
１．人口約 1480 万人のカンボジアで話されている国語 

クメール語（カンボジア語）は人口約 1480万人のカンボジア王国の国語です。2 世紀頃、

クメール文化はインド文化の影響を強く受けるようになりました。その影響により、ヒンド

ゥー教で使われていたサンスクリット語（古代インド語）もクメール語に多く入ってきまし

た。クメール文字も南インドからの借用文字です。6世紀のクメール語の碑文が、最初に発

見されたのは、カンボジア南部にあるアンコール・ボレイ郡タケオ州です。クメール語は、

カンボジア国内だけではなく、隣国のタイやベトナムに住んでいる約 200万人のクメール人

にも使われています。 

 

２．単語の語形変化はない 

クメール語の名詞には単数、複数の区別がなく、日本語のような助詞（〜が、〜に、〜

を）もありません。また、男性名詞、女性名詞の区別や動詞の活用変化もありません。です

から、覚える単語は少なくても、すぐに簡単な会話ができるようになります。 

 

３．基本文型 

 基本文型は「主語＋述語（名詞、形容詞、動詞）＋補語」ですが、人称や時制による動詞

の語形変化、および名詞の複数形はありません。述語が名詞の場合は、英語の be 動詞にあた

る ជា［ チア］「〜です」を名詞の前に置きます。会話では、日本語のように主語が省略

されることもあります。 

(1) 主語 ＋ជា［チア］＋ 名詞 

ខ្ញុំ         ជា       និស្សិត ។         私は大学生です。 

 
クニュム     チア     ニセッ（ト） 

 私               〜です    大学生 

(2) 主語 ＋ 形容詞 

  គាត់          ស្អា ត ។           彼女は美人です。 

        
   コアッ（ト）     サアッ（ト） 

       彼女      きれい 

 
(3) 主語 ＋ 動詞 ＋ 目的語 

  ខ្ញុំ            ទៅ           ផ្សារ   ។                私は市場へ行きます。 

     
     クニュム      タウ                プサー 

      私                  行く               市場 
 
 
 
 

 



４．名詞の修飾 

修飾語と被修飾語の位置は日本語と語順が全く逆になります。 

(1) 修飾語  ＋ 被修飾語 

ម្ហូប             ខ្ខែរ                                   カンボジア料理 


ムホープ         クマエ 

料理     クメール（カンボジア） 

(2)  名詞 ＋ 数詞（数量に関する語） 

 

  ទមែ ដៃ              ពីរ            2 本の鉛筆 

        
クマウ ダイ

        鉛筆                        ２ 

 

  ម្នញស្ស            ទ្រើន             多くの人 

        
モヌッ（ス）              チュラゥン 

  人                              多い 

 

５．時制 

 クメール語は動詞の語形変化がないため、会話をするには時制を表す語が必要です。時制

を表す語は文頭でも文末に付けてもかまいません。 

基本パターン：  時制を表す語 ＋ 主語 ＋ 動詞 ＋ 目的語 

(1) 過去 

   ម្សិលមិ្ញ         ខ្ញុំ             ទិញ         កាបូប ។    昨日、かばんを買いました。 
    
ムシェルメンクニュム     テン（ニュ）  カボー（プ） 

    昨日            私         買う      かばん


(2) 未来 

   ខ្ស្ាក        ខ្ញុំ            ទៅ       ស្ស្ុកខ្ខែរ ។      明日、カンボジアに行きます。 
    
スアェク  クニュム  タウ スロッククマエ
明日 私 行くカンボジア

 

 



６．疑問文 

   平叙文を疑問文にするには次の方法、疑問を表す語があります。疑問文の文末には「？」

を付け、文末のイントネーションを上げて発音します。 

平叙文                        គាត់           មក 
 
 コアッ（ト）   モーク 

 彼は来ます。 

 

疑問文 1  平叙文＋？（文末を上げて発音）    គាត់   មក? 

 ？
 コアット モーク 

                          彼は来ますか？ 
 

    疑問文 2 平叙文＋ទេ［  テ］「～ですか」？ គាត់   មក   ទេ? 
       ？
 コアット モーク テ 

 彼は来ますか？ 

 

７．否定文 

  形容詞と動詞の否定は、មិ្ន［ メゥン］もしくはអត់［ オット］＋ 形容詞／

動詞 + ទេ［ テ］です。名詞の否定は、មិន［ メウン］もしくは អត់［  
オット］＋ មមន［ メーン］＋ជា［チア］＋名詞＋ទេ［テ］です。 

(1) 形容詞の否定 

主語 ＋មិ្ន［ メゥン］／អត់［オット］＋ 形容詞＋ទេ［テ］

ភាស្អ ខ្ខែរ     មិ្ន   ពិបាក ទទ ។

    カンボジア語は難しくないです。 
ピアサー   クマエ         メゥン       ピバーク    テ 

 
(2) 動詞の否定 
 

主語＋  មិ្ន［メゥン］／អត់［オット］+ 動詞 ＋目的語 ＋ ទទ［テ］ 

    ខ្ញុំ        មិ្ន    ទៅ    ្កុម្ហ ញន ទទ ។             私は会社に行きません。 
                
クニュム     メゥン    タウ     クロムホーン    テ 

 
(3)名詞の否定 

 

主語＋មិ្ន［メゥン］／អត់［オット］+ មមន［メーン］＋ជា［チア］＋ 

目的語＋ទេ［テ］ 



ខ្ញុំ        មិ្ន     ខ្ម្ន   ជា    ជនជាតិ  កូទរ  ទទ  ។          私は韓国人ではありません。 

               
クニュム    メゥン   メーン     チア       チュンチアット  コレ－    テ 

 

 

８．よく使われるフレーズ 

 

日常会話によく使われるフレーズを覚えましょう。 

 

(1) おはようございます。こんにちは。こんばんは。 

 

日常の挨拶は、朝から晩まで時間が関係なく「」を使います。



  ជ្ាបសួ្រ!    
  
     チュムリアップ   スォー 

 
(2) お元気ですか？ 

  ស្ញខ  ស្បាយ    ជា  ទទ? 
         ？
  ソック   サップバーイ  チア   テ 

 

(3) 元気です。 

 ស្ញខ  ស្បាយ   ។ 

      
   ソック   サップバーイ 

 

(4) ありがとう。 

  អរគញណ  
 
オークン 

 

(5) どういたしまして。 

  មិ្ន    អី      ទទ 
   
メゥン  アェイ   テ 

    

(6) さようなら。 

 ជ្ាប   លា 

     
   チュムリアップ  リア 


