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タイ語話し言葉コーパスから見た「語用論的終末小辞」＊

スニサー　ウィッタヤーパンヤーノン（齋藤）

Study of Pragmatic Final Particles in “Corpus Data on Spoken Thai”

WITTAYAPANYANON	(SAITO),	Sunisa

This	is	a	pilot	study	of	the	functions	of	pragmatic	final	particles	in	spoken	Thai.		
The	objectives	are	to	observe	what	kinds	of	pragmatic	final	particles	are	used	
and	to	analyze	their	functions	based	on	samples	of	(pseudo-)real	conversation.

Some	parts	of	 the	 “Corpus	data	on	 spoken	Thai,”	which	have	been	
developed	as	a	 joint	Thai-Japanese	study	between	Kasetsart	University	and	
Tokyo	University	of	Foreign	Studies,	are	used	in	this	study.	From	this	corpus	
data,	words	and	phrases	that	are	candidates	for	pragmatic	final	particles	are	
identified,	and	their	meanings/functions	are	analyzed	from	functional	and	
pragmatic	perspectives.	They	are	examined	not	only	from	the	context	in	the	
speaker’s	statement,	but	also	from	the	listener’s	statements	that	follow.

Through	this	corpus-driven	study,	62	pragmatic	final	particles	(single	and	
combinatory)	have	been	observed,	including	many	kinds	of	phonetic	variants	
and	33	combinations	of	these.	Using	a	functional	approach,	this	study	proposes		
that	there	are	12	meanings/functions	for	these	pragmatic	final	particles	and	
that	the	particles	can	be	classified	into	three	groups.	The	first	group	contains	
particles	that	elicit	listener	reactions.	The	second	group	contains	particles	that	
express	speaker	attitudes,	and	the	particles	 in	the	third	group	have	both	of	
these	functions.
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はじめに

本論文は，タイ語の「語用論的終結小辞」（pragmatic	final	particle）の使用実態を観察し，
その言語形式の特徴や意味機能について考察した事例研究である。タイ語において小辞と呼ば
れるものには，その出現環境や意味機能の違いによって，さまざまなものが含まれる。本論文
で扱う語用論的終結小辞とは，小辞のうち，語用論的小辞（pragmatic	particle）の中の 1下
位分類であって，句や節の末尾に生起する終結小辞を指す。本論文では，語用論的小辞の 1下
位分類である「発話の単位である句または節の末尾に現れ，話し手と聞き手の属性や両者の関
係，話し手の聞き手に対する働きかけ，あるいは話し手の出来事に対する心的態度を表す」も
のを「語用論的終結小辞」（pragmatic	final	particle）として分析の対象としている。
本論文では実際の言語の運用場面において，語用論的終結小辞として，どのような言語形式
および言語形式の結合が現れるか，またそれらが担う意味機能にはどのようなものがあるかを
分析する。分析資料には，タイ語の「話し言葉コーパス1）」を用いる。
本論文はまず，第 1節で句末に現れる語用論的小辞についての先行研究のうち，代表的なも
のとして，Bhamoraput	1972，Iwasaki	and	Ingkaphirom	2009，高橋 2016を取り上げ，その
内容を検討する。次に第 2節では研究目的，第 3節では分析対象のタイ語会話データの概要と
タイ語会話データを引用する際の表記方法を示す。第 4節第 1項では，観察された語用論的終
結小辞の種類と使用回数を提示した上で，第 2項で語用論的終結小辞の形式的特徴の分析を行
う。第 4節第 3項では語用論的終結小辞と同様の機能を果たす語句を提案し，第 4項では語
用論的終結小辞が有する 2つの意味機能を明らかにした上で，観察された語用論的終結小辞を
3グループへ分類する。第 5項では，共起パタンに関する考察を行う。最後に第 5節では分析
結果と考察をまとめた上，今後の課題について述べる。

はじめに
1. 	タイ語の語用論的小辞 /終結小辞に関す
る先行研究

	 1.1 Bhamoraput	1972
	 1.2 Iwasaki	and	Ingkaphirom	2009
	 1.3 高橋 2016
2. 研究目的と分析範囲
3. 研究方法
	 3.1 分析資料
	 3.2 表記方法
4. 結果と考察
	 4.1 	観察された語用論的終結小辞と使用回

数
	 4.2 語用論的終結小辞の形式的特徴
	 	 4.2.1 音節

	 	 4.2.2 子音
	 	 4.2.3 母音
	 	 4.2.4 末子音
	 	 4.2.5 声調
	 4.3 	語用論的終結小辞と同様の機能を果た

す語句
	 	 4.3.1 mây=rúu類
	 	 4.3.2 aray=mây=rúu類
	 	 4.3.3 aray=yàaŋŋíi類
	 4.4 談話上における意味機能の分類
	 	 4.4.1 要求型
	 	 4.4.2 表示型
	 	 4.4.3 語用論的終結小辞の 3グループ
	 4.5 共起パタン
5. 結論と今後の課題

1）	 第 3節 1項参照のこと。
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1. タイ語の語用論的小辞/終結小辞に関する先行研究

以下に紹介するように，これまでタイ語の語用論的小辞に関する研究をまとめたものは少な
いが，特に句末表現，終助詞，文末助詞，文小辞，語用論的小辞などと呼ばれる発話単位の末
尾に生起するタイプ（語用論的終結小辞）についての分析には，統語論，語用論，音韻論など
の観点からの研究が存在する。

1.1 Bhamoraput 1972
Bhamoraput	1972は，語用論的終結小辞を「final	particles」（終結小辞）と呼び，それら
の意味・機能に基づいて，生起する順番によって 7種類に分類している。
①強意小辞　intensifying	particles：	 [caŋ]，[nák]，[pay]，[sǐa]，[síaʔ]，[sáʔ]，[khâw]
②強調小辞　empahasizing	prticles：	[ʔɔ̀ɔk]，[rɔ̀ɔk]，[dɔ̀ɔk]，[lɛ́ɛw]，[lɛ́ʔ]，[láʔ]，[nâʔ]，[lǝǝy]，

[nɔ̀y]，[thii]
③勧告小辞　hortative	particles：	 [chiaw]，[thiaw]，[sii]，[síʔ]，[sìʔ]，[sii]，[sîʔ]，[thǝ̀ʔ]
④定小辞　　definite	particles：	 [làʔ]，[lɛ̀ʔ]，[nîi]，[hɛ́ʔ]
⑤疑問小辞　question	particles：	 [mǎy]，[máy]，[rɯ̌ɯ]，[rɯ́ʔ]，[rə́ʔ]，[rǝ̌ǝ]，[rɯ̌ɯplàaw]，

[rɯ̌ɯyaŋ]，[châymǎy]，[ná]，[nâa]，[kraʔmaŋ]，
[kaʔmaŋ]，[laʔmaŋ]，[maŋ]

⑥疑問小辞に後続する小辞　post-question	particles：[lâw]，[lâʔ]
⑦地位小辞　status	particles：	 [kháʔ]，[khâ]，[khǎa]，[khráp]，[cáʔ]，[câʔ]，[cǎa]，

[háʔ]，[hâʔ]，[yáʔ]，[yâʔ]，[wáʔ]，[wâʔ]，[hǝ́y]，[wǝ́y]，
[fǝ́y]，[ʔǝǝy]，[ʔə̀ǝy]，[ʔǝ̌ǝy]，[nɔ̌ɔ]，[nɔ́ɔ]

Bhamoraput	1972では各小辞が 1つの意味機能グループのみに分類されているが，この点
は本論文で検証を行う。

1.2 Iwasaki and Inkaphirom 2009
先に挙げた Bhamoraput	1972が，それぞれの小辞の概念的な意味の分類に留まっているの
に対して，Iwasaki	and	Inkaphirom	2009は，意味，語用論などの観点から語用論的小辞を大
きく①発話レベル小辞（speech-level	particles），②語用論的小辞（pragmatic	particles），③
疑問小辞（‘Yes/No’	and	tag	questions）の 3種に分類している。
①の発話レベル小辞は，文/句の後ろに生起し，話し手と聞き手の社会的関係性や発話の場

面によって決定される公式度を表している。[khráp]，[khâʔ]，[kháʔ]，[háʔ]，[hâʔ]，[câʔ]，
[cáʔ]，[wáʔ]，[wə́ǝy]，[wóoy]，[yâʔ]，[yáʔ]がこのグループに当たる。
②の語用論的小辞は，一般小辞（general	particles），意味内容志向小辞（information-

oriented	particles），行動志向小辞（action-oriented	particles）の 3グループに分類されてお
り，分類や意味機能は表 1.1，表 1.2，表 1.3の通りとなる。（Iwasaki	and	Inkaphirom	2009:	
188の体裁を改めたもの）

Iwasaki	and	Inkaphirom	2009では，pragmatic	particles（語用論的小辞）とは，文中に見
られる情報に対しての話し手の姿勢や会話の対話者に対する姿勢といった様々な非命題的，叙
法的情報を示すものと述べられている。
③の疑問小辞（‘Yes/No’	and	tag	questions）は，肯定否定疑問文，付加疑問文の文末の
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いずれかのみ，もしくは両方に現われるものを分類している。肯定否定疑問文に生起する
ものは [máy]，[rɯ̌ɯplàaw]，[rɯ̌ɯyaŋ]，[rɯ̌ɯ]，付加疑問文に生起するものは [châymáy]，
[châyrɯ̌ɯplàaw]，[mâychâyrɯ̌ɯ]と述べられている。
なお，Iwasaki	and	Inkaphirom	2009の分析データは，一部で電話での会話を録音した話し
言葉の分析も扱っているが，「参照文法」という著書の性格もあって，実証的な話し言葉の分
析のみに基づくものではない。
ここで紹介した Bhamoraputおよび Iwasaki	and	Inkaphiromの指摘する小辞それぞれの意

味機能の分類は必ずしも一致を見ていないが，Bhamoraput	1972の挙げる①強意小辞，②強調
小辞，③勧告小辞，④定小辞，⑥疑問小辞に後続する小辞は，概略 Iwasaki	and	Inkaphirom		
2009の②語用論的小辞に相当する。また Bhamoraput	1972の⑤疑問小辞は，Iwasaki	and	
Inkaphirom	2009での③疑問小辞に，Bhamoraput	1972での⑦地位小辞は，Iwasaki	and	
Inkaphirom	2009の①発話レベル小辞にそれぞれ相当するものである。

1.3 高橋 2016
タイ語の終結小辞（発話単位の末尾に生起する語用論的小辞）に関する先行研究を概観した
資料・研究ノートである高橋 2016は，語用論的小辞を扱った 17の論考の記述を要約し，分
類，共起パタン，音形特徴についての比較考察を行っている2）。それによると，分類については，
会話参加者の相互の立場，新密度などを表す小辞，疑問を表す小辞，心的態度を表す小辞に分
類されていることを述べている。特に心的態度を表す小辞が様々に分類される本質的要因とし
て，それらの小辞の語義を特定することが難しいという理由が挙げられ，分類の仕方も各論考
でかなり異なることも指摘している。共起パタンについては，語用論的小辞の分類の仕方が異
なり，記述の抽象度や精密さも異なることから，それらのパタンの分類は同じではなく，共起

表 1.1　一般小辞（general particles）

1	 	 ná，nà，à 共通点（common	ground）
2	 	 sí，sǐ，sî 命令的確認（authoritative	confirmation）
3	 	 lǝǝy 強調（emphasis）
4	 	 chiaw 強調，驚き（emphasis,	surprise）
5	 	 sía，sá 完了，穏やかな激励（perfect/anterior;	mild	encouragement）

表 1.2　意味内容志向小辞（information-oriented particles）

6	 	 lâ，là，à 詳細な要求（elaborating	request）
7	 	 lɛ̀，à 完了，焦点（perfect/anterior;	focus）
8	 	 là，lá，à 結論（conclusion）
9	 	 rɔ̀k，lɔ̀k，dɔ̀ɔk 反論（counterargument）
10	 níi，nǐi 発見（discovery）
11	 ŋay 注意喚起（directing	attention）
12	 nɛ̂，nɛ̀ 注意喚起，著しい量（directing	attention,	notable	amount）
13	 máŋ，lamáŋ，kramaŋ 推測（guess）

表 1.3　行動志向小辞（action-oriented particles）

14	 thǝ̀，hǝ̀ 提案（suggestion）

2）	 高橋 2016の扱った 17の論考については，論文末の参考文献を参照のこと。
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する語用論的小辞の最大数の認定もそれぞれの論考によって異なると述べている。音形特徴の
点では，多くの論考が実際の発話における語用論的小辞の音形の多様性について言及している	
が，語用論的小辞にかかる音調は語レベルの音韻現象であるか，といった点などについては，見	
解が多様になっている。それらを踏まえ，高橋 2016は，Pittayaporn	and	Chulanon	2012:	16-21	
が主張する「タイ語の語用論的小辞が付加される単位は（統語単位ではなく）音調句という音
韻単位であり，だからこそ，それが生起する統語的位置を一般化することは難しい」という主
張を合理的と捉え，タイ語の一般的性格として統語制約より音韻制約のほうが優位に働く傾向
が強いと考えている。但し，高橋 2016は，実際の事例に基づく分析までには至っていない。

2. 研究目的と分析範囲

本研究の目的は，会話に用いられる語用論的終結小辞の形式的特徴および意味的特徴を同定
し，分類することである。そして，場面またはその発話の前後の文脈全体の内容に基づき，語
用論的視点から，語用論的終結小辞の発話機能の考察を行うことである。
本研究ではタイ語の語用論的小辞の 1下位分類である発話単位の末尾に生起するタイプに焦
点を当てる。これまで紹介した終結小辞の分析は，主に小辞の意味的な分類，さらには意味機
能の分類を扱っているのに対し，本研究はコーパスデータに基づく，帰納法的アプローチをと
る。すなわち，生の会話データを活用して語用論的終結小辞の使用実態を観察し，その形式と
意味機能を分析する。本研究では必要に応じて，音声データも参照しながら，客観的に観察，
分析を行っている。

3．研究方法

3.1 分析資料
本研究では，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の峰岸真琴教授とカセサート
大学人文学部のブッサバー・バンチョンマニー准教授との間で開発が進められ，東京外国語大
学語学研究所からの公開準備が進められている「タイ語の話し言葉コーパスデータ（以降，話
し言葉データと呼ぶ）」の模擬会話の一部を使用する。話し言葉データは，録音することと，
分析内容を公表することの同意を得た上で，2人の話し手が，特に話題を定めず，30分程度
の会話を録音し，タイ文字でテキストデータとして文字化したものである。本研究では，男子
学生・23才・1名（kと略称する）と女子学生・22才・1名（cと略称する）の間で行われた
会話を用いる。このデータより，上に定義したような意味で語用論的終結小辞と思われるもの
を抽出し，話し手と聞き手の関係や属性を考慮するとともに，前後の文脈，聞き手の後続の発
話内容を確認し，談話における発話機能の分析を行う。また文字化されたデータからの分析と
ともに，音声ファイルの音に基づく観察も行う。

3.2 表記方法
本論文ではタイ語会話データを引用する際には，タイ語研究で一般に用いられる音韻表記を
用いる。分析対象とするものが複数の単語の組み合わせの場合，各単語の間に「=」を入れる
形で表記する。例文中で下線付の小辞は分析対象の小辞であることを示す。また，今回の研究
対象である話し言葉データにおいては，元来の言葉から意味機能の点では変化はないものの，
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子音，母音，末子音，または声調などでの違いなどが見られる「音声的変異形（もしくは「変
異形）」が現れる場合がある。そのような場合，可能な限り音声的実現形に近い音韻表記を行う。
一方，社会的に認知，許容されている標準的な発音で，書き言葉や改まった発音として用いら
れるものは「標準的表記法（もしくは「標準形」）」として記述する。
話し言葉データの例文を引用する場合，話し手と聞き手を表す「k」または「c」と，およ
そ 30分の会話中での発話ターンを表す数字を組み合わせて表す。ただし，実際の 1回の発話
ターンは，語数にして 30語あるいはそれ以上のものも多く，その全ての語それぞれに，日本
語のグロスをつけることは困難である。そのため，前後の文脈については日本語訳のみを示し，
当該の語用論的終結小辞を含む発話の一部だけにグロスをつけることにする。本稿は特定の 1
文の内部構造自体の分析をすることが目的ではなく，発話単位の末尾におかれる語用論的終結
小辞だけを問題として取り上げるため，この表記法で十分であると考える。また，語句を補わ
ないと文脈の意味が不明確な部分には，【】を用いて語句を補う。
以下の例 2では，「k37」および「c37」は，それぞれ「話し手（k）の 37ターン目の発話」「話

し手（c）の 37ターン目の発話」を表す。例 2は，話題となっている映画『ハリー・ポッター』
の中で，登場人物の 1人ハグリットが襲われ，連れて行かれた際に，ハリーが自分で助けられ
ないため，大蜘蛛に助けを求めに行った場面である。

例 2：『ハリー・ポッター』のワンシーンについての会話場面
k37：	じゃ，あの蜘蛛は助けに来た？
c37：		【その蜘蛛は】助けなかったよ。【蜘蛛が言うには】ハグリッド以外助けないって言うんだ。

それから【ハリーにその蜘蛛が】言うには【以下に続く】
	 	hɛɛkrìt									mây				khǝǝy			sòŋ					phûuday			maahǎa			chán			maakɔ̀ɔn				alɛ=mɛ̂=lú
	 	ハグリット			否定			経験				送る			だれか						訪ねる				私						これまで			【小辞】
	 	ハグリットは誰かをこっちに来させたことなんて，これまでない，とかね。

4. 結果と考察

第 1項では，話し言葉データで観察された語用論的終結小辞とそれぞれの使用回数を挙げ，
第 2項で形式的特徴（音声的変異形）を考察する。第 3項では語用論的終結小辞と同様の機能
を果たす語句を提案し，第 4項では談話上における意味機能の分類，そして第 5項で共起パタ
ンを考察する。

4.1 観察された語用論的終結小辞と使用回数
各語用論的終結小辞の具体的な意味機能については，「4.4談話上における意味機能の分類」
で示すが，まず話し言葉データで使用されている語用論的終結小辞の全体像から見ていく。
話し言葉データから抽出された語用論的終結小辞は，小辞 1つが単独で使用されるものと，

小辞を含むいくつかの語がまとまった組合せとして使用されるものとの 2種類に大別される。
本論文では前者を「単小辞」と呼び，後者を「複合小辞」と呼ぶ。話し言葉データで使用され
た単小辞，及び複合小辞の具体例は，表 2，表 3の通りである。単小辞は全 38小辞，計 408
回使用が観察される。これらの意味機能，及び音声的変異形の点を考慮すると，標準形として
は 20小辞に集約出来る。一方，複合小辞に関しては全 24小辞，計 100回の使用が観察され，
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標準形としては 9小辞に集約される。
表 2，表 3に示す「話し言葉データで観察された小辞」には，話し言葉データの中で，実際
に生起している小辞を表記しており，「標準形」と「変異形」（4.2	語用論的終結小辞の形式的
特徴　参照）の両方が含まれている。
使用頻度から見ると，単小辞の [àʔ]が 168回で最も使用頻度が高い。[àʔ]は Bhamoraput	

1972では見られないが，Iwasaki	and	Inkapirom	2009においては [aʔ]は [náʔ]，[lâʔ]，[lɛ̀ʔ]，
[làʔ]の音声的変異形とされている。Peyasantiwong	1981でも [aʔ]は音韻縮約パタンで，[láʔ]，

表 2　観察された「単小辞」

標準的表記法 話し言葉データで観察された小辞 使用回数
1	 	 [náʔ] [ná] [náa] 43
2	 	 [nâʔ] [nâ] 	 6
3	 	 [nǝ́ʔ] [nǝ́] [nɔ́] 	 6
4	 	 [nîi] [nîi] [ní] 18
5	 	 [nɛ̂ʔ] [nɛ̂] 	 2
6	 	 [nɔ̀y] [nɔ̀y] 	 2
7	 	 [nîa] [nîa] [ŋîa] 15
8	 	 [dûay] [dûay] [dûa] 18
9	 	 [máŋ] [máŋ] 	 6
10	 [sǐa] [sá] 	 2
11	 [rɔ̀ɔk] [lɔ̀ɔk] [lɔ̀k] 	 3
12	 [ŋay] [ŋay] [ŋɛɛ] [ŋɛ] 12
13	 [lǝǝy] [lǝǝy] [lǝ́] 53
14	 [àʔ] [à] [âa] [dà] [kà] 168
15	 [lâʔ] [lâ] 	 1
16	 [sìʔ] [dì] [nì] 	 5
17	 [lɛ̀ʔ] [lɛ̀] 	 3
18	 [máy] [máy] [mɛ́] 	 8
19	 [rɯ̌ɯ] [lɯ̌ɯ] [lǝ̌ǝ] [ǝ̌ǝ] [dǝ̌ǝ] 34
20	 [câʔ] [câ] [câa] 	 3

計 全 38小辞 408

表 3　観察された「複合小辞」

標準的表記法 話し言葉データで観察された小辞 使用回数
1	 	 [yàaŋ=níi] [yàŋ=ŋía] [ŋía] [ŋíi] 	 7
2	 	 [mây=rúu] [mây=lúu] [mɛ̂=lú] 	 7
3	 	 [ʔaray=mây=rúu] [alay=mɛ̂=lú] 	 1
4	 	 [ʔaray=yàaŋ=níi] [alay=yàŋ=ŋía] [alay=ŋía] [alay=ŋíi] [lay=ŋíi] 38
5	 	 [rɯ̌ɯ=plàaw] [lɯ́=pàaw] [lɯ́=pà] [lɯ́=àaw] [pà] 27

[bà]
6	 	 [chây=máy] [chây=máy] [chɛ̂=mɛ́] [hɛ̂=mɛ́] [hǝ̂=má] 	 8
7	 	 [chây=rɯ̌ɯ=plàaw] [chây=pà] [chɛ̂=à] [chɛ̂=bà] 	 8
8	 	 [rɯ̌ɯ=yaŋ] [yaŋ] 	 3
9	 	 [rɯ̌ɯ=wâa] [lǝ̌ǝ=wâa] 	 1

計 全 24小辞 100
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[lɛ́ɛw]，[lâʔ]，[lâw]，[nâʔ]，[rɔ̀ɔk]，[làʔ]から [áʔ]，[aʔ]，または [â]に変異するものと記述
されている。しかしながら Iwasaki	and	Inkapirom	2009では [aʔ]は [náʔ]の音韻縮約形と示
しているが，Peyasantiwong	1981では，[aʔ]は [náʔ]の音韻縮約形ではないと述べられている。
今回の分析対象である話し言葉データの中で，[àʔ]は様々な場面や意味機能での使い方が観察
されたため（表 6	語用論的終結小辞	意味機能分類一覧	参照），本論文において [àʔ]は他の小
辞の変異形ではなく，独立した 1つの語用論的終結小辞と見なす。
単小辞の [nǝ́]，[nɔ́]，[nîa]，[ŋîa]，[dûay]，[dûa]と複合小辞の [yàŋ=ŋía]，[ŋía]，[ŋíi]，[lǝ̌ǝ=wâa]
など話し言葉データで使用されているものの，Iwasaki	and	Inkapirom	2009と Bhamoraput	
1972では見られない。単小辞の [náa]，[ní]，[lɔ̀ɔk]，[ŋɛɛ]，[ŋɛ]，[lǝ́]，[âa]，[dà]，[kà]，[dì]，[nì]，
[mɛ́]，[lǝ̌ǝ]，[ǝ̌ǝ]，[dǝ̌ǝ]，[câa]，複合小辞の [lɯ́=pàaw]，[lɯ́=àaw]，[lɯ́=pà]，[pà]，[bà]，[yaŋ]，	
[chɛ̂＝mɛ́]，[hɛ̂=mɛ́]，[hǝ̂=má]，[chây=pà]，[chɛ̂=à]，[chɛ̂=bà]は，Iwasaki	and	Inkaprom	
2009と Bhamoraput	1972で標準的表記法のもの，または別の変異形でみられたが，本論文で
観察されたものと異なる変異形である。
単小辞の [sìʔ]は，タイ語教育でも取り上げられ，教えられてきているが，実際に使用され
ているのは変異形である [dì]，[nì]で，標準形である [sìʔ]は一度も観察されなかった。他に
も [dà]，[kà]，[bà]，[hɛ̂=mɛ́]，[hǝ̂=má]などは，標準的表記法から全く異なる音となって使
用されている。

Bhamoraput	1972とIwasaki	and	Inkapirom	2009では取り上げているが，この話し言葉デー
タからは，話し手の社会的地位や発話者間の関係性を表す地位小辞または発話レベル小辞であ
る [khráp]と [khâʔ]は観察されなかった。この点は話し言葉データの発話者の属性や年代に
起因するものと考える。なお，Bhamoraput	1972の地位小辞と Iwasaki	and	Inkapirom	2009
の発話レベル小辞と考え得るもので観察されたのは，[câ]と [câa]の 2つで，使用されている
のは 3回のみであった。
ここで示した通り，研究されてきた語用論的終結小辞と実際に使用されている小辞は大きく
異なっている。これは実際の話し言葉のデータから語用論的終結小辞を収集したため，これら
の変異形は実際の話し言葉データのカジュアルな文体（スタイル）や社会的関係（人間関係）

の性質が反映したものと考える。

4.2 語用論的終結小辞の形式的特徴
話し言葉データの中で観察された語用論的終結小辞は標準形としては 29（単小辞＝20，複

合小辞＝9）となるが，それらの変異形には幾つかの形式的特徴が見られる。
なお，本項では，便宜上，各音節間には「+」を加えて表記する。

4.2.1 音節
語用論的終結小辞 29の内，1音節のものが 20，2音節は 6，3音節が 1，そして 4音節は

2であり，1音節のものが大部分を占める。1音節のもので，子音＋母音となっているものは
13あり，子音＋母音＋末子音から成る小辞は 7で，末子音が使われている場合は，/y/，/w/，
/ŋ/のいずれかである。また，音節が簡略化されるケースも観察された。
	 例：	[yàaŋ+níi]							⇒			[ŋíi]，[ŋía]
	 						[rɯ̌ɯ+plàaw]			⇒			[pà]，[bà]
	 						[rɯ̌ɯ+yaŋ]						⇒			[yaŋ]
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4.2.2 子音
子音については，次のような特徴が見られる。
/r/から /l/，/d/，/Ø/への変化

	 例：	[rɯ̌ɯ]												⇒			[lǝ̌ǝ]，[dǝ̌ǝ]，[ǝ̌ǝ]
	 						[rɯ̌ɯ+plàaw]			⇒			[lɯ́+pàaw]
	 						[rɔ̀ɔk]													⇒			[lɔ̀ɔk]

/n/から /ŋ/への変化
	 例：	[nîa]														⇒			[ŋîa]
	 						[yàaŋ+níi]							⇒			[yàŋ+ŋía]

/p/から /b/または /Ø/への変化
	 例：	[rɯ̌ɯ+plàaw]											⇒			[bà]，[lɯ́+aw]
	 						[chây+rɯ̌ɯ+plàaw]			⇒			[chɛ̂+bà]，[chɛ̂+à]

/s/から /d/または /n/への変化
	 例：	[sìʔ]			⇒			[dì]，[nì]

直前の単語の末子音の影響
	 例：	[mɛ̂ɛ+mód][à]			⇒			[mɛ̂ɛ+mód][dà]
	 						[yâak][à]										⇒			[yâak][kà]

二重子音の簡略化
	 例：	[rɯ̌ɯ+plàaw]					⇒			[lɯ́+pàaw]

4.2.3 母音
母音の特徴は，次の通りである。
二重母音の簡略化

	 例：	[sia]			⇒			[sa]

単母音の二重母音化
	 例：	[yàaŋ+níi]			⇒			[yàŋ+ŋía]

長母音の短母音化
	 例：	[rɔ̀ɔk]													⇒			[lɔ̀k]
	 						[lǝǝy]													⇒			[lə́]
	 						[rɯ̌ɯ+plàaw]			⇒			[lɯ́+pà]
	 						[chây+máy]				⇒			[hǝ̂+má]
	 						[nîi]															⇒			[ní]
	 						[mây+rúu]						⇒			[mɛ̂+lú]
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短母音の長母音化
	 例：	[náʔ]			⇒			[náa]
	 						[câ]					⇒			[câa]
	 						[àʔ]					⇒			[àa]

/ɯɯ/から /ǝǝ/への変化
	 例：	[rɯ̌ɯ]			⇒			[lǝ̌ǝ]

/ǝ/から /ɔ/への変化
	 例：	[nə́]			⇒			[nɔ́]

/ay/から /ɛ/，/ɛɛ/，/ǝ/，/a/への変化
	 例：	[ŋay]						⇒			[ŋɛ]，[ŋɛɛ]
	 [chây+máy]			⇒			[chɛ̂+mɛ́]，[hɛ̂+mɛ́]，[hǝ̂+má]

4.2.4 末子音
末子音については，全て消失の変異形となる。

	 例：	[lɛ́ɛw]				⇒			[lɛ́]
	 						[dûay]			⇒			[dûa]
	 						[nâʔ]					⇒			[nâ]
	 						[àʔ]							⇒			[à]

4.2.5 声調
Bhamoraput	1972:	74では，声調に関して，上声，下声，低声が高声と平声に変化すると述
べているが，本論文の分析対象である話し言葉データでは，平声，上声が高声，低声が下声に
変化するケースが観察された。
平声，上声から高声への変化

	 例：	[lǝǝy]			⇒			[lə́]
	 						[sǐa]					⇒			[sá]

低声から下声への変化
	 例：	[à]							⇒			[â]

語用論的終結小辞で最も多いのは 1音節の小辞であり，この点については Bhamoraput	
1972と同じ見解である。一方，Bhamoraput	1972:	71-76では，終結小辞の大部分は，1音
節，または 2音節であると述べているが，今回の分析対象である話し言葉データでは，3音節
（chây+rɯ̌ɯ+plàaw）と 4音節（ʔa+ray+yàaŋ+níi）も観察された。各音節では末子音があるも
のが少なく，ある場合は全て /y/，/w/，/ŋ/のいずれかである。Bhamoraput	1972では観察
されなかった音節の簡略化，子音の直前の単語の末子音の影響，単母音から二重母音への変化
といった事象も観察された。声調に関しては，Bhamoraput	1972:	71-76では，上声，下声，
低声が高声と平声に変化する傾向があると述べられていたが，今回の分析対象では，殆ど観察
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されなかった。こういった点から，話し言葉データにおける語用論的終結小辞の形式的特徴は，
Bhamoraput	1972が示したものとは異なったものとなっている。

4.3 語用論的終結小辞と同様の機能を果たす語句
高橋2016の17の論考の中では語用論的終結小辞としては扱われていなかったが，[mây=lúu]，	

[alay=mây=lúu]，[alay=ŋíi]については，本論文では語用論的終結小辞と見なす。これらの生
起位置が発話の単位である句または節の末尾であり，ひとまとまりの音調句の最後に休止なく
続くこと（Pittayaporn	and	Chulanon	2012）と，伝えるべき命題内容に一定のニュアンスを
伴う心的態度を加える特徴があるという「語用論的終結小辞」の定義に当てはまるためである。

4.3.1 [mây=rúu]類
「知らない，分からない」という意味の [mây=rúu]の変異形である [mây=lúu]と [mɛ̂=lú]に
ついて，話し言葉データを観察すると，取り上げた情報や事柄などを表す節に後続して，これ
らの内容を知らないという動詞本来の働きより，情報の確かさに自信がないという話し手の
心的態度を表している（4.4	談話上における意味機能の分類　参照）。また，音声データより，
ひとまとまりの音調句の最後に休止なく続いていることも確認出来る。この 2点の特徴から，
本論文では語用論的終結小辞として見なす。

例 1：kと cが見に行きたい映画についての会話場面
k7：	近々何か見に行く予定は？何を見る？何を見たい？
c7：	【k7の発話内容に対して】
	 chûaŋníi			yàak									duu				maleficent			châypà			chɯ̂ɯ	níi			máy							mây=lúu
	 最近									～したい			見る			映画名								確認						この名前			【小辞】			【小辞】
	 最近，『マレフィセント』を見たいんだ。だっけ？この名前かしら。

cが kの質問に対して，見たい映画の名前を伝えているが，その直後に名前がこれなのか知
らないと伝えている。cはこの文の最後に [mây=lúu]を使用している。これは cが単に名前が
これで正しいか知らないということを伝えているより，自分の言った名前が正しいか自信がな
いため，名前を言ったが間違っているかもしれないという話し手の心的態度を読み取れる。こ
のニュアンスから，この発話文の [mây=lúu]は語用論的終結小辞として使用されることと考
える。

4.3.2 [ʔaray=mây=rúu]類
[ʔaray=mây=rúu]は，不定代名詞の [ʔaray]「何？」と [mây=rúu]「知らない，分からない」

という意味の組み合わせであるものの，平叙文の文末に使用されるひとまとまりの語句として，
そして話し手の心的態度を表す語用論的終結小辞として使用されている例が見られる。
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例 2：	『ハリー・ポッター』」の中で，登場人物の 1人ハグリットが敵に襲われ，連れて行かれ
た際に，ハリーが自分で助けられないため，大蜘蛛に助けを求めに言った場面

k37：	じゃ，あの蜘蛛は助けに来た？
c37：			【その蜘蛛は】助けなかったよ。【蜘蛛が言うには】ハグリッド以外助けないって言うん

だ。それから【ハリーにその蜘蛛が】言うには【以下に続く】
	 		hɛɛ=krìt								mây				khǝǝy			sòŋ					phûuday			maahǎa			chán			maa	kɔ̀ɔn			alɛ=mɛ̂=lú
	 		ハグリット			否定			経験				送る			だれか						訪ねる				私						これまで			【小辞】
	 		ハグリットは誰かをこっちに来させたことなんて，これまでない，とかね。

[ʔaray=mây=rúu]の変異形である [alɛ=mɛ̂=lú]が，前の句の後に休止なく続き，また機能とし	
て蜘蛛の言ったことを「よく知らないから，不確定な情報だから」という cの発言内容に対する心	
的態度を読み取ることが出来るため，[ʔaray=mây=rúu]を語用論的終結小辞と見なすことにする。

4.3.3 [ʔaray=yàaŋ=níi]類
不定・疑問を表す代名詞 [ʔaray]「なにか」と [yàaŋ=níi]「このような」の組み合わせである
が，この話し言葉データを観察すると，[alay=yàŋŋía]，[alay=ŋîa]，[alay=ŋíi]，[lay=ŋíi]とい
う変異形のみが観察された。前の句の後に休止なく続き，また機能として例示表示（4.4 談話
上における意味機能の分類　参照）と情報の曖昧化を表しており，本論文では [ʔaray=yàaŋ=níi]
を語用論的終結小辞と見なす。

例 3：以前受講したスキヤキ教室についての会話場面
c244：		【教室で作り方を習ったスキヤキについて】どう呼ぶべきかわからないんだけど。よく

覚えている。なぜなら，材料とかを自分たちで買わないといけないから。【教室では材
料を】用意はしてくれなかったの。それに，自分で作らないといけないとか。ただ，そ
れぞれのグループに担当の先生がいるとか。作り方を教えてくれたんだ。【以下に続く】

	 			bɛ̀ɛp	mɯ̌an			pen										khâap			rian				wátthanátham			alay=ŋía
	 			～のような			～である			授業					学ぶ			文化																【小辞】
	 	文化交流の授業って感じかな。

c244の発話内容全体からも，cが自身の発する情報の例示表示や情報の曖昧性を表している
ことが読み取れる。[ʔaray=yàaŋ=níi]の変異形となる [alay=ŋía]が付加されなければ，c244で
述べられていること以外を想起することはないのに対し，[alay=ŋía]が付加されることにより，
それ以外のものも想起させるニュアンスとなる。具体的には，「材料」が「材料とか」になるニュ
アンスである。そのため [alay=ŋîa]は語用論的終結小辞として見なすことが可能と考える。

例 4：	チェンライで地震が起きた時，チェンライにいた友人を心配して電話し，その時のやり
取りについて	k	に説明している会話場面

c84：		【地震発生後】それから，【チェンライにいる友人へ】質問したの。【以下，チェンライの
友人への質問内容】

	 	càʔ					klàp				kruŋthêep			máy							alay=yàŋŋía
	 	意志			帰る			バンコク					【小辞】			【小辞】
	 	「バンコクに戻るか？」とか。
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小辞 [máy]だけを使用すると「バンコクに戻るか？」という聞き手への情報要求となるが，
[ʔaray=yàaŋ=níi]の変異形である [alay=yàŋ=ŋía]を付加することで，「バンコクに戻るか？」
だけではなく，他のことも色々と話したというニュアンスとなる。

4.4 談話上における意味機能の分類
本項では発話内容，場面，話し手と聞き手の関係，先行，後続それぞれの発話内容の特徴か
ら，談話上における語用論的終結小辞の意味機能を，例を挙げながら示す。
本論文で観察された語用論的終結小辞の意味機能の分類を試みた結果，（1）話し手の聞き手
に対する働きかけをするもの「要求型」，（2）伝える情報の内容に対する話し手の心的態度を
表すもの「表示型」という 2つの意味機能に大別することが可能であると考える。そして，要
求型は 7種類，表示型は 5種類に下位分類することが可能であるとも考える。さらには，各小
辞が有する意味機能の分類結果から，語用論的終結小辞は，3つのグループに分類可能である
ことが確認出来た。4.4.1では（1）要求型，4.4.2では（2）表示型の意味機能を，4.4.3では
語用論的終結小辞の 3グループについての考察を行う。
語用論的終結小辞の表記方法に関して，例文については，変異形も含め，その談話での実際
の発話内容で表記しているが，本文中では便宜上標準形で表記する。
本項末では，今回の分析対象である話ことばデータで観察された語用論的終結小辞の意味機
能別分類をまとめたものを表 6で示す。

4.4.1 要求型
要求型とは，話し手が聞き手に何らかの要求を行う発話機能を持つ語用論的終結小辞の種類
のことである。話し言葉データを分析した結果，要求型は，①情報要求，②注目要求，③同意
共感要求，④行為要求，⑤情報共有要求，⑥意見修正要求，⑦認識要求に下位分類することが
出来る。
次に，具体例を示しながら，それぞれの意味機能を説明する。

①情報要求
話し手が知らない情報を聞き手に求める，または話し手より情報量が豊富な聞き手に情報の
確認を求める伝達機能で，今回の分析データでは，[rɯ̌ɯ-plàaw]，[rɯ̌ɯ]，[máy]，[rɯ̌ɯ=yaŋ]，
[rɯ̌ɯ=wâa]，[chây=máy]，[chây=rɯ̌ɯ=plàaw]，[náʔ]，[àʔ]，[sìʔ]でその例が見られる。

表 4　要求型の分類

機能 意味
①情報要求 聞き手に情報を提供してくれるよう要求し，何かを尋ねる。
②注目要求 聞き手の注意を促し，話し手または命題内容に注目を促す。
③同意共感要求 ある情報や感情に対して，聞き手に賛同を求める
④行為要求 聞き手に何かをするよう求める，または勧める。
⑤情報共有要求 話し手の自分が知る情報を，聞き手との共有を求める
⑥意見修正要求 話し手が聞き手の意見などに対して異議があり，聞き手の考えに対して修正を促すこと

を求める。
⑦認識要求 話し手が聞き手に聞き手の知らない情報を提供し，聞き手が認識することを求める。
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例 5：SCB銀行で起きた爆発事件についての会話場面
k95：	【以下，cに対しての質問】
	 		thîi					SCB						nîi						rabǝ̀ǝt							pà
	 		場所			銀行名			この			爆発する			【小辞】
	 		SCBで爆発した？
	 		【質問の続き】それともしなかった？
c95：		ええ，爆発したよ。写真で見たよ。なんか，事務所の中の写真のようだ。

下線部 [pà]は [rɯ̌ɯ=plàaw]の変異形となるが，kが「爆発する」という動詞の後に [pà]を
使用することで，kに対して SCB銀行の中で爆発が起きたかという情報の確認を要求してい
る。その後，c95で cから情報の提供があったことから，k95の情報確認の要求が満たされて
いる。

例 6：好きな国や街についての会話場面
k227：	東京や京都とかには行きたくないの？
c227：	東京は人が多いからね。
k228：	【c227を受けての発話内容】
	 			lɛ́ɛw							kiawtoo			à
	 			それで			京都								【小辞】
	 			それで，京都は？
c228：	京都もOKだけど，大阪とか大阪城とか…

kが京都という場所を表す名詞の後に [àʔ]の変異形である [à]を使用し，京都についての c
の意向を確認したいというニュアンスとなっている。また後続の発話内容を見ると cが kの
要求に応えているため，[à]は情報要求の機能を有していることがわかる。

②注目要求
注目要求とは，話し手が命題内容を特定し，聞き手に対して，話し手が取り上げる話題の内
容に注目をするよう求める伝達機能である。今回の分析データでは，[nîi]，[náʔ]，[nâʔ]，[nîa]，
[lâʔ]，[ŋay]，[lǝǝy]，[àʔ]，[câa]でその例が見られる。

例 7：kが cにある映画のことについて質問した会話場面
k70：	【cに対して】
	 		nooaa				nîi									pen										rɯ̂aŋ			kìawkàp							aray
	 		映画名			【小辞】			～である			話						～について			何？
	 		『ノア』は，どんな映画？
c70：		【k70の発話内容を受けて】船だよ。

[nîi]は，「これ」という意味もあるが，ここでの [nîi]は，発話文の主語の後に使用される
ことによって，『ノア』が特定され，聞き手 cに対して，話し手が新しい話題を取り上げて，
そこに注目を求める意味機能をもつ語用論的終結小辞となる。
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③同意共感要求
意見や気持ちなどを述べている発話文に付加され，その命題内容に対して，聞き手に賛同，
または感情を共有することを求める際に使用される。生起位置は発話文の文末に付加される。
これが付加されなければ，事実や意見などを中立的立場から述べるニュアンスとなり，聞き手
に対して，同意や共感も求めることにならない。話し言葉データでは [sìʔ]，[náʔ]，[nǝ́ʔ]，[àʔ]，
[lɛ̀ʔ]で本機能の使用例が観察される。

例 8：『ハリー・ポッター』の登場人物ルナーについての会話場面
c158：	【ルナーに対する感想】
	 			luunâa			nâarák			nǝ́
	 			ルナー			可愛い			【小辞】
	 			ルナーは可愛いよね。
k159：	可愛い。

[nǝ́ʔ]の変異形 [nǝ́]が文末に生起されて，「ルナーが可愛い」という意見について，kに同
意を求めている。kの後続発話内容を見ると，cの意図を理解し，同意したことが見られる。
仮に [nǝ́]が付加されなければ，話し手（c）が聞き手（k）に同意共感を求めるニュアンスと
はならないため，聞き手（k）の後続発話内容が異なってくることが考えられる。

④行為要求
行為要求は話し手が聞き手に何らかの行為を求める場合，もしくは勧める，誘う機能を持つ。
行為要求の小辞が付加されないと，話し手の意図が不明確となる。今回の分析対象データでは，
[nɔ̀y]，[ná]，[sǐa]で該当する事例が見られる。

例 9：サンリオランドについての会話場面
k124：	日本にはサンリオランドがあるそうよ。
c124：	【k124の発話内容に対して】
	 			phaa						pay					nɔ̀y
	 			連れて			行く			【小辞】
	 			【サンリオランドへ】連れて行ってよ！

[nɔ̀y]は「ちょっと」の意味であるが，[nɔ̀y]が動詞句末に付加されることによって，cが k
に対して自分も連れて行くことを求めていることがわかる。また [nɔ̀y]を動詞句末に付加する
ことで，カジュアルな表現となることに加え，話し手の聞き手に対する丁寧な依頼を表すこと
が可能である。一方で，この文に [nɔ̀y]が付加されなければ，cの意図が不明確となり，c自
身が kを連れて行く意味に捉えられる可能性もある。

⑤情報共有要求
情報共有要求とは，情報を有する話し手が，その情報を聞き手にも知って欲しいと，情報の
共有することを求める機能である。今回の分析対象となる話しことばデータでは，最も多くの
語用論的終結小辞が持つ機能である。具体的には [náʔ]，[nâʔ]，[nɛ̂ʔ]，[nîi]，[ŋay]，[dûay]，
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[àʔ]，[rɯ̌ɯ=plàaw]，[chây=máy]，[chây=rɯ̌ɯ=plàaw]でその例が観察出来る。

例 10：ハリー・ポッター博物館とディズニーランドについての会話場面
k110：	日本には東京ディズニーランドがあるよ。
c110：	【k110の発話内容に対して】
	 			chây			tɛ̀ɛ									yàak									pay					ʔan								thîi					lɔndɔn
	 			そう			しかし			～したい			行く			代名詞			場所			ロンドン
	 			thîi													kháw																							ʔaw	maa	tham			pen										phíphítthaphan			nâ
	 			関係代名詞		人称代名詞（制作社）		建て替えた							～として			博物館															【小辞】
	 				そうだけど，【ハリー・ポッターの撮影現場が博物館に建て替えられた】ロンドンにあ

る【ハリー・ポッター】博物館の方へ行きたいな。

この発話例は世界にあるハリー・ポッターの関連施設やディズニーランドについて，お互い
にどこに行きたいかなどの話をしている場面の一節である。c110の文末に [nâʔ]の変異形で
ある [nâ]を付加することによって，cが「ロンドンにある（ハリー・ポッター）博物館に行
きたい」という自分の気持ち，つまりは情報を kに知って欲しいという cの意思を感じるこ
とが出来る。仮に [nâ]が付加されないのであれば，cが聞き手を意識せず，単に情報提示を
するニュアンス，つまりは独り言のようなニュアンスとなる。

例 11：『ハリー・ポッター』でセドリック役の役者についての会話場面
c61：	セドリックも面白かったよ。【以下に続く】
	 	kháw																		lên								hɛɛrîi					maa				kɔ̀ɔn			chɛ̂=à
	 	彼（セドリック）			演じる			映画名			過去			以前			【小辞】
	 	『ハリー・ポッター』に出ていたでしょう？
	 	lɛ́ɛw							kháw																		taay				phâak	sìi					chɛ̂=à
	 	それで			彼（セドリック）			死ぬ			シーズン 4			【小辞】
	 	で，第 4シーズンで死んだのだよね？
	 	【上記の内容にすぐ続き】で，その後，『Twilight』に出演していて。

[chɛ̂-à]は [chây=rɯ̌ɯ=plàaw]の変異形で「～だろうか？」の意味である。cが意見を述べた
後，kの返事を待つことなく，休止を入れずに話し続けている。発話の最後に [chɛ̂=à]を使用し，
セドリックを演じた役者に関する詳細な情報を確認している。その後，さらにすぐ [chɛ̂=à]を
使ってセドリックの情報を追加しながら，同じテーマ（セドリック）で話を続けている。聞き
手である kはその映画をよく知らないため，この発話文は，聞き手（k）よりセドリックの詳
細情報を引き出すことよりも，むしろセドリックを説明するために，話し手（c）が有する情
報を聞き手（k）と共有しながら話を進めている。仮に [chɛ̂=à]が付加されない場合，話し手
が一人で単に内容を説明するニュアンスを持つこととなる。そのため，聞き手との共有を意識
しながらの会話ではなくなり，一人で独演的に話している雰囲気となるため，聞き手が話し手
の説明に興味を惹き続けるためと考える。
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⑥意見修正要求
話し手が聞き手や自分自身の前の意見や考え方などに対して，不賛成や異議があることを表
し，その意見を修正することを求める機能で，話し言葉データの中では，[rɔ̀ɔk]，[sǐa]といっ
た例が観察された。

例 12：『ハリー・ポッター	シーズン 2』についての会話場面
c17：			【cが魔法使いの映画が好きであることを知った kが『ハリー・ポッター』の中で，どの

シーズンが好きかを質問したことを受けて】
	 		phâak	sɔ̌ɔŋ			man									mâak					ʔé										tɛ̀ɛ
	 		シーズン 2				面白い						とても			あっ						しかし
	 		ciŋciŋ										mâydâay			man						mâak					lɔ̀k
	 		本当は									否定									面白い			とても			【小辞】
	 		シーズン 2がすごく楽しかったわよ。まあ，でも本当はそんなに面白くなかったけど。
	 			【上記に続き】面白かったのは，後半のシーズンだよ。前半のシーズンは（役者が）ま

だ可愛らしい感じだから。内容とかは，まあまあだけど。
k18：	で，そのシーズン 2ってどんな感じだったの？

[lɔ̀k]は [rɔ̀ɔk]の変異形となるが，cは自身の発話内容に対して，否定するニュアンスを出
すため，[lɔ̀k]を付加している。[lɔ̀k]は否定を表す [mây]と一緒に使用され，聞き手に対して
異議を表す例がほとんどだが，この例では，話し手自身が話をしている途中で考え方が変わり，
話し手自身の先行の考え方に対して，異議があることを示している。仮に [lɔ̀k]が付加されな
いのであれば，シーズン 2がすごく楽しかったと言った直後に，実は面白くなかったと，唐突
に真逆のことを言い出すため，奇異に感じられる。

⑦認識要求
話し手が，聞き手に情報を提供しながら，その情報をきちんと認識することを求める機能と
なる。話しことばデータの中では，[sǐa]，[ŋay]といった例が観察された。

例 13：日本での食事について心配する会話場面
c235：		【cは魚が苦手であるため，日本での食事はトンカツばかりになりそうで，タイに帰っ

て来たら】顔が豚になってしまうよ。【太ってしまうこと】
k236：		それなら，こういうの【太らないような食べもの】はない……【発話途中で思い出した

ように，以下にに続く】
	 			plaa			sɛɛwmɔ̂n				ŋay
	 			魚					サーモン			【小辞】
	 			【そうだ】サーモンだよ。
c236：	サーモンなら大丈夫。

豚カツを食べすぎていることを心配している cに対して，kはサーモンという名詞の後に
[ŋay]を使用し，サーモンでしたら，太らないという聞き手の知らない情報を提供し，認識を
要求している。仮に k236に [ŋay]が付加されていなかったら，kが新たな食材を唐突に言い
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出し，発言の意図が不明になる。[ŋay]を使用することによって，c	が心配していることへの
解決策を，それとなく提案しているニュアンスとなっている。また，k236に対する c236の発
話内容を見ると，k236が提供した情報に対して納得した形で応えている。

4.4.2 表示型
表示型とは，伝える情報の内容に対する話し手の心的態度を表す機能を持つ語用論的終結小
辞である。データを分析した結果，表示型には，⑧推測疑念表示，⑨例示表示，⑩感情表示，
⑪配慮表示，⑫自己確認表示の五種類の機能が観察された。
表示型の語用論的終結小辞が使用される場合，話し手が聞き手に何らかの反応を要求するよ
り，むしろ話し手自身の命題内容に対する心的態度を表し，聞き手が話し手の発話した命題内
容を理解する手がかりになるものである。例を見ながら，各機能を説明する。

⑧推測疑念表示
話し手が確かな情報ではなく，ある事柄を基に推測すること，または命題内容に対して疑い
があることを表す機能。今回のデータの中では，[sìʔ]，[àʔ]，[máŋ]，[mây=rúu]，[aray=mây=rúu]，
[aray=yàaŋ=níi]，[rɯ̌ɯ]，[rɯ̌ɯ=plàaw]といった小辞での事例が観察された。

例 14：映画の好みについての会話場面
k14：	あれ？じゃ，何が好きなの？なるほど，魔女や魔法使いが出てくるような映画が好きだね。
c14：		大好き！
k15：	【c14の発話内容に対して】
	 		yàaŋŋíi=kɔ̂ɔ			tɔ̂ŋ																	chɔ̂ɔp			hɛɛrîi								à        			dì
	 		それなら						～に違いない			好き				【映画名】			【小辞】			【小辞】
	 		それなら	ハリー・ポッターは絶対好きだね。
c15：		一番だよ。

kが，魔法使いが出てくるような映画が cの好みであるという事実を基に「cはハリー・ポッ
ターが間違いなく好きである」ということを推測している。[à]は [àʔ]の変異形で，[dì]は [sìʔ]
の変異形となるが，これらの小辞が付加されることで，推測であることを示している。仮に [à]
と [dì]がないものであると，事実の断定，もしくは意見を述べる形や意味となってしまう。

表 5　表示型の分類

機能 意味

⑧推測疑念表示 話し手が確かな情報ではなく，ある事柄を基に推測すること，または情報の内容に関し
て確信がない，あるいは疑いがあることを表す。

⑨例示表示 話し手が把握する情報の一部を聞き手に例示すること，または情報内容の曖昧さを表す。

⑩感情表示 話し手が情報内容に対して肯定的あるいは否定的感情を表す。

⑪配慮表示 話し手が聞き手に対する遠慮や親しみを表す。

⑫自己確認表示 話し手が聞き手の質問などに対して，瞬時に応じることが出来ず，話し手自身が情報を
確認する時間が必要だということを表す。
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例 15：cが最近見て面白かった映画の話を kに説明していたときの会話場面
c2：		車のレーシングだよ。映画で見た女優も運転の腕がすごすぎて，あれは本人かな？見た？
自分で運転しているかな？！

k3：	さあね。知らないね。【以下に続く】
	 kháw			cháy			satɛɛnʔin									lɯ́=pà
	 彼							使う			スタントマン			【小辞】
	 スタントマンを使ったのか？
	 【上記の内容にすぐ続き】他に【見た映画】はある？

[lɯ́=pà]は [rɯ̌ɯ=plàaw]の変異形で，「～ですか，しますか？」の意味であるが，c2の内容
では『Meet	For	Speed』という映画に出演していた女性の運転がとても上手いと説明をして
いたことに対して，kが疑問小辞 [lɯ́=pà]を使用し，女性が自分で運転していたかという事象
に対して疑念を呈している。また，その直後に他に見た映画があるかと	c	に聞き出したことか
らも，話し手（k）が情報を要求していないことがわかる。

⑨例示表示
話し手が聞き手に伝える情報が一部であること，または情報の曖昧さを表すもので，今回の
対象データの中では，[yàaŋ=níi]，[ʔaray＝yàaŋ=níi]といった例が観察された。

例 16：チェンライで起きた地震についての会話場面
k77：	で，【地震によって】死んだ人はいた？
c77：		それは分からない。でも，ニュースを見たら，【以下に続く】
	 		rîip					thák	pay				thǎam							phɯ̂an			thîi					yùu				chiaŋraay					wâa
	 		急ぐ			電話する			質問する			友人						～に			いる			チェンライ			～と
	 		bɛ̀ɛp			plɔ̀ɔtphay			lɯ́=pàaw			alay=ŋîa
	 		何か			無事										【小辞】					【小辞】
	 		すぐチェンライにいる友達が無事かどうかとか電話で確認したよ。

[alay＝ŋía]は「～のような」という意味で，[aray=yàaŋ=níi]の変異形となる。単独で使
用する例や [rɯ̌ɯ=plàaw]，[máy]，[chây=máy]の小辞と組み合わせで使用される例も見られ
る。この例では，[lɯ́=pàaw]との組み合わせである。[lɯ́=pàaw]だけ使用している発話である
と，単に無事かどうかという情報を確認したというニュアンスになるが，[lɯ́=pàaw]の後に
[alay=ŋía]を付加することによって，無事であるかということは，確認したいことのあくまで
1つの例であり，他にも色々と話したというニュアンスとなっている。

⑩感情表示
話し手が情報の内容に対する何らかの気持ちを示す伝達機能で，話ことばデータの中では，

[sǐa]，[dûay]，[lǝǝy]，[àʔ]といった小辞で事例が観察された。
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例 17：チェンライでの地震についての会話場面
c79：			【チェンライでの地震発生直後，cの友人が】走って，道路が割れている場所や仏像の頭

部が落ちた所や，建物にヒビが入った所の写真を撮って来たの。
k80：	何故【以下に続く】
	 		pen										sá										yàaŋ=nán3）

	 		～である			【小辞】			そのような
	 	そんなことになって！

cの友人がチェンライで地震が起きた時に，色々な場所へ行って写真を撮って来たという会
話となる。cの友人の行動は非常に危険なものであり，タイで壊れた仏像の写真を撮るという
のは，罰当たり的にも感じるという背景がある。[sá]は [sǐa]の変異形で，[sǐa]は「壊れる，
腐る，～してしまう」という意味ではあるが，動詞の後に付加され，語用論的終結小辞となる。
kは最初に「何故」と聞いているため，一見，cへ質問をしようとしているように聞こえるが，	
[sá]が付加されていることにより，理由を聞きたいのではなく，cの友人の行動が道義にかなっ
ていないという気持ちを伝えていることが読み取れる。仮に [sá]が付加されないのであれば，
kが cの友達が取った行動の理由を聞いているという単なる疑問文のニュアンスになる。しか
し，後続発話内容では，そうした理由ではなく，cは友人の同様の行動を続けて伝えているため，
会話として成立しないものとなってしまう。

⑪配慮表示
話し手の聞き手に対する遠慮を表すことや発話内容を柔らかく述べること，また親しみを込
めるなどの配慮を表す機能で，今回の分析データの中では，[nɔ̀y]，[câʔ]，[náʔ]といった例
が観察された。

例 18：ミッキーマウスを見ていた時期についての会話場面
k121：	いつ【初めて】見た？白黒のとき？それとも，もうカラーになったとき？
c121：	【k121の発話内容を受け】
	 			khǎaw=dam			câ										rɯ̂aŋ			nán
	 			白黒													【小辞】			話						あの
	 			白黒だよ。その話【ミッキーマウス】は。

[câʔ]の変異形となる [câ]が無くても会話としては成立するものであるが，語末に [câ]を付
加することによって，発話文の雰囲気がカジュアルで和やかになり，kと cが親しい関係であ
ることを表している。つまり，ニュアンスを柔らかくすることによって，cが kに対して一定
の配慮を示しているとも考えられる。仮に [câ]が付加されないのであれば，同級生である k
と cの関係性に鑑みると，話し方次第では慇懃無礼な印象にもなり得，cが kに対して不満を
持っているように勘違いされることも考えられる。

3）	 本論文で観察された [yàaŋ=níi]「このような」は，話し手の心的態度を表していることが観察され
たことから，語用論的終結小辞として見なしているのに対し，[yàaŋ=nán]「そのような」は話し手
の心的態度を表している事例が観察されなかったことから，語用論的終結小辞とは見なさないもの
としている。
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⑫自己確認表示
話し手が聞き手の質問などに対して，瞬時に応じることが出来ず，話し手自身が情報を確認
する時間が必要だということを表す機能であり，今回の対象データの中では，[rɯ̌ɯ]を用いた
事例が観察された。

例 19：ハリー・ポッターの魔法についての会話場面
k151：	どれが一番好き？
c151：	【k151に対して，以下の発話】
	 			chɔ̂ɔp			ʔannǎy			ǝ̌ǝ
	 			好き				どれ						【小辞】
	 	どれが好きか？
	 	【上記の内容に続き】うーん，分かんないな。

[ǝ̌ǝ]は [rɯ̌ɯ]の変異形で，「～なの？」という意味であるが，この発話例では，kの質問に
対して，cがすぐ答えられないため，質問内容を確認するより，すぐ答えられず，考える時間
が必要であることを伝えている。これは一見，質問文の内容がよく分からないため確認してい
るように聞こえるが，仮に [ǝ̌ǝ]が付加されなかったら，cが kに同じ質問をすることになるた
め，会話として成立しないものとなってしまう。

4.4.3 語用論的終結小辞の 3グループ
話し言葉データから観察された語用論的終結小辞の各意味機能を考察，分析してみた結果，
語論的終結小辞を（1）要求機能に特化したグループ，（2）表示機能に特化したグループ，さ
らには（3）要求と表示の両方の機能を有するグループから成る 3グループに分類することが
可能であると考える。
（1）要求機能に特化した語用論的終結小辞は，[rɯ̌ɯ=yaŋ]，[rɯ̌ɯ=wâa]，[chây=máy]，

[chây=rɯ̌ɯ=plàaw]，[nîa]，[lâʔ]，[nâʔ]，[nîi]，[lɛ̀ʔ]，[ŋay]，[nə́ʔ]，[nɛ̀ʔ]，[rɔ̀ɔk]の 13小
辞で，（2）表示機能に特化した語用論的終結小辞は，[máŋ]，[mây=rúu]，[ʔaray=mây=rúu]，
[ʔaray=yàaŋ=níi]，[yàaŋ=níi]の 5小辞で，（3）要求と表示の両方の機能を有する語用論的終
結小辞は，[câʔ]，[nàʔ]，[ʔà]，[sìʔ]，[rɯ̌ɯ]，[máy]，[rɯ̌ɯ=plàaw]，[lǝǝy]，[sǐa]，[nɔ̀y]，[dûay]
の 11小辞である。

Bhamoraput	1972が示した①強意小辞，②強調小辞，③勧告小辞，④定小辞，⑤疑問小辞，
⑥疑問小辞，⑦地位小辞と Iwasaki	and	Inkaphirom	2009が示した①発話レベル小辞，②語
用論的小辞，③疑問小辞の全てに要求，表示という意味機能があることが新たに観察された。
具体例として，Bhamoraput	1972と Iwasaki	and	Inkaphirom	2009で疑問小辞と呼ばれてい
る小辞について，本論文では情報要求の他，情報共有要求，推測疑念表示，自己確認表示の
機能を有していることが観察されている。他にも Bhamoraput	1972での地位小辞，Iwasaki	
and	Inkaphirom	2009での発話レベル小辞は，配慮表示機能の他，注目要求の機能も有して
いること，Bhamoraput	1972での強意小辞，強調小辞，勧告小辞，定小辞，疑問小辞に後続
する小辞，及び Iwasaki	and	Inkaphirom	2009での語用論的小辞の中で，要求と表示の両機
能を有している小辞も新たに観察された。
本項での考察，つまり今回の分析対象である話し言葉データで観察された語用論的終結小辞
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の意味機能別分類と語用論的終結小辞のグループをまとめたものが表 6となる。

4.5 共起パタン
本論文で扱う話し言葉データに現われる語用論的終結小辞は，小辞一語としては，句末もし
くは文末に生起する。これに対して，小辞が複数共起する場合は，文末のみに生起する。

Bhamoraput	1972では，語用論的小辞は，最多で 7小辞が同時に生起すると記述している
が，実際の話し言葉データから見られる語用論的終結小辞の共起には，最多で 3小辞が同時に
生起するパタンしか見られなかった。なお，3小辞同時生起パタンは，使用率が低く，ほとん
どが 2小辞同時生起パタンであった。これは Iwasaki	and	Inkapirom	2009:	208で述べられて
いる 2小辞同時生起が一般的で，3小辞同時生起は稀である，という記述と同じ結果となった。
Bhamoraput	1972の主張（7小辞同時生起）と Iwasaki	and	Inkapirom	2009及び本論文の分
析結果（2～3小辞同時生起）の違いは，データの談話ジャンルや場面の公式度（書き言葉も
しくは話し言葉からか）と発話者たちの属性の違いによるものと考える。
共起パタンの組み合わせは全 33パタンで，全 82回使用されていることが観察された。表 7
は，33パタンの具体的な組み合わせと組み合わせの特徴を表している。33パタンの中で，要
求型と要求型，または表示型と表示型という同一の意味機能グループ内の共起パタンが 22で，
残り 11は要求型と表示型の異なる意味機能グループの組み合わせとなる。同一グループ内の

表 6　語用論的終結小辞　意味機能分類一覧
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組み合わせ 22の内，要求型グループ内の共起パタンが 17，表示型グループ内の共起パタンは
5であった。
意味機能別にさらに詳しくみると，要求型の中では①情報要求，②注目要求が大多数を占め
ており，表示型では，⑧推測疑問表示と⑨例示表示のみが使用されていることが観察された。
また，全てのパタンの中で，半数が⑧推測疑問表示または⑨例示表示の小辞が組み合わされて
いることから，談話上では言質を曖昧にする傾向が観察される。
次に具体例を見ていくこととする。

表 7　語用論的終結小辞　共起パタン一覧
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例 20：チェンライの地震についての会話場面
	 		「①情報要求」＋「②注目要求」
k77：	で，【以下に続く】
	 		mii					khon			taay				máy+nîa
	 		いる			人							死ぬ			共起パタン【①＋②】
	 		死んだ人はいたの？
c77：			それは分からない。でも，ニュースを見たら，すぐチェンライにいる友達が無事かどう

かとか電話で確認したよ。それで【友人は】大丈夫だって【確認が取れた】。しかし，
大変だったみたい。結構【地震が】大きかったから。

[máy+nîa]の [máy]は「死んだ人がいたか？」という情報を要求し，その後に [nîa]を使用し，
命題内容に注目を要求し，①「情報要求」の小辞と②「注目要求」の小辞の組み合わせで用い
ている。

例 21：チェンライの地震についての会話場面
	 		「②注目要求」＋「⑦例示表示」
c82：		怖いんだけど，【以下に続く】
	 		yàak									chɛɛ													hây			thúk	khon			rúu					wâa													chán			yùu
	 		～したい			シェアする			に				皆														知る			～であると			私						いた
	 		nay			hèetkaan			ná+alay=yàŋŋía
	 		中				現場									共起パタン【②＋⑦】
	 		私が現場にいたこととかを皆に知ってほしくてシェアしたんだよ。

[ná]を使用して注目を要求した後，地震が起きて危ないのに逃げないで地震の跡の写真を
撮っていた理由の例示するために，[alay=yàŋŋía]と組み合わせて用いている。

例 22：最近見た映画の内容についての会話場面
	 	「⑥推測疑問表示」＋「⑥推測疑問表示」＋「②注目要求」
k2：		へー！どんな映画なの？
c2：			車レーシングだよ。映画で見た女優も運転の腕が凄過ぎて，あれは本人かな？見た？【以

下に続く】
	 	kháw			khàp									ʔeeŋ			pà+mây=lúu+à
	 	彼女				運転する			自身			共起パタン【⑥＋⑥＋②】
	 	自分で運転しているのかしら？

[pà]は「（彼女が自分で運転している）かどうか？」という情報を要求しているが，その後
に疑念を表す [mây=lúu]を付加することで，単に情報を要求しているよりも，情報がより不
確かなニュアンスとなり，話し手の疑いの態度を表すことになる。また，最後に [à]を使用す
ることで，聞き手に注目を要求している。
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5. 結論と今後の課題

本論文では，タイ語の終結小辞の 1下位分類である，発話の単位の末尾に生起し，話し手と
聞き手の属性や両者の関係，話し手の聞き手に対する働きかけ，あるいは話し手の出来事に対
する態度を表すものを「語用論的終結小辞」として分析の対象とし，実際の話し言葉の中で，
それらがどのように生起するかを観察し，形式的特徴，そして意味機能の特徴の分析を行った。
その結果，話し言葉の実例に基づく分析からは，主に内省に基づいてきたこれまでの分析では
捉えられていない言語事実がいくつか明らかになった。実際に使用されている語用論的終結小
辞は，標準形から逸脱した様々な変異形として現れていることが明らかになった。特に，これ
まで語用論的終結小辞として認識されているものの他に，語用論的終結小辞と同様の機能を果
たす語句があることも観察された。これらの語句は，文末，句末に生起し，前の音調句の後に
休止なく続くこと，そして話し手の心的態度を表す機能を持つことから，本論文では語用論的
終結小辞と定義した。
分類に関しては，高橋 2016:	307はタイ語の語用論的終結小辞は形式的にも意味的にも非常

に多様で，容易くその語類の特徴を一般化したりその語類の体系を明示化したりすることは出
来ないとしている。本論文では話し言葉データを観察，分析した結果，語用論的終結小辞には，
話し手の聞き手に対する働きかけをするもの「要求型」，伝える情報の内容に対する話し手の
心的態度を表すもの「表示型」という 2つの意味機能に大別することが可能で，要求型は 7
種類，表示型は 5種類に下位分類することが可能であると考える。さらには，話し言葉データ
から観察された語用論的終結小辞の各意味機能を考察，分析してみた結果，語論的終結小辞を
（1）要求機能に特化したグループ，（2）表示機能に特化したグループ，さらには（3）要求と
表示の両方の機能を有するグループから成る 3グループに分類することが可能であるとも考え
る。Bhamoraput	1972が示した①強意小辞，②強調小辞，③勧告小辞，④定小辞，⑤疑問小辞，
⑥疑問小辞，⑦地位小辞と Iwasaki	and	Inkaphirom	2009が示した①発話レベル小辞，②語
用論的小辞，③疑問小辞の全てに要求，表示という意味機能があることが新たに観察された。
語用論的終結小辞同士の共起パタンについては，実際に使用されている例においては，最も
頻度が高いのは 2種類の小辞が同時に生起する場合であり，さらに小辞が同時に生起するのは
最多で 3種類でることが明らかとなった他，不定あるいは疑問の小辞が同時に生起するパタン
も観察されたが，これは今まで記述されてこなかった事象である。
本論文は 30分程度の会話の分析に基づくものであり，今後の研究を進展するためのパイロッ
ト・スタディーとして位置付けられる。今後は，立場，性別，年齢の異なる会話参加者を織り
交ぜ，データをより幅広く観察するとともに，TVの娯楽番組やトークショーなど，多様な場
面を分析・比較する必要があると考える。他にも語用論的終結小辞 [àʔ]が「情報要求」，「同
意共感要求」など多様な機能を持って，複数の小辞に置き換え可能であることも観察できたが，
これらの点については今後，より詳しく分析する必要がある。
外国人を対象としたタイ語教育の教材が少なからず作られている中，実際に使用されている
語用論的終結小辞とテキストに取り上げられて，教えられている語用論的終結小辞やその解明
がかなり異なっていることが，本論文で明らかとなった。そのため，本研究を進めることで，
従来の内省データ中心の文法研究では出てこなかった例やその意味機能を取り入れた教材の開
発など，新しい教育法を発展させるためにも貢献出来るのではないかと考える。



136 アジア・アフリカ言語文化研究　94

参　考　文　献

高橋清子　2016　「タイ語の語用論的小辞」『神田外語大学院紀要』28:	289-309，神田外語大学．
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2553. ชนิดของคำ�ในภ�ษ�ไทย:ก�รวิเคร�ะห์ท�งว�กยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์เอเอ๊สพี.
注 2で述べた高橋 2016で扱かわれている論考を以下に挙げておく。
Bhamoraput,	Amara.	1972.	Final Particles in Thai.	Marter`s	thesis,	Brown	University.
Cooke,	Joseph	R.	1989.	“Thai	sentence	particles:	Forms,	meanings	and	formal-semantic	variations.”	

Papers in S South-East Asian Linguistics, No. 12: Thai Sentence Particles and Other Topics (Pacific Linguistics,  
A-80),	1-90.	Canberra:	Department	of	Linguistics,	Research	School	of	Pacific	Studies,	Australian	
National	University.

Haas,	Mary	R.	1964.	Thai-English Student’s Dictionary.	Stanford:	Stanford	University	Press.
Iwasaki,	Shoichi	and	Preeya	Ingkaphirom.	2000.	“Creating	speech	register	in	Thai	conversation.”	Language 

in Society,	29:	519-554.
Iwasaki,	S.,	&	Ingkaphirom,	P.	2009.	A Reference Grammar of Thai.	Cambridge	University	Press:	Cambridge.
Noss,	Richard	B.	1964.	Thai: Reference Grammar.	Washington,	D.C.:	Foreing	Service	Institute.
Peyasantiwong,	Ratcharin.	1981.	A Study of Final Particles in Conversational Thai Ph.D. dissertation.	University		

of	Michigan.
Pittayaporn,	Pittayawat	and	Pirachula	Chulanon.	2012.	“Syntactically	naughty?:	Prosody	of	final	particles		

in	Thai.”	Typological Studies on Languages in Thailand and Japan	(Tadao	Miyamoto,	Naoyuki	Ono,	
Kingkarn	Thepkanjana	and	Satoshi	Uehara,	eds.),	13-28.	Tokyo:	Hituzi	Syobo.

Prasithrathsint,	Amara.	2001.	“Syntactic	distribution	and	communicative	function	of	the	/kh/	polite	
particles	in	Thai.”	Journal of Language and Linguistics,	20.1:	11-23.

Smyth,	David.	2002.	Thai: An Essential Grammar.	London	:	Routledge.
Vongvipanond,	Peansiri.	1998.	“Phonological	variation	and	attitudinal	meaning:	A	case	study	of	discourse		

markers	in	Thai.”	Journal of Language and Linguistics,	17.1:	69-90.
Warotamasikkhadit,	Udom.	1975.	“Dependency	of	underlying	structure	and	final	particles	 in	Thai.” 

Studies in Thai Linguistics in Honor of William	J. Gedney	(Harris,	Jimmy	G.	and	James	R.	Chamberlain,		
eds.),	342-354,	Bangkok:	Central	Institute	of	English	Language,	Office	of	State	Universities

นววรรณ พันธุเมธา. 2011. 6th ed. (1982, 1st ed.) ไวย�กรณ์ไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิณทิพย์ ทวยเจริญ. 1991. “บทบาทของหน่วยเสริมประโยคในภาษาไทย.” ภ�ษ�และภ�ษ�ศ�สตร์ 9.2: 2-12.
เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. 2011. 3th ed. (1998, 1st ed.). ภ�ษ�ศ�สตร์ ภ�ษ�ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วิจินตน์ ภานุพงศ์ และคณะ. 2009. บรรทัดฐ�นภ�ษ�ไทย เล่ม 3 ชนิดของคำ� วลี ประโยคและสัมพันธส�ร. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย 

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
อุปกิตศิลปสาร. พระยา. 1992. หลักภ�ษ�ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

原稿受理日―2017年 2月 28日


