
く特集「受動表現J> 
ビルマ語

岡野賢二

1. ビルマ語の受動表現

※研究ノートを参照していただきたい．

2. アンケート回答

人名としてコーソ－kゐs6(KS，男性名），コーエ－ko?e(KA，男性名），フラフラ

hlahla (HL，女性名），ミャミャ my釦iya(MY，女性名）等を用いている．

以下の例文番号は例文 aはA形式， bはB形式である．「補足」項では与えられた

日本語に最も近いと考えられるビルマ語の表現を，また「参考」項では，与えられた

日本語の意味とは異なるが，同じような動詞を用いた受動構文の例を挙げた．

(7) A (KS）は（B(KA）に）叩かれた（直接受身）

• A形式

a-0. kos6=ha ？邑－yai? kh加（= lai?) =ya=!f: 

KS＝話題 名詞化殴る 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-1. kむs6=ha ko?e＝？益－yai? khゐ~c = Iai?) =ya=!E: 

KS＝話題 KA斜＝名詞化殴る 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-1 '. kos6=ha ko?eニy£ ?a-yai? kh加（= lai?) =ya =!E: 

KS＝話題 KA＝属 名詞化殴る 受ける（＝適H寺）＝不可避＝v.s

a-2. kらs6=ha ko？る yai?=ra khaN( = Iai?) =ya= !E: 

KS＝話題 KA 殴る＝名詞節 受ける（＝適H寺）＝不可避＝v.s

a-2'.*kむs6=ha ko？る＝yを yai?=ra kh詰N(= lai?) =ya= !E: 

KS＝話題 KA＝属 殴る＝名詞節 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-3. kos6=h詰 ko？己 yai?-chiN khaN( = Iai?) =ya= !E: 

KS＝話題 KA 殴る名詞化 受ける（＝適時）＝不可避＝日

a・3'. kむs6=ha kむ？eニy£ yai?-chiN kh3.N( = lai?) =ya=!£ 

KS＝話題 KA＝属 殴るー名詞化 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s
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※a-0のように動作者が現れないものが最も自然に感じるようである．

．日形式

b-0. kむs6=ha （？邑四）yai？ーkhaN thi= tE: 

KS＝話題 （名詞化一）殴るー受ける 当たる＝v.s

b-1.? kむs6=ha ko?e＝？益田yai?-k11aN thi= tE: 

KS＝話題 KA斜＝名詞化ー殴るー受ける 当たる＝v.s

b-2.キワkむs6=ha kむ？e=yc ？温－yai?-khaN thi=tE: 

KS＝話題 KA 料＝属 名詞化殴るー受ける 当たる＝v.s

※動作主が現れない文（b-0）が普通で，名詞化接頭辞？温ーは脱落することの方が多い．

（イ） A (KS）は CBCHυ に）足を踏まれた（持ち主の受身，体の部分）

• A形式

a-0. kむs6=ha chidau？四？ふlllN k11aN( = lai?) =ya= !E: 

KS＝話題 足名詞化踏む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-1.? kむs6=ha hlahla c11idau？ー？温－lllN khaN( = lai?) =ya= !E: 

KS＝話題 HL 足一名詞化踏む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-2. kらs6=ha hlahla c11idau? lllN-t品 khaN( = lai ?) =ya = !E: 

KS＝話題 HL 足 踏むー名詞節 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-2’. ?'kos6=ha hlahla= ye c11idau? nfN-ta kh主N(= lai?) =ya=!E: 

KS＝話題 HL＝属 足 踏む名詞節 受ける（＝適時）＝不可避こv.s

a・3ワ＊kむs6=ha hl泊ila=ye c11idau? n岱，.i-c"iN khaN( = lai ?) =ya = !E: 

KS＝話題 HL＝属 足 踏む名詞化 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

※a-2’は非常に破格な構文で，名調節の動詞の動作主が属格で標示されている．この

ような現象は他にあるかどうか不明．

• B形式

b-0. kos6=ha chldau?(-?a-)nfN-khaN thi= tE: 

Kト話題 足一（名詞化ー）踏むー受ける 当たる＝v.s

b-1.ワkむs6=ha hlahla= ye c11idau？ー（施ー）nfN-k11加 thi= tE: 

KS＝話題 HL＝属 足一（名詞化ー）踏むー受ける 当たる＝v.s
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（ウ） A (KS）は B(KA）に財布を盗まれた（持ち主の受身，持ち物）

• A形式

a-0. kらs6=ha pai?sh加？ei？？語－kh6 khaN( = Iai?) =ya= !c 

KS＝話題 財布 名詞化＝盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-1. *kos6 =ha kむ？e=y£ pai?sh加？ei？？ふkh6 khi:tN( = Iai?) =ya= !c 

KS＝話題 KA＝属 財布 名詞化＝盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a幽 l’.??kむs6=ha pai?sh包N?ei? ko?e=ye ?a-kh6 khむ.i(= lai?) =ya=!c 

KS＝話題 財布 KA＝属 名詞化＝盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-2. kむs6=ha kむ？e pai?shゐ.i?ei?kh6=!a khi:tN( = lai?) =ya= !C 

KS＝話題 KA 財布 盗む＝名詞節 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-2＇.刊kむs6=ha ko?e=ye pai?shaN?ei? kh6 =!a khaN( = Iai?) =ya= !c 

KS＝話題 KA＝属 財布 盗む＝名詞節 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a-2”. kos6=ha pai?shaN?ei? ko?e kho=ta khaN（ニlai?)=ya= !C 

KS＝話題 財布 KA 盗む＝名詞節 受ける（＝適時）ニ不可避=v.s

a・2＂＇.刊 kむs6=h詰 pai?shi:tN?ei? ko?e=ye kho=ta khaN( = Iai?) =ya= !c 

KS＝話題 財布 KA＝属 盗む±名詞節 受ける（＝適時）＝不可避=v.s

• B形式

b-0. kos6=ha pai?shi:tN?ei? ?a-kh6kh加 thiニtc

KS＝話題 財布 名詞化盗むー受ける 当たる＝v.s

b-1. * kむs6=ha kむ？e=ye pai?sh必.i?ei? ?a-khokh加 thi= tc 

KS＝話題 KA＝属 財布 名詞化盗む受ける 当たる＝v.s

・補足

c. kむs6・pai?shru叫？ei?=kむ ko?e c =ka) 

KS・財布＝［対］ KA 

kh6( = lai?) = !C 

盗む（司直時）=v.s 

※受動の構文を用いない c文が最も自然か．

（工）昨日の夜，私は赤ん坊に泣かれた．それでちっとも眠れなかった（自動詞からの

間接受身）

• A形式， B形式

A形式， B形式とも用いることはできない．
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・補足

c. manega = nya ＝主a kh温le IJO = 16 nfofie = hma ?ei? = 16 ma-ya= ~hu 

昨日＝夜＝PAST 子供 泣く＝［理由］ 少し＝さえ 寝る＝［単接］ 否一得る＝v.s

昨日の夜，子供が泣いたので，少しも寝られなかった．

（ォ）新しいビルが（A(KS，大字）によって）建てられた（モノ主語受身，一目的）

• A形式， B形式

A形式， B形式とも用いることはできない．

．補足

c. kos6=ka 

KS＝主 h
U
 

し

凶
肉
新

哨

怯

物
u
建

shau? = t£ 

建てる＝v.s

KSが新しい建物を建てた．

d. dcwli=ka 

大字＝主

?ashau？.？温？u-ti?

建物ー新しい

shau?=tc 

建てる=v.s

Daewoo （大宇）が新しいビルを建てた．

．参考

e. （？ふ）shau?

（名詞化ー）建てる

kh加（= Iai?) =ya=tc 

受ける（＝適H寺）＝不可避＝v.s

「（建物を）建てられた」

五（？邑－）shau?

（名詞化）建てる

（同上）

※上記 e,f文はいす晶、れも「自分の土地に勝手に建物を建てられた」という被害の意味

kh加＝thi( = lai?) = t£ 

受ける＝当たる（＝適時）＝v.s

で用いる．

（カ）力ナダではフランス語がはなされている．（モノ主語受身，恒常的．動作主が問

題にならない場合）

• A形式， B形式

A形式， B形式とも用いることはできない．

．補足

e. kaneda=hma 

カナダ＝［於格］

，

md
葉

》
明
言

2

・

1
・
ス

＆
E
L
肉
・
一
〆

’m
一フ

mu

フ

tom叫＝tc

使う司，s
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カナダではフランス語を用いる．

（キ）財布が（Alこ）盗まれた（モノ主語受身，モノ主語の背後に被影響者が想定され

る）

a. pai?shaN?ei? ?a-kh6 khaN( = lai?) =ya=!£ 

財布 名詞化盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

b. can:> m沿iega pai?sh3N?ei? ?a-kh6 khゐ-i(= lai?) =yii=!E'. 

Im 昨日 財布 名詞化一盗む 受ける（＝適時）＝不可避=v.s

b’j canJ pai?shaN?ei? m註nega ？邑－kh6 khaN( = lai?) =ya＝曾

Im 財布 日宇日 名詞化盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

b”． c沿d pai?shaN?ei? manega ？益－kh6 khaN( = lai ?) =ya = !£ 

Im斜 財布 昨日 名詞化盗む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

※上記 b, b', b”の容認度については研究ノートを参照いただきたい．

（ク）壁に絵が掛けられている（モノ主語受身，結果状態の叙述）

• A形式， B形式

A形式， B形式とも用いることはできず，下記のように言う．

c. naNYaN = hma 

壁＝LOC

「壁に絵が掛けてある」

．参考

b益~ilea

絵

chei? = tha = te 

ヨ｜っかける＝置く＝v.s

e. na町raN(=Qき）＝hma b勾ilea l包－chei? kh3N = ( = lai?) =ya= !E'. 

壁（＝上）＝we 絵 来る一引っかける 受ける（＝適時）二不可避＝v.s

壁に絵を（無理矢理）掛けられてしまった．

（ク） A (HL)はB(KS）に／から愛されている．（感情述語の受身，特に動作主のマー

カーに注目）

• A形式， B形式

a-1 ．ぷhliihlii=ha kos6 =ye ?a-chi? kh3N = ( = lai?) =ya=!£ 

HL＝話題 KS（＝主） 名詞化ー愛する 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

A形式は可能だが，非常に不自然（参考の項を参照）.B形式は用いることはできな

い．下記のように表現するのが自然である．
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c. hliihla = ko 

HL＝対

kos6( = ka) chi?= tf: 

KS（＝主） 愛する＝v.s

HLを／はKSが愛している

．参考

e. ?liyaN ？ふChi? khaN =yaニ！a=1£ ma-kaUN =ghu 

やたら 名詞化ー愛する 受ける＝不可避＝名詞節＝類似 否一良しヒvs 

「やたらと愛されるのも良くはないJ

五？詰yaN ？邑－chi? khaN-thi'ニ ta=l£ ma-kauN = Qhll 

やたら 名詞化愛する 受ける当たる＝名詞節＝類似 否一良い＝v.s

（同上）

上記 e, f文は，愛すること／愛されることの弊害（例えば「親の過保護ゆえ，子供

が一人では何もしない／できない人間になってしまったj など）についての表現．

(J) A (MY）は B(Hυ に／から～と言われた．（伝達動詞の受身，特に動作主のマー

力一に注目）

• A形式， B形式

A形式， B形式とも自然な文は引き出せなかった．

．補足

c. myamya＝主む

MM＝対

“you? sh6 = tf:”＝16 

悪い=v.s＝引用

Ihalha=ka 

HL＝主

py5=!f: 

姿 言フ＝v.s

「M Mに『不細工だ』と HLが言ったj

他動調文で動作の対象（有生物）を文頭に置くことで，受身的な意味に近いニュア

ンスを持つようになる．

・参考

e. myamya =ha ddき

MM＝話題 かなり

?ii-py5 

名詞化一言う

．，
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、
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、‘，，，一一
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a
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＝
、
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刈
喝

、a
り

山

且

受

「MMはかなり（ひどいことを）言われた」

五 myiimya =ha ddき （？益ー）py5-k11aN t11i = tf: 

MM＝話題 かなり （名詞化）言うー受ける 当たる＝v.s

（同上）

上記 e, f文は「酷いことを言われた」「悪口を言われた」等の意味．
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（ザ） A (KS）さんは B(HL)さんに呼ばれて，今Bさんの部屋に行っています．

a. kos6=h包 hlahlii kho=Io ？邑gu 国＝？温khaN(=ko) twa-ne=!E: 

KS＝話題 HL＝対 呼ぶ＝［理由］ l寸'" [3＇］＝部屋＝向 行く＝し、る＝v.s

b. kむs6=ha hlahlii kh6=10 施。 ti1 = ?iikh加＝hma yau?-nと＝！E:

KS＝話題 HL＝対 呼ぶ＝［理由］ 1寸入 [3＇］＝部屋＝於 至る＝し、る＝v.s

c. kos6=ha hlahla kho=Io ?agu p'.l＝？泊（hclNニ hma hyi-nと＝！E:

KS＝話題 HL＝対 呼ぶ＝［理由］ 1「入 [3＇］＝部屋＝於 ある＝し、る＝v.s

「KSは， HLが呼んだので，いま彼女の部屋に行っている」

3. 参考となるその他の「受動表現」

3. 1 A (KS）は虎／犬に噛みつかれた（※ ca「虎Jkai？「噛むJ,khwe「犬Jkai？「噛む」）

a. kos6=h包 ca－（？邑ー）kai?/khwe－（首ー）kai? khaN( = lai?) =ya= !E: 

KS＝話題 虎一（名詞化ー）噛む／犬ー（名詞化一）噛む 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

thi( = lai?) = !E: b. ??kos6 =ha ca－（施ー）kai?-khaN/k~e-(?a-)kai?-khaN

KS＝話題 虎一（名詞化ー）噛む／犬ー（名詞化ー）噛む 当たる（＝適時）＝v.s

3. 2 A (KS）は石を投げつけられた（※ gt「石」 pyi？「投げる」／pau？「穴が聞く」）

a. kむs6=ha gt－（？ふ）pyi?/gt－（？語ー）pau? khaN( = lai?) =ya= !E: 

KS＝話題 石一（名詞化一）投げる／石ー（名詞化ー）大が開く 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

b. kむs6=ha gt－（？垣・）pyi?/gc－（？亙ー）pau?-kh加 thi( = lai?) = !E: 

KS＝話題

a'. kos6=ha 

KS＝話題

b’. kos6=ha 

KS＝話題

石（名詞化）投げる一受ける／石ー（名詞化一）穴が開くー受ける 当たる（＝適時）＝v.s

gc=nc 

石＝具

gc=nc 

石＝具

（施ー）pyi?/gt－（？ふ）pau? kh加（= lai?) =ya= !E: 

（名詞化ー）投げる／石一（名詞化ー）穴が開く受ける（＝適ll寺）＝不可避＝v.s

（施ー）pyi?/gt－（？ふ）pau?-kh~ t"i( = lai?) = !E: 

（名詞化一）投げる一受ける／石（名詞化一）穴が開く受ける当たる（＝適時）＝v.s

対応する能動文で“gt”は必ず具格助詞“nf:”を伴う．

3. 3 A (KS）はクルマに蝶かれた（※ ka「クルマ」 tai？「ぶつかる」）

a. kos6=ha 

KS＝話題

b. kos6=h包

KS＝話題

ka－（？ふ）tai? khaN( = lai?) =ya= !E: 

クルマ（名詞化一）ぶつかる 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

ka－（？邑ー）tai-khaN thi( = lai ?) = !E: 

クルマー（名詞化ー）ぶつカるー受ける 当たる（＝適時）＝v.s
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a'. kos6=ha ka=nr (?a-)tai? khaN( = Iai?) =ya= !E: 

KS＝話題 クルマ＝具 （名詞化ー）ぶつかる 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

b'. kむs6=ha ka =nr （？ふ） tai?-kh~ thi( = lai?) = !E: 

KS＝話題 クルマ＝具 （名詞化ー）ぶつかるー受ける 当たる（＝適時）＝v.s

A (KS）は母に叱られた

a. kos6( =ka) ？沿ne＝祐司s'U kh加（= lai?) =ya=!E: 

KS（＝主） ［母’］＝名詞化一叱る 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a’. kos6( =ka) ？沿ne=s'U kh加（= lai?) =ya= !E: 

KS（＝主） ［母’］＝叱る 受ける（＝適時）＝不可避＝v目s

b. kむs6(=ka) ?ame = ?a-shu-khaN th町＝lai?) =!E: 

KS（＝主） ［母’］＝名詞化一日ヒるー受ける 当たる（＝適時）＝v.s

b'. kゐs6(=ka) ？沿ne= Shu-khaN 

KS（＝主） ［母’］＝叱るー受ける

3. 4名誉，栄誉のニュアンスを持つ場合

Aは組織の委員長として選ばれた

thi( = lai?) = !E: 

当たる（＝適時）＝v.s

a. kos6( = ka) ？誌p1w£-?ou?katha = ?aphyi? ywec1吋＇iN khaN( = lai?) =yaニ！E:

KS（＝主） 団体一議長＝～として 選択するー名詞化 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

a'. kos6( = ka）吋wr-?ou?katha= ?aphyi? ywechを khaN(= lai?) =yaせ

KS（＝主） 団体ー議長＝～として 選択する 受ける（＝適時）＝不可避＝v.s

b.伯尚（＝ka）神～日ou?katha= ?aphyi? ywech£－~t1N-khaN ~1( = lai?) = !C 

KS（＝主） 団体ー議長＝～として 選択する一名詞化受ける当たる（＝適時）＝v.s

b'. *kos6( = ka) ?ap1w£-?ou?katha ＝均hyi? yw己ch£-kh~ thi( = lai?) = !E: 

KS（＝主） 団体一議長＝～として 選択する受ける 当たる（＝適時）＝v.s
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