Va:i]/d叩Vaaj/

ld叩hae]/dDr直ae/

[d｡ndtZr)]/d〇ndaり/

[dDndaam]/d〇nda∂m/

ld13nln:り]/d〇nl〇〇り/

[dPmkat]/d〇mkat/

ldt)mn甘り]/d〇mnaり/

[dljmbD:り]/d〇mb○○り/

[dDmlai] /d〇mlaj/

[d13mlo:t]]/d〇ml○○り/

ldPmrei]/d〇mraj/

[b叩kt):り]/b叩k〇〇り/

[bt)t]k̀13m]/bこ用khom/

[b叩Vaet)]/b〇qVaeり/

lbt)ghat]/b〇ghat/

[b叩?｡Ⅹ] /b〇り?〇h/

lbt]t]ri･en]/b〇r)rien/

[br)JICaて)] /b3JICat]/

[b叩C̀aot]/b〇♪chaot/

[bPndaoi】/b〇ndaoj/

[btjntt):]/b〇nt〇〇/

[takeu]/tak∂Ⅴ/

[t∂k̀a〃]/takhav/

[tava:i]/tavaaj/

[tahae]/tahae/

ltad叩]/tadat]/

[tadaam]/tadaam/

ltaltj:℃]/talっつり/

[takat]/takat/

ltan叩]/tanaq/

[tabt):り] /tab〇〇t]/

[talai]/talaj/

ltalo:り]/taloot)/

lta｢h5i】/tah5j/

[pakt):り]/pak〇〇℃/

lpak̀T)m]/pakh〇m/

[p∂vaeり]/pavaet〕/

[pahat]/pahat/

[pa?｡Ⅹ]/pa?〇h/

[p∂｣hi･an]/pahian/

[pacat〕]/pacat)/

[pac̀aot]/pachaot/

[padaoH /padaoj/

[p∂tm]/pat〇〇/

/:姐虫二-･

く＼主人/

-く献上品ニ-

く 行列>

く求婚する＼二-

奪い合 う/

< 自分の子の義父母二-

< 病気ン

二ニュース二ノ

く二棒二-

く価値>

く芋>

くゾウ二二一

<二エビ二>-

く一生懸命 にさせ る二>

く(道に)迷わせるニー

く訓練す るさ

く全部二>

く教える>

三映す>

くだます>一

く続ける>-

[bDnt̀aem]/b〇nthaem/こ[pat̀aem]/pathaelTl/二二添加する二

[bDnla:]/b〇nlaa/

[bDnSt)1]/b〇ns31/

[bTjmnOl]/b〇mnol/

[bt)mbaek]/b〇mbaek/

[bt)mpうり]/b〇mpうり/

lbpmp̀ot]/b〇mphot/

lbtjmra∂]/b〇mraa/

3-4) その他の例

lct{1P5:] /C3jpう〇/

[pala:]/palaa/

lp∂sT)1]/pas31/

[p∂nol]/panol/

[pabaek]/pabaek/

lpapうり]/papうり/

[p∂p̀ot]/paphot/

[p∂｣h5:]/pah5∂/

[capう:]/cap5〇/
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･くとげ>

く残すニ-

く借金二ノ

く こわす二ン

< ,'FY上 :ニ

く二最後 二 一

二仕えるニ-

く僧侶の衣ニ>
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[cWva:i】/C∂Vvaaj/

lktZila:]/kajlaa/

[kapbaxコ/kapbah/

【kaJ叩a:]/ka仰 aa/

【paJ叩a:]/paJIJlaa/

[saJ叩a:】/saJ叩aa/

[sapba:i】/sapbaaj/

[caua:i]/cavaaj/

[kala:]/kalaa/

【kabax】/kabah/

[k叩a:】/ka♪aa/

[paJla:]/paJlaa/

[S叩 a:】/saJlaa/

[saba:i]/sabaaj/

く長二>

く:スポー ツ>

く綿二>

く 乙女二>

く知恵>

く記号>

く楽しい二>

4./CVC･-/ ･. /Cr〇〇･一/

3-1)と 313)とに述べたもののなかに,PPに /Ca･-/ のほかに /Cr〇〇.-/の形のシノ

ニムをもっているものがある｡12)

411) /Cl〇n･1-/ : /Clr〇〇･1-/

ここで /Cl/-/k,C/

例 【kt)nlaeO]/k〇nlaeり/

lkDnlax]/bnlah/

lkDnh):り】/k〇nl〇〇り/

[kT)nl叩]/k〇nl〇り/

lklmla:t】/k〇nlaat/

[cDnlox】/C〇nloh/

lcr)nh)Ⅹ]/C〇nl〇h/

lct)nit)n]/C〇nl〇n/

4-2) /d〇n･1-/ : /tr〇〇･一/

/b〇n･1-/ : /pr〇〇･一/

例 [dPnlt):り]/dっnl〇つり/

[dPnlap]/d〇nlap/

[bPnla:】/b〇nlaa/

[bunlth:】/b〇nlu ul/

[bt)nlae]/b〇nlae/

4-3) /bつり･-/ :/Pr〇〇･一/

例 [b叩kD:rl]/b叩k〇〇℃/

lb叩kうn]/b3Uk5n/

12) Ⅳ葦の 1およびⅧ葦の2を参照｡
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lkrT)･laeg]/kr〇〇1a印/<場所>

lkrp･lax】/kr〇〇1ah/ <半分>

lkrp･1D:01/kr〇〇l〇〇り/<経過する>

[krD･1Dr)]/kr〇〇1つり/ <(蟻の一種)>

lkrP,la:t]/kr〇〇1aat/ < ゴキブ リ>

lcrP･lox]/cr〇〇loh/ く松明>

lcrD･h)Ⅹ]/cr〇〇1〇h/ <隙間>

[crD･1T)n]/Cr〇〇l〇n/ <叫ぶ>

[trP･1t):り]/tr〇〇1〇〇り/ <自分の子の義父母>

ltrP･1ap]/tr〇〇lap/ <小さい容器>

lprP･1a:]/pr〇〇1aa/ <とげ>

lprロ･1th:]/pr331ultu/ <発声する>

lprt)･1ae】/pr〇〇lae/ く野菜>

[prP･kT):り]/pr〇〇k〇つり/<エビ>

lprp,k5n]/pr〇〇k5n/ <便所>

- 62-



[b叩Ⅴ血1]/b叩 Vtul/

[b叩VeC]/b〇qVeC/

坂 本 :カ ンボ ジア語標準語 とプ ノ ンペ ン方 ｢二三

[pr〇･Ⅴ血 1] /pr〇〇vtn l/ 二まわす

[prct･ve c] /p ro〇vec/ ∵臼み -二

4-4) その他oj例

[kPnSaeq] /k〇nsa eq /

[kP'pal] /k〇〇pal/

[kapbax ] /kapbah/

[krP,Saeq]/kr〇〇saeq/ 二- ン カチ二

[krDypal]/kr〇〇pal/ :1船′

[kro･bax]/kr〇〇bah/ -棉/ニ

5. /CVC･-/ : /CVC･-/

5-1) /rbm･-/ :/16m･-/,/?dm･-/

PPの /ldm･-/と /?dm--/とは シノニムである｡

例 [rbmpt)et]/rbmp〇at/

[rbmpとC]/rdmpec/

[1dmpr)tzt]/16mp〇at/

および [?bmpDet]/76mp〇at/ 二鞭 ノ ー

: [lbmpとC]/16mpec/

および [?bmpとC]/?bmpとC/ く瞬間>

[rbmp̀5:p]/rbmph5ap/ [lbmp̀5:p]/lbmph53p/

[rbm15t]/rbm15t/

[rbmldlk]/rbmluLk/

lrbm16m]/rbm16m/

5-2) そ の 他

[n5r)k51] /nら t)k51/

[15n15℃ ] /15n lうり/

[15nldlm ] /15 nl血m /

および [?bmp̀5:p]/?bmph5ap/-rI緊張す る二>

[16m15t]/18m15t/

および [?6m15t]?bmlうー/ 二消す ノ ,

[16ml血k]/1bmlulk/

および [?bmldlk]/?bmlulk/ 二酎 ′､出させ る二

: [16mi6m]/16mlbm/

および [76m16m]/?bmlbm/ ∴倒す/

[?うりk51]/?うりk51/ 了 鋤 _∫

[?うnlうり]/75nlうり/ 二はるか遠 くの-

[75nl血m]/?うnlulm/ -＼高 く替えている

lrf ST の 2音節語 と PP の単音節語との対応

/CVNl･C2-/ :/NIC2- /

ST の第 1音節末音 と第 2音節頭首 とが,PPの語頭の 千Fi-･f7TJ一系結合に 対応する｡ こUj J'一汗

洋素結合は,ST にはないものであることが注 目される｡
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/kVt)･k-/･./qk-/ /cVJl･C-/･./JIC-/ /tVn･七一/:/nt-/

/tVn･S-/:/ns-/ /sVn･S- /:/ns-/ /vVq･Ⅴ-/:/UV-/

ST の第 1音節頭音 と未音,それ に第 2音節の頭音が 同器官的で あることに注 目され る｡13)

例 [k叩kaep]/kつりkaep/

[C叩Ca3m]/C叩Ca3m/

[C印Cでm]/C叩Cam/

[C印 Ci･en】/C叩Cien/

[C叩Ca:♪]/C叩CaaJl/

[C5JICWうk]/C5JICうk/

[C5JICi:t]]/CうJIC壇)/

[CうJICdlq]/C53lCulg/

[C5JICu:n]/CうJICuun/

[C3JICEaり]/C5JICAり/

[tうnt血り] /t5ntut)/

ltうnteJl]/t5nteJl/

[t5nsa:i]/tうnsaaj/

[t5nsaot)]/t5nsaoq/

[sT)nStZm]/S〇nS3m/

[S13nSaam]/S〇nSaam/

[S13nSt)m]/S〇nS〇m/

[Ⅴ軸Ⅴ色:り]/vうりVeetj/

[りkaep]/gkaep/<蛙>

[♪caam]/pca3m/<眉毛>

[JICtZm]/JIC3m/

[pci･an]/♪cian/

[♪ca:♪]/pcaaJl/

lJICW5k]/JIC5k/

lJICi:り]/JICiit]/

lJIC血t)] /JICtt叩/

[pcu:n]/JICuun/

[JICE的]/JIC的/

lnt曲り]/ntuユt)/

lnteJl]/nteJl/

[nsa:i]/nsaaj/

[nsaoり]/nsaoq/

[nst:m]/nsam/

く養 う二>

く二指環二>

く歯茎=>

く二吸 う>,

<杵>

く熟考す る二>

く運搬す る二>

く壁>,

<待つ>

<暗詞す る>

-く兎>

<野牛二>

< ゆ っ くり>

[nsaam]/nsaam/<露>

lnstjm]/ns〇m/

lpVe:り]/gveeり/

2. /r5Nl(/m/をのぞ く)･C2-/ /NIC2-/

例 [r軸kwうⅩ]/rうりkうh/

[rうりk5:k]/rうりk53k/

[rうりV13℃1]/r軸Ⅴ〇31/

[rうりrPt:Ⅹ]/rうりr〇ah/

lr5r)vtjでn]/rうりⅤ〇an/

[r5JICu･〇i]/r5JICu〇j/

[r5ndav]/r5ndav/

[r5ntEax]/r5ntah/

[pkw5Ⅹ]/旬k5h/

[qk5:k]/りk5ak/

lqVTj甘1]/gv〇∂1/

lgvDt:Ⅹ]/nv〇ah/

[℃vt)でn]/gv〇an/

[♪cu,〇i]/pcu〇j/

[ndaが]/ndav/

[ntEaⅩ]/ntah/

く蓄 え る二一

く(道に)迷 う>

く脱 け落 ちる二ン

く震 え動 く>

く量器>

く度器二>

<賞 品 >

く揺れ る二>

く:穴>

く二富>

13) nasalsが /v/の前に pre丘Ⅹ または infiⅩ される場合に /g/となるので, /v/は morphopho-
nemics的には /g/と同系列であるといえる｡
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3. /?〇Nl･C2-/ : /N,C2一/

例 [?叩kD:]/フ二相k〇〇/

[?DIJkl,a]/73Ukia/

[?叩kbi]/?Dr)kbj/

[?叩r叫]]/?〇りrU叩/

[?叩rdt]/?〇りrbt/

[?叩V5:]/?｡uvうつ/

[?叩Ⅴ主:g]/?〇りVaaり/

[?I)I)sa:]/?ousaa/

[?叩?ael]/?つり?ael/

[?aJIC5:Jl]/JIC5GJl/

[?叩C甘口]/?〇JIC3り/

[?mda:t] /?3ndaat/

[?Dndo:り] /?〇ndooり/

[?I)ndaak]/?〇ndaak/

[?tmdaet]/?3ndaet/

[?pntWうり]/?〇nt5t]/

[?tm tEak] /?っntak/

[?I)n15:] /?〇n15∂/

[?I)nlu:り] /?〇nluuq/

[?1mST):m]/?〇nS〇〇m/

4. /CVm･C1-/ /t]C1-/

[?I)mnDt]/?〇mn〇t/

[71)mmj:]/?〇mn〇〇/

[7℃mna:C]/フomnaac/

[7℃mnaoi]/つつmnaoj/

[?I)mnu,〇t]/?〇mnu〇t/

[?tjmb121]/?〇mbal/

[?Dmbok]/?ombok/

[?ombt)Ⅹ ] /?〇mb〇h/

[?I)mbaox]/?3mbaoh/

[?I)mpi:]/?｡mp ii/

[qko:]/uk〇〇/

lqkiya]/ukia/

[りkbi] /ukbj/

[りr山口]/ロrU叩/

lqrbt]/りrbt/

[qV51]/uvうつ/

[りⅤ主:U]/uvAaq/

lt]sa:]/りSaa/

[り?ael]/り?ael/

[JIC5:Jl]/JIC5aJl/

[JIC叩]/JIC叩/

[nda:t]/ndaat/

lndo:り]/ndooO/

[ndaak]/ndaak/

[ndaet]/ndaet/

[ntwうり]/nt毎/

lntEak]/ntak/

[n15:] /n15∂/

[nlu:t]]/nluuO/

′米

火曜 日

坐 る

ハ ンモ ック′

-Ir(魚をとるための寵C/)一種):

二懇願す る 一

二長 く二

･＼､～度

､撫で る

ど うぞ

こそ0)よ うに

一舌 _

弓卜戸/

二亀ー/-㌔

二二浮かぶ

くウナギ 一

二わ克/

二場所ー/

-二二釘抜き

[nso:m]/nso〇m/く綜 ′

[りnUt]/p ot/ 二忍耐:

[りnt):]/t]nO〇/ 二喜J･び

[qna:C]/りnaaC/ -:二桁力/

[りnaOi]/unaoj/ 二贈り物 -

[りnu,〇t]/qnu〇t/ 汁Frr1-

h]btzl]/ub31/ ,/堤

[りbok]h]bok/ ノ乾 飯

[りbT)Ⅹ]/gb〇h/ 工糸､一

[りbaox]/qbaoh/く;;A.亨ニ-

[gPi:]/t]pii/
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[?｡mp5:]/?〇mp5∂/

[?｡mp5u]/?〇mp5V/

5. /16m･C1-/ :/qC1-/

[16mdap]/16mdap/

[16mtb:n]/lbmtbon/

[16mn5u]/16mn5V/

[lbmn13でm]/lbmn〇9m/:

[16mba:k]/16mbaak/

[16mpと:g]/16mpえaり/

[16mhae]/16mhae/

[16mha∂i]/lbmhaaj/

llbm?i･eり】/lam?ien/

6. そ の 他

[?甘ndi･e]/?andie/

[b叩Ci:]/b叩 Cii/

lbt)ntbp】/b〇ntbp/

[m5ntdl]/m5ntull/

[りP5:]/gp59/ <行為>

[りp5u]A)p5v/<サ トウキビ>

[りdap]/qdap/

[ntb:n]/りtbon/

[りn52)] /gn5V/

[qnt)でm]/qn〇am/

lt]ba:k]/gbaak/

[りpg:I)]/t]paaq/

[りhae]/ghae/

lghaai]/ghaaj/

lu?i,aり] /り?iaり/

･<順序>

く身を屈める>

く二住所>

く手引>

<難儀な=>

く二矛 >-

くのんびりす る>

くこ(風が吹いて)涼 しい>

くひいきす る>

[ndi,a]/ndia/< イン ド>

[JICi:]/JICii/ く二リス ト>

[nte)p]/ntbp/<部屋>

lntd11]/ntull/く疑 う>

tv STの単音節語と PP の 2音節語との対応

1./kq-/ :/kr〇〇･t)-/

例 [kr)I):】/kq〇〇/

[kl〕13k】/kg〇k/

[kqa:n]/kt)aan/

lk耶C]/恒〕ac/

[kt)aeて〕】/kりaet)/

[kて〕aOk]/輿)aok/

lkrD,那:】/kr〇〇り〇〇/ く(鶴(?)の一種)>

lkrptut)k]/kr〇〇℃〇k/ <曲がった>

[krt)･qa:n]/kr〇〇りaan/<ガチ ョウ>

[krtr耶C】/kr〇〇gac/ <斜めにまが った>

lkn),gaet)]/kr〇〇りaeり/<腕の曲が った>

[km)･t)aok]/kr〇〇りaOk/く孔雀二>

2. /CIC2-/ :/Cla･C2-/

ここで /Cl/-/m,1/である｡

例 [mcax]/mcah/

[mc61]/mcbl/

[mcu:】/mcuu/

308

[macax]/macaわ/<主人>

[mac()1]/mac61/ <針>

[macu:]/macuu/<酸 っぱい食物>
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[mte:G]/mtとeh/

[msa〃]/msav/

lmst:1]/msa1/

[mse:〃]/mseev/

[mho:p]/mhoop/

[mm甘Ⅹ]/mn〇ah/

[mlu:]/mluu/

[m15p]/mlうp/

[1りう:]/1t]5〇/

[1りうり]/1t]うり/

[1gプ･aC]/lt]iac/

[1bt:i]/1baj/

[lbaeq]/1baeq/

[lba:t]/lbaat/

[1m5:m]/1mう〇m/

llm5:Ⅹ]/1m5ah/

[1m6:p]/lmbop/

[lp5u]/1p5v/

[lv3ra]/1via/

[1vi:t]]/1viiq/

[lva3月 /lvaaj/

[1hoq]/lhot]/

[lba∂月 /lha∂j/

[lhaem】/lhaem/

[1?T3:]/17〇〇/

[1?T]k]/1?〇k/

[1?tZt]/1?at/

[1?i･ep]/1?ier)/

lmatと:G]/mateeh/

[masa〃]/masav/

[m∂sel]/nasal/

[mase:〃]/maseev/

[m∂ho:p]/mahoop/

lman｡甘Ⅹ]/man〇ah/

【m∂lu:]/maluu/

lm315p]/malうp/

[laか:]/lat]うつ/

[1粥うり]/1aりうt)/

[13ui･ac]/laモ)iac/

[lab甘i]/1abaj/

[1abaeり]/1abaeq/

[laba:t]/labaat/

[1∂mう:m]/1amう〇m/

[1am5:Ⅹ]/1am53h/

[1∂mb:p]/1ambop/

[13p5V]/1ap5V/

[lavi･a]/lavia/

[13vi:ロ]/1aviiq/

[lava∂i]/lava∂j/

[1ahoり]/lahor]/

[lellaaH /lahaaj/

[l∂haem]/lahaem/

[1∂?tj:]/la?〇〇/

[1∂?T]k]/1a?〇k/

[1∂7℃t]/1a?at/

[la?i･aり]/1a?iaO/

二トウガ ラ シ/

二粉

畔 ～

:火薬 -

一∴食物二

一′パ イ ナ ップ ル

一二キ ンマ

二影一

′コマ

一′′愚かな

:夕方

一一百名な

遊び

/哨戒 す る

メ/適 当な --

一丁犯罪∵

了欲 張 る -

/ノカボチ ャ

-/:イチ ジ ク 二 一

二苦 い､

/弱い二-

/パ パ イヤ:二,

√涼 しい､

了甘い＼一>

∫/美 しい＼-㌔

弓封った -

一J細かい

/偏 して い る二一

3./mr-/ :/ma･h-/14)

lmrEAk】/mrak/ [maJhEak]/mahAk/ 弓泰:

[mrl･am]/mriam/ ･ [maJhi･am]/mahiam/---1旨T

14) /r/:/h/の対応についてrTi,V章の3および4を参照｡

- 67- 309
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[mri:k]/mriik/

東南 ア ジ ア 研 究 第6巻 第 2号

lmaJhec]/mah6C/ く胡取､二>

lma｣hi:k]/mahiik/<野獣>

Ⅴ 単 音 節 語 の 対 応

1. /Cry-/ : /C有-/

111) /ClrV2-/ /C112-/

ここで /C1/ エソk,C,t,p,S/であり,/V2/ は,/つ,aa,aa,〇〇,ie,ae,aa,ao/を除

くすべての母音音素およびその結合である｡

例 [criG]/Crih/

lcreG]/Creh/

【krax]/krah/

tkraが】/krav/

[craり】/Craロ/

[trap]/trap/

[prak]/prak/

[prai]/praj/

[srap]/srap/

tsrax]/srah/

lkrdlX]/km lh/

[pr血k]/prt∬k/

lprdll]/prtul/

lkret]/krat/

[tr朗]/traj/

ltr甘m]/tram/

lpr甘口】/praロ/

lsrlZi]/sraj/

[srで〃]/sraⅤ/

[krux】/kruh/

[crux]/cruh/

lkrot】]/krol〕/

[krom]/krom/

[prox]/proh/

[｣ciG]/Cih/ く似ている>

[｣ceG]/ceh/ <鋳>

[｣kEax】/kah/<厚い>

[｣kEav]/kay/<外>

[｣cEaり]/C的/<岸>

[｣tEap]/tap/ < まねする>

[｣peak】/pdk/<鋭>

[｣pE畠i]/paj/ <塩か らい>

[｣sEap]/sAp/<突然>

[｣seax]/sよh/<池>

[｣k血Ⅹ]/kthh/<建物>

[｣p血k]/p血k/<朝>

[｣p血1]/p血1/

[｣k5t】/kらt/

[｣t51]/t5j/

[｣t5m]/tらm/

[｣p5り]/p的/

[｣S5i]/S5j/

[｣S5u]/S5V/

[｣kdx]/kbh/

[｣ctlX]/Cdh/

[｣kbq]/k6り/

く竃>-

く しるLをつける二>

く魚:ラ

く ちょうどつ

く:努力する>

く女二>

く稲=>

<柄杓>

く散 る=>

く市,都会>

310

[｣kbm]/kdm/< グループ>

[｣pbⅩ]/p6h/ <男>
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[prog】/proq/

【srok]/srok/

[cri:〃] /criiv/

[kri:p]/kriip/

[pri:り]/pri亘)/

[kre:p]/kreep/

lcre:G]/creeh/

[tre:k]/treek/

lpre:り]/preeq/

[sre:k]/sreek/

[pr血:]/prultu/

[kru:]/kruu/

[cru:k]/cruuk/

[tru:り]/truuり/

[pru:n]/pruun/

[kro:C]/krooc/

[cro:t]/croot/

[sro:p]/sroop/

lkri,a]/kria/

[cr之,ap]/criap/

[trl･al]/trial/

[prz,ap]/priap/

lkr血,30]/krm at]/

[prdl,∂り]/prtu∂り/

[kru･〇Ⅹ]/kruoh/

[cru,〇Ⅹ]/cru〇h/

[tru･〇t]/tru〇t/

lpru･DJl]/pruDJl/

[sru･〇1]/sru〇り

[krmm]/kr〇an/

[crPem]/CrO∂m/

[trPt:m]/tr〇am/

[pmtZt]/pr〇∂t/

[｣pbロ]/p6り/

[｣sbk】/S6k/

[｣ci:〃]/ciiv/

[｣ki:p]/kiip/

[｣pi:り]/piig/

[｣ke:p]/keep/

[｣Cと:G]/Ceeh/

[｣te:k]/t白ek/

lJpと:勺]/p6eq/

[｣se:k]/seek/

[｣pdl:]/ptilul/

[｣ktl:]/kbu/

[｣ctl:k]/cduk/

[｣th:り]/tduり/

[｣ptl:n]/pbun/

[｣kb:C]/k6oc/

[｣cb:t]/C6ot/

[｣sb:p]/S6op/

[｣ki･a]/kia/

[｣ci,ap]/clap/

[｣ti･al]/tial/

[｣pi･ap]/piap/

[｣k血･∂r]]/kthaltl/

[｣pdl,叩]/pdl∂り/

[｣ktll〇Ⅹ]/ktl〇h/

[｣ch.〇Ⅹ]/ct10h/

[｣ttl,〇t]/ttl〇t/

[｣pt1･〇Jl]/phDJl/

[｣stl･〇1]/stl〇1/

[｣kうan]/k53n/

[｣C53m]/C53m/

[｣t53m]/t53m/

[｣p53t]/p53t/
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∴～す るつ もりである二

回

二雛のよっているノ

/持 ち上げる/

二(樹木名)/-

､吸 って飲む_

--(樹木 yl)/

了嬉 しい/

油/､

-水が飲みたいこ

鳥 肌 が 立一)

/先隼 ､

一隊_

二胸-

-回虫二

､蜜附

刈りとる/

′吸 う

時 ､-

′知 る

伏す′

-/明

通艮

溝赤 い

ノ砂利

/超過す る

支配す る二

-矢

二容易な ⊥

二充 'JILな

(悪臭C/jある)泥棒 ,

-＼我慢す る

二別離す る∴
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1-2) /ClrV2-/ ･./C1寸 3-/

ここで /Cl/-/k,C,t,p,S/,/V2/ は,/つ, 〇〇,aa,ae,aa,ao,ie/15)

ト2)-(1) /Clr〇一/

例 [kr叩]/kr〇り/

[krPⅩ]/kr〇h/

lcmt]/cr3t/

lm)m]/crc)m/

ltrt)t]]/tr〇g/

ltmp]/trap/

[prDk]/pr〇k/

[smk]/sr〇k/

[smx]/sr〇h/

1-2)-(2) /Clr〇〇一/

lkm:]/kr〇〇/

lkrT):り]/kr〇〇℃/

lcm:k]/crDDk/

ltrt):k]/tr〇〇k/

ltrt):り]/tr〇〇℃/

【prD:p]/pr〇〇p/

lsrt):k]/sr〇〇k/

lsm:p]/sr33P/

1-2)-(3) /Clraa-/

例 [kra:l]/kraal/

【kra:Ⅹ]/kraah/

[kra:p]/kraap/

[cra:n]/craan/

【cra:Ⅹ]/craah/

[tra:】/traa/

[tra:〃]/traav/

[pra:C]/praac/

/C153-/

[｣k53g]/k59g/ <倉庫>

[｣k5∂Ⅹ】/k53h/く鎧>-

[｣Cうat]/C5at/ <杖>

[｣Cうam]/C53m/<踏む>

[｣t5叩 ]/t53り/ < まっす ぐ>

[｣t5ap]/t5ap/ <茄子>

[｣p5ak]/p5ak/<屋根を葺 く>

[｣Sうak]/S5ak/ <滴る>

[｣S5∂Ⅹ]/S5ah/ く美 しい>

/C15∂-/

[｣k5a]/k5∂/ く貧 しい>

[｣k5aO]/k5ap/<束ねる>

[｣C5ak]/C5ak/<小道rJ

l｣t5ak]/t5ak/<寵>

[｣tおり]/t53℃/ <承ける>

[｣p5ap]/p5∂p/<傍>

[｣Sう∂k】/S5ak/<退 く>

[｣Sうap]/S5ap/ <意見が一致する>

/Cle5-/

[｣ke5:1]k/e51/く敷 く>

[｣ke5:Ⅹ]/ke5h/< 櫛 >

[｣ke5:p]/ke5p/<伏す>

[｣ce5:n]/ce5n/<推す>-

[｣ce5:Ⅹ]/ce5h/く ブラシ>

[｣te5:]/te5/ <印章>

[｣te5:V]/te5V/<タロ芋>

[｣pe5:C]/pe5C/<智恵>

15) Ⅴ章の1-1)で除外された Ⅴ(Ⅴ)がここに入るわけであるが,/aa/については末だ実例が発見されな

いので,どちらのグループに属するかは不明であるO
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[sra:り /sraaj/

[sra:t]/sraat/

ト2)-(4) /Clrae-/

例 [kraeq]/kraeり/

[kraek]/kraek/

[trae]/trae/

[traeり】/traeり/

[prae]/prae/

[srae】/srae/

[sraek]/sraek/

ト2)-(5) /Clra3-/

例 [kraan]/kraan/

[craan]/craan/

[traai]/traaj/

[praa]/praa/

[pra∂Ⅹ]/pra∂h/

1-2)-(6) /ClraO-/

例 [kraok]/kraok/

[kraom]/kraom/

[kraoH /kraoj/

[sraoc]/sraoc/

[sraom]/sraom/

1-2)-(7) /Clrie-/ :

例 [kri･em]/kriem/

[kri･ek]/kriek/

[cri･eq]/Crier)/

[cri･ek】/criek/

[tri,ep】/triep/

[pri･ep]/priep/

[sri･e〃]/sriev/

坂本 :カンボジア言寄標準語 とプノンペン方 言

[｣se5:i]/se5j/ 一丁解 く

[｣se5:t】/se5t/ 二裸 の ､~

/C1孟a-/

[｣k主:U]/k畠aり/二～であるといけない と恐れ る二ノ

[｣k主:k】/kAak/<(膝の一種)I::

[｣t主:]/t畠a/ 一､7 ソバ ､∴

: [｣tg:g]/t畠at]/ く草の一種二一

[｣p主:]/pda/ -:J翻訳す る､一

[｣S主:]/S畠a/ 二田二:

[｣S主:k]/saak/ -:r叫ぶ ;

/C15∂-/

[｣k5:n]/k53n/ -:/うながす 二

[｣C5:n]/C5∂n/ くた くさん,:

[｣t5:i] /t53 j/ 一丁岸 つ

[｣p5:]/p53/ く使 う二-

[｣p5:Ⅹ]/p5eh/ <r鹿ニー

/C160-/

[｣kb:k]/k6ok/ --:起 きる二二

[｣kd:m]/k60m/三下 ､-

[｣kb:i]/k6oj/ --:後､-

[｣sb:C]/S6oc/ こ/撒 く､-

: [｣sb:m]/S60m/ 了袋二

/Clia-/

: [｣ki,am】/kiam/く干か らびた＼｢-

[｣ki･ak]/kiak/

[｣ci･ag]/ciat)/

[｣ci･ak]/ciak/

[｣ti,ap]/tiap/

[｣pi-ap]/piap/

[｣si,a〃]/siav/

一一一弓重くしぼ るt

-1歌うIl

二裂 くニ>

J一面に二

二キ リキリ(痛む)二二

′
2. /Clr寸2-/ ‥ /CIV2--/

ここで /Cl/ -/k,C,t,p/で,/V2/は ST で低 ､再話調 とな りうるものすべてである｡
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例 【creJl]/CreJl/

lprとi】/prej/

lcrEaⅩ] /crab/

lprEax]/prah/

lcr5u]/cr5v/

[krbp]/krbp/

[krbn]/krbn/

lcrbq]/Crbt)/

[cr61]/crbl/

[trbp]/trap/

ltrbg]/trbt]/

[prbⅩ]/prbh/

lprbm]/pram/

[krwうⅩ]/kr5h/

[crw5Ⅹ]/crうh/

[prw5Ⅹ]/prうh/

[pre:I)]/preer)/

[krと:]/kraa/

[pr主:]/praa/

[pr主:k]/praak/

[cr5..x]/cr53h/

lpr5:t]/pr5at/

lkr(ら:t]/krbot/

lcrb:i]/crboj/

lprb:n]/prbon/

lkr5:p]/krうつp/

[trう:]/trうつ/

[prう:m]/pr5〇m/

3. /rV-ソ =/h寸-/

母音の対応は,1.

例 [riG]/rib/

[reG]/reh/
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[｣ceJl]/CeJl/

[｣pとi]/pej/

[｣cEaⅩ]/cab/

[｣pEax]/pdh/

[｣C5u]/C5v/

[｣kbp]/k6p/

[｣kbn]/k6n/

[｣cbり]/C6t]/

[｣cb1]/C61/

[｣tbp]/tap/

[｣tbり]/t6り/

[｣pbⅩ]/p6h/

[｣pdm]/p6m/

[｣kwうⅩ]/k5h/

[｣cw5Ⅹ]/Cうh/

[｣pwうⅩ]/p5h/

[｣pと:り]/peep/

[｣kと:]/kaa/

[｣pと:]/paa/

[｣pを:k]/paak/

[｣C5:Ⅹ]/C53h/

[｣p5:t]/p53t/

[｣k():t]/kdot/

lJCb:i]/C6oj/

[｣pb:n]/p6on/

[｣k5:p]/k5〇p/

[｣t5:]/t5〇/

第 6巻 第 2号

くいやな二>

く森>

二汚れを落 とす二>

く聖～/

く深 い ニ>

<全部>

く熱病二>

く角ニ-

く～ しすぎる>-

<財産二,

<寵>

<(犬が)吠える>

く境界二:メ

<危険>

く急流>一一

<理由>

く昔の>

くベ ッド÷-

<絹布>

く川二>

く二選ぶ>

く二驚 く二>

く(粉末が)粗い>

く二入江⊃>

<小 エビ>

-く蓋す る>

<支持する>

[｣pう:m]/p5〇mノ仁く同意する>

と全 く等 しいので細分類を省略す る｡

: [｣hiG]/hih/ -=考える二:

二 [｣hとG]/h台h/ <鋭い>
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[rap]/rap/

[r叫]]/rtt叩/

[rux]/rub/

[ri:k ] /riik/

lru:り]/ruut]/

[ru:p]/ruup/

[ri･en]/rien/

[ri,el]/riel/

lrl･ap]/riap/

lrl,a-l]/riaj/

lr血･∂r)] /rtu叩/

[ru,〇Jl]/ru3Jl/

[ru･〇m] /ru〇m/

[rDlZm]/r〇am/

[rPe1]/r〇31/

[rae]/rae/

4./rV-/ : /h*-/
ヽ

母音の対応は 2.

例 [rei]/rej/

lrEak]/rak/

[rEax]/rah/

[rbJl] /rbJl/

lrbi]/rbj/

lrうー】/rうー/

[rwうⅩ]/r5h/

[re:]/Tee/

lrg:k]/raak/

lr5:Ⅹ]/r5ah/

lrb:k]/rbok/

[rb:i]/rboj/

[rう:k]/rうつk/

[rう:冒 /rうつj/

[｣hEap] /hap/

[｣h血り]/h也t)/

[｣hbx]/htlh/

[｣hi:k] /hiik/

[｣hb:り]/htlut〕/

[｣hb:p]/hdup/

[｣hi･an]/hian/

[｣hi,al]/hial/

[｣hi･ap]/hiap/

[｣hi･ai]/hiaj/

[｣hul･at]]/hth叩/

[｣h心,3Jl]/hb〇Jl/

一＼引き受 け る＼

T同 い 二

一落ちる二㌧

開 くー′

パ彫′'く二一

一 形 二

I/習 う/

りェ ･し

二平らな二

1枚るこ

て物語二

三縮 まる/㌔

[｣htl,〇m]/hb〇m/ --=二集まる二

[｣h53m]/h5∂m/ -/踊 る二二-

[｣h531]/h531/ :毎～

[｣h主:]/haa/

と全 く同 じで あ る｡

[｣hei]/h6j/

[｣hEak]/hak/

: [｣hEax】/hah/

[｣h亡)Jl]/h6Jl/

: [｣hbH /h(うj/

[｣hうt]/hらt/

[｣hw5Ⅹ]/h5h/

[｣h色:]/hee/

[｣hg:k]/haak/

[｣h5:Ⅹ]/h5∂h/

[｣hb:k]/h6ok/

[｣hb:i]/h6oj/

[｣h5:k]/hうつk/

[｣h5:i]/hうつj/

メ/~鉱石

/:セ ミ

-/浅 い

一一/(口が)昇 る二-

∵押す ー＼

ノヽ エ

-二走る/

て′_/上きる､

二向 きをかえ る十

二天秤棒でかつ ぐ二＼

メ/選 ぶ

/病気 --

/だ るい

-:探す_

一百､＼
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5. /-ie-/ :/-ia-/

例 [ki･en]/kien/

[ki･ep]/kiep/

[ci･em]/ciem/

[ci,eG]/Cieh/

[ti-et】/tiet/

[ti･en]/tien/

[di･el]/diel/

[pi･ep]/piep/

[bi,e]/bie/

lqi･et]/giet/

[mi,en]/mien/

[1i･eG]/lieh/

[vi･ec]/viec/

[si,em]/siem/ :

【hi･e】/hie/

[フi･en】/フien/

[ki･an]/kian/ く隅,辺>

【ki･ap]/kiap/ く挟む二､ン

[ci･am]/ciam/ く羊二二一

[ci･ax]/ciah/

【ti･at】/tiat/

[ti,an] /tian/

[di･al]/dial/

[pi･ap]/piap/

[bi･a]/bia/

[ui･at]/uiat/

【mi･an]/mian/

[li･ax]/liah/

[vi･ac]/viac/

[si･am]/siam/

【hi･a] /hia/

[?i,an]/?ian/

<避ける:/

く さらにこ

く蝋燭>

く叱る=>

く沈みかけている:>

く トランプ二>-

く乾か した:チ

く龍眼二二→

くシジ ミ二ノ

く二曲がったニ>

-=タイ>

<流れる二二>

<恥ずか しい>

VI 音節語の第 2音節の対応

2音節語の第 2音節の対応は,Ⅴ章に述べた単音節語の対応 と全 く等 しいので,例 を少 し示

すだけにす る｡

例 【kt)ntrai]/k〇ntraj/

ls叩krl,am]/S〇r)kriam/

【b叩kra:p]/b〇℃kraap/

lbr)ukr5p]/b〇qkrうp/

lb叩ri･en]/bつりrien/

[bt)grうー]/b〇rlr5t/

[prP･Ci･ev]/pr〇〇ciev/

316

lkaJtEai]/kat畠j/ <鉄>

lsaJki･am]/sakiam/<戦争/=･

lpake5:p]/pake5p/ <鎮圧する>

lpeJkrうp]/pakr5p/ <補充するニ;

[paJhi･an]/pahian/ <教えるニ

lpa｣hうー]/pahうー/ く駈落ちす る>

[paci･av]/paciav/ -二コウモ リ>
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11f 要 約

以 上,ST と PP とで語形uj異なるものについての対応法則と,その実例をあげたが16',こ

こにその要点をまとめるとともに,ST と PP との主な相違点であるところの PPには,

a) 低昇 り声 調がある

b) /r/が稀にしか現われない

C) /e5/がある

d) ′/ie/がない

e) /N(/m/を除 く)C/の形の 予青首素結合がある

f) /mC/,/1C/,/kり/の形の半 音音素結 合がない

g) 2音節言吾の第 1音節の構造が簡単で,短母音で終わる音節がある

等の諸点 との関係を明 らかにしようc

1. ST の 2苦節語の第 1音節と PP

表の左欄に ST の音節型,上にその音節頭音を示 し,表 中 にそれに対応す る PPを示 した｡

〔･〕で音節の切れ 目を示 し,これが左についているものは,PPでは単音節語が対応することを

示す｡空欄は対応 例のないものである｡

この図か ら明らかなように, ST の第 1音節に対 しては､PPでは /Ca/の形の短母音音節

か,または /NC-/とい う形の単音節語頭の /N/が対応 している｡ この短母音で終わる音節

も,/NC/という 予首音素結合 も,ST には現われない ものである｡

2.ST の子音音素結合

/kr〇〇･9-/

/ma･C-/
/la･C-/

この結果,PPでは /kt]/,/mC/,/1C/の形の 予音音素結合がな くなる0

3. 甲音節語および 2戸川J語の第 2音節で

/-ie/:/Wia/

とい う対応がありこの結果,ST で /ie/と /ia/との対立で示 された譜が,PPでは シノニム

とな っている｡

16) ST とPP とで語形の異なるもujf二ついての対応法則をあげたわけで,以上の対応法則の条件にあわ
ないものは,ST とPP とでは同語形である｡なお,2音節までしか比較をしていないが,3音節以上

の語については,その最終音節は単音節語の対応,最終音節以外の音節については,2音節語の第 1音
節の対応に準じる｡ただし, 3音節以上の語はほとんどすべてがサンスクリット･パーリ言吾からの借用

語で文語的であり,特にプノンペン万言で使朋されることが少ない｡
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4. /r/について対 応闇係を整理す る と

2音鮎語の第 1音鋸 左以 外 の 音 節

弱

-こ育
て

十
し

の

合

里

他
結

/′1/,ノブ/,/ゼロ/

/ゼロ/

/hV/
′

/ゼロⅤ/

ujよ うにな る｡ これか ら,PP の低昇 り声調音節は,ST c/)(2千円市語 の第 1吊 車以外 の)/r/

を も｢ ll'用吊こ対応 してい ることが明 らか とな る｡

また, この時 に ST と PP とでは付 晋の異な る ものがあ り,特 に

/aa/ /e5/

の対 応が リ, この /e5/は ST には現われない もので あるo

llll 補

以上は同一 イ ンフ ォーマ ン トについての調査結 果であるが, このほかに. このイ ンフ ォ-マ

ン トが ｢｢l分は使わないが, こう話す人 もい る｣ と報'Lti-して くれた もの,および,筆者 自身が

'sくの カ ンボ ジア人 と接 した際に採果 した もののなかで,すで に述べた もの と異な るものを参

考まで にあげてお く｡

1. [pi:sa:]/piisaa/

[sP:Se:】/S〇〇See/

[haopa〃]/haopav/

[?｡JIClZq]/73JIC∂Jl/

[?叩C甘:Jl] /?3JICaaJl/

[?tzileu]/?ajlav/

lstmst):m]/S〇ns〇〇m/

[?口mptZu]/?〇mPaV/

2. [kt)nsi･eu]/k〇nsiev/

[ct)okeG]/C〇IJkeh/

lct)mlaek】/C〇mlaek/

[cDmPuX]/C〇mpuh/

[stjmbD:k]/S〇mb〇〇k/

[sama:C]/samaac/

3. [kda〃]/kdav/

[pdt:i】/pdtzj/

lsa:]/saa/ 二食 べ る

[se:]/see/ 書く

[pa〃]/pav/ ポケ ッ ト

[C甘r)] /C3t]/ 二そのよ うに

[C甘:Jl]/C∂aJl/ 二二どうぞ

[1℃u]/13Ⅴ/ 今

[stj:m]/S〇〇m/ 二綜 二

[p甘u]/p∂Ⅴ/ 二サ トウキ ビ

[krD･si,eu]/kr〇〇siev/ /土i虹

lcrO-keG]/cr〇〇keh/ Tflli3--

[crTj･laek]/cr〇〇1aek/ 二珍らしい

[crD,pux]/Cr〇〇puh/ /くちばし

[srD･bD:k]/sr〇〇b〇〇k/ ノ桂いと

[srtj,ma:C1/sr〇〇maaC十-一周 艮大会-

[kadaが ] /kad av / 熱 い

[padtZi] /pad a j/ 夫
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[kba:l]/kbaal/

[tnaot]/tnaot/

4. [1hoq]/1hoq/

[lhaem]/lhaem/

[lhaai]/lha∂j/

5. [16mba:k】/16mbaak/

[16mhae]/16mhae/

[16m?i･ep]/lam?ieり/

6. lst]･se:]/S〇〇see/

[sP,Saa]/S〇〇Saa/

[S13･Sai]/S〇〇saj/

[S13･S13:]/S〇〇S〇〇/

7. [cr)aJl] /CgaJl/

[C耶11/cg〇1/

lcua:I] /Cりaaj/

[cnok]/cnok/

[cne:]/°nee/

[cnam]/cnam/

[cma:]/cmaa/

[cmPk]/cm〇k/

8. [psa:]/psaa/

[ptEax] /ptah/

ltqai]/tt]aj/

[ksae]/ksae/

[tvtZ:]/tvaa/

lm5:k】/mうつk/

[r5:k】/rうつk/

lm5:1]/m5al/

[co:1]/cool/

9. [tmt{1]/tmaj/

[tnt31]/tn〇1/

[tju:n]/tjuuり/

[haopa乙7]/haopav/

[bt)nt5p]/b〇nt5p/
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[kaba:ll/kabaal/

[tanaot]/tanaot/

[?ahoq] /?ahoり/

[?ahaem】/フahaem/

[?ahaa i] /?ahaaj/

[laba:k]/labaak/

[13hae]/lahae/

[1∂?i･at)]/1a?iat)/

[t∂se:]/tasee/

[tasaa]/tasaa/

[tasa:i]/tasa:j/

[tast):]/tas〇〇/

lsl〕aJl] /sqaJl/

[stI〇1]/st】ol/

[st)a:I]/st]aaj/

[snok]/snok/

[sne:】/snee/

[snam]/snam/

[sma:]/smaa/

[sm｡k]/sm〇k/

[sa:]/saa/

ltEax]/tah/

[r)ai]/りaj/

[sae]/sae/

lt̀tz:]/thaa/

[mao]/mao/

lr5:]/rうつ/

[m5:] /m59/

仁co:]/coo/

lkmt:i]/kmaj/

[kn131]/kn〇1/

lsjll:り]/sjuuり/

[kapaが]/kapav/

[kat5p] /kat5p
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<頭ン

くサ トウヤ シ/二,

くノヾノヾ イヤ二>

く甘 い二>

く涼 しい二>

く難儀な二>

くのんび りす る>

< ひいきす る>

く書 くニ>

く はめる>

く神経>

く柱>-

く おい しい=>

<疑 う>

く:遠い>

く栓>

く岸>

-く年>

く二猫>

く待伏せす る>

く市場>

くこ家>

< 日二>

<紐>

くこす る>

<来 る>

･く探す>

<見 る>

<入 る>

く新 しい>

<道路>

く炭>

く ポケ ット>

く部屋>


