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く特集「ヴォイスとその周辺」〉

1.はじめに

ビルマ語の「ヴォイス」
ーアンケートを中心にー

岡野賢二

本稿はアンケートに基づき採取したビルマ語の例文uを以下に挙げる．必要な箇所につ

いては若干の説明を加えた．

そもそもビルマ語にはヴォイスにあたる現象は多くない．動調の項の（何らかの意味で

の）変更をヴォイスと呼ぶのであれば，そのような現象を挙げることはできる．

2.例文

(la）《風などで》ドアが聞いた．

a. daga pwiN-twa=!£. σH,YM} 

door op四（vi.)-go=vs：氾S

b. daga pwiN-n色＝！e. 作M}

door open（νi. )-stay=vs:RLs 

l今回のアンケートに協力していただいたコンサルタントは本学研究生（調査当時）のトゥーザーフ

ラインη1回 aJilaing氏（女性， 32歳．パゴー管区ミインフラ市生まれ， 5歳からヤンゴン在住，在日

歴2年，以下四と表記）と本学非常勤講師のインインメイ YmYmMay氏（女性.50歳台，シャン

州北部出身，パラウン族であるが言語形成期をマンダレーで過ごし，ネイティプと同等の言語能力を

持つといってよい．以下 YMと表記）である.2名とも日本語の能力は極めて高く，百f氏は日本語

能力試験 1級（旧）およびNIに合格、， YM氏はヤンゴン外国語大学日本語学科の教員を長く務め．

かつ在日歴は 15年以上になる．日本語による読み書き，コミュニケーション能力はほぼ全く問題な

い．今回のアンケートは日本語をそのまま示し，それをピルマ語に訳していただいている．またイン

タビューも日本語で行なっている．

2本稿のグロス等で用いた略号は以下の通り： ABL(ablative奪格助調）, ACC (accusative対格助詞），

anaph (anaphoric照応）， a.pl （蹴ociativeplural連想複数）, COM (commitative共格助調）, DIM (diminutive 

指小辞）, inev (inevitable不可避）. IR.R Cirrealis叙想法）, NC (nominal clause maker名調節標識に悶G

(negative否定法），附ロ（nominalizer名調化接辞）, NOM (nominative主絡助調）' PAST (past time過

去時を示す格助調）, pl. (plural marker複数接辞）， Q （疑問標識）， QUOT (quo拍onmarker引用標識），
RLS (realis叙実法上 TOP (topic marker話題標識助詞）， vs (verもsentencemarker動詞文標識；動調文

を作る）, VVD (vividitive活写法）. (lj) （話し手．女性語）' [3] （第三者）， [moth釘］（特定の人物を直

接指示する「母J).なおプライム口がある場合，斜絡形式になっていることを示す．斜格形式とは人

物指示する名詞で最終音節が下降調化している形式をいう．下降調化とはある形式の末尾音節が特定

の環境下で末尾音節のみ下降調に変化する現象で，末尾音節が低平調である人物指示名詞に対格助詞

-ko，於格助詞－hmaが後続する場合や後続名調を限定する場合などに規則的に起こる．高平調も稀に

下降調化することがある．元の形式が下降調である場合，上記のような環境にあっても音声的には変
化がないが，潜在的に下降調化しているとみなし，プライム口を表記する．
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ピルマ語の「ヴォイス」
ーアンケートを中心に一

(lb) （彼が） ドアを開けた．

a. (tu) d邑ga phwlN-lai?=!E:. σH,YM) 

([3]) door open(vt.）吻i?=vs:RLS3 

b. (tu) daga p~IN-lai?=!E:. (YM) 

([3]) door op回（vt. )-lai?=vs・阻 S

(le）入口のドアが開けられた．

a. w!Nbau?-daga p~IN=pi. 

en回nee-door open( vt. )=vs:vvn 4 

a＇.施 .wiNwa＝騎－d温9a p~IN-t"a=!E:. 

田町田ce-door open( vt. )-put.in=vs：紅S

b. ? wiNbau？・da伯祐－p~IN kh加－yii=!E:.

同

作M)

四

即位加ce-door NMローopen(vt.) suffer-int'¥戸VS：氾S

(le）＇ドアが壊れた．／壊された．

a. daga pye?-twa＝砕．

door break( vi. )-go=VS:RLS 

b. daga ?a-phye? kh加・yii=!E:.

door NMlZ・br・回 k(vt.) suffer-int'¥戸vs：阻S

σli,YM) 

σM) 

3助動詞・lai？の意味記述は非常に難しいため，ここでは単にグロスを形式そのままにーlai？とすること

にした．ここで－I包？が表しているのは「決然と」といった意味であろう．他に「完全に」の意味を表

す場合がある（薮 1992,pp. 573-4）.また津田英夫氏から，本動詞l包ト「従う，相応しい」との関連で

「適切なタイミングで，という意味ではないか」と指摘された．なお本稿注6，例文（13b）の4に関す
る説明，例文（18a), (20b ), (22b )bも見られたい．

4 vividitive《活写法》は話し手の眼前で起こったこととして生き生きと述べるムード．「活写法」は薮
司郎氏の用語．詳しくは『言語学大辞典第6巻・術語編』（1996）の「活写法」の項（p.222）を参照

のことなお－p尚t意志動調とともに用いられると動作の開始を表し，到達動詞とともに用いられると

（事態の完了からさほど時を経ていなし~）結果残存を表す．ここで動詞 phw)N－「開ける」は意志動調
として「ちょうど今開けられた（誰かが開けに来た）Jという意味を第一に表すが，結果残存の意味
になる場合もあるといい，その場合は動作者が明示されない，あるいは特定されない．
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(2）私は（自分の）弟を立たせた.s 

a. c温ma ma凶le=ko ma?ta?ya?-khfilN=!E. （ηi,YM) 

[lj] bro血的.）＝ACC s凶d剖 er=VS:RLS

b. cam a maUNle=ko ya?-khai:r叫・lai?=!e. (YM) 

[l_tl brothぽ(y.)=ACC stand-order-/ai?=vs:RLS 

YM氏によればb.は「罰として立たせるJ場合に用いるということである.TH氏は特に

そのような含意はないということであった．

(3）私は（自分の）弟に歌を歌わせた．

a. cam a ma凶 Ie=ko μtchiN + sho-pya-khfilN＝詐．

[l_tl bro血er(y.)=ACC song句ay-show-ordぽ＝VS:RLS

a'. cam a ma凶 Ie=ko t垣ch的＋sho-khaiN=te. 

[ lj] bro出町(y.)=ACC song+say-order=vs：紅S

四

(YM) 

TH氏は pya-［示す］があることで子供に対する気持ち「歌ってみせて」というニュアン

スを表すという．

(4a）《遊びたがっている子供に無理やり》母は子供にパンを買いに行かせた．

a. ？沿nと khale＝きむ paUNmo凶 （？通tiN) twa-we-khai凹＝te. (TH) 

mother chi]d=ACC bread (by. force) go・buy-order-vs氾 S

a'. ？加と＝p kh剖e=ko paUNmo凶 we-khfilN=tを． (YM) 

mother=NOM child=ACC bread buy-order=VS:RLS 

TH氏（a.),YM氏（a＇.）ともほとんど同じ回答であるが，異なるのは a.に移動の前接動調twa-

「行くJがあることで， YM氏によれば，これがなくても「買いに行く」の意味があると

いうことである．これに対し TH氏は動調twa－「行くJが必要と回答した．

5男性にとっての弟妹は， pl（ーle）「弟J,hnama（ーIe）「妹J，女性にとっては ma凶（ーle）「弟」， J1lma（ーle)

「妹」と，語繋が違う．（ーle）は指小辞で．人物指示の場合は必ず付加される．本稿ではインフォーマ

ントがいずれも女性なため， m塩山必「弟」が用いられている．なお近年では加釦1a（必）「（男性にと
っての）妹JとJ古ma(ーle）「（女性にとっての）妹」は使われなくなりつつあり，これに替わって男性，

女性いずれの妹でも使える戸ma（ーle）を使うことがほとんどである．なおグロスで“bro血er(}.）”は「弟」，

“bro出er(e.）”は「兄」を示す．
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(4b）《遊び、に出たがっているのを見て》母は子供を遊びに行かせた．

a. ？盈n主 khrue＝きむ pe-(!Wa-)gaza=!e. (TH/?YM) 

mother child=ACC 即時（goうplay=vs:RLS

a’ ？沿nと＝ka khale＝険 rwa・gaza-khaiN＝詳． (YM) 

mother=NOM child=ACC go・play-order=vs決日

これは回答が分かれた.TH氏はV-khaiNとすると「ここで遊んでいると邪魔なので，あ

っち／どこかへ行って遊べJという指示，もしくは「こどもが遊びに行きたい，遊びに行

きたいとしつこくせがむので，だ、ったら遊びに行きなさしリと許す場合であるという．

(Sa）私は弟に服を着せた．

a. cam a ma削除＝ko 花町1ji wu?-pe=!E. 

[I』 brother（ド）＝Ace shirt wear-give=VS:RLS 

cam a maUNle=kむ ？語wu? wu?-pe(-lai?) ＝俳．

[!_A brother(y. )=ACC clo出 we釘－give(-/ail}=VS:RLS

(TH) 

a’． (YM) 

「手伝って着せてやるJはwu？ーpe・［着るー与える］となる

(Sb）私は弟にその服を着させた．

a. c温ma ma凶 Ie=ko ？€・di=?eiNji pe-wu?=!e. 

[ lfi brother(y. )=ACC anaph・this=shirt g1ve-wear=vs決LS

a’． cam a ma凶 Ie=ko ?E・di=?eiNji wu？司khaiN=te.

[ lfi brother(y. )=ACC anaph－山is=shirt wear-order=vs:RLS 

a". c温ma m込山Ie=ko ?E-di=?awu?=ko wu？”khaiN=te. 

[I~ bro出er（ド）＝ACC anaph-this=cloth=ACC wear-order=vs:RLS 

H
 σ

 
(TH) 

(YM) 

(6）私は弟にその本をあげた．

a. cam a ma削 Ie=ko ?E-di-sa?ou? pe-lai?=!e. 

[lj) bro山er(y.)=ACC anaph-this-book give-/ai?=vs:RLS 

a'. cama=ha ma凶 Ie=kゐ ?E-dl-sa?ou?= kO pe・lai?=!E.

[lj)=TOP bro山 r(y.)=ACC anaph-this-book=ACC give-/ai?=vs:RLS 

(TH) 

(YM) 

(7a）私は弟に本を読んであげた．

[In 
maw吋Ie=kゐ？€－di-sa?ou?

brother(y.)=ACC anaph－出is-book 郎

、
伊
哨

a
u
 

y
o
 

nr
品
刷

z
↓
 

a

J

U

 

h
h
α
 

E

r

 

(TH) a. cama 
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a'. c泊ra=ha m釦JNle=kむ ?€-cll-sa?ou? pha?-pya=!e. (YM) 

[1,tl司OP bro批 r(y.)=ACC anaph-this-book 民ad-show=vs:RLS

b. ホ cama ma.削除＝kゐ ?€-cll-sa?ou? pha?=!E. （ηi) 

[!,] bro山町{y.)=ACC anaph－出IS・・book read=vs:RLS 

b'. ? c話ma maUNle=ko ?€-cll-sa ?ou? pha?-pe=!e. (YM) 

[ l,tl broth釘(y.)=ACC anaph-this”book read-give=vs：紅 S

cf <la-le pha?-pe=lo ya= ma= la. (TH) 

出is-DIMread-give=-and no.problem=vs:IRR=Q 

これを読んでくれますか？（字が読めない人が）

(7b）兄は私に本を読んでくれた．

a. ?iiko cama=ko sa?ou? pha?-pya＝詳．

bro出er(e.) [lj)=ACC book read-show=vs:RLS 

a'. T五ko=ka c注na=ko sa?ou? pha?-pya=!e. 

brother( e.) =NOM [lj)=ACC book read-show=vs:RLS 

cf * ?iikむ（＝鈎 cama=ko sa?ou? pha?-pya-lai?=!E. 

bro山町（e.)(=NOM) [lj)=A白 book read-show-/ai?=vs:RLS 

cf 兄は弟に本を読んでやった／あげた．

＊？紘ゐ（＝止め ma凶 le＝駒 sa?ou? pha?-pya-lai?=!f. 

岡山町（e.)(=NOM) brother(y.)=ACC book read-show-/ai?=vs:RLS 

cf 私は弟にその本を読んでやった．

（ηi) 

円M)

（η1, YM) 

σH,YM) 

c加1a(=ha)

[1,tl（司OP)

ma凶 le＝駒 ?E-di品？ou? pha？・pya-lai?=!e.

brother(y.)=ACC anaph・this-book read-show-/ai?=vs:RLS 

(TH, YM) 

(7c）私は母に髪の毛を切ってもらった．

a. cama ？沿ne=ko 、CL伽
L
H
 

L
且’ρし

vnr 

円

fau p
 

L
i
 

、削L
U
 

U
 

(TH) 

[1,tl [mother’）＝ACC hair pinch-give-order=vs:RLS 

b. c沿na-zabiN=kゐ 2量mと h.J1a?-pe＝！主

( lj)-hair=ACC mother pinch-give=NC汲 凶

c. ？加色＝kii c沿na=kゐ zabiN h.J1a?-pe=!e. 

mother=NOM [lj)=ACC hair pinch-give=VS:RLS 

c’． * ?ame=kii c沿na=kむ zabiN h.Jla?=!e. 

mother=NOM [lj)=ACC hair pinch=vs浪臼

d. * ?ame=kii cama-zabiN( ＝険） h.J1a?-pe=!e. 

mother=NOM [lj]-hair=ACC pinch-give=VS:RLS 

(TH) 

(YM) 

(YM) 

(YM) 
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ビルマ語の「ヴォイスJ
ーアンケートを中心にー

d'. ？加と＝ta c卸会z油1lN（＝険） hJ1a?=!e. 

mother=NOM ［ν］・haiκ＝ACC) pinch=vs浪LS

何M)

この回答は二人で分かれた．まず TH氏であるが， a.は「切る人は母，もしくは他人」，

b.は「切る人は母」ということである．

YM氏によればc.は複合的動調ゆa?-pe［切る－与える］は，動作の直接の対象である髪の毛，

その髪の毛の主の二つをいずれも内項として取っている.c＇.が容認不可であることから，

対格標示された髪の毛の主 cama[IJJは複合的動調の後項要素 pe［与える］によって増えた

項であると考えるのが妥当である．また d.が容認不可能であることから，払peは受益者項

は必ず生起しなければならない，ということであろうか.d＇.は文法的であるが，受恩恵の

ニュアンスはない．

(Sa）私は（自分の）体を洗った．

a. cam a kcトle?/c~－le? 信NSIN=te. (TH) 

[lJl body-hand/foot-hand wash=vs:RLS 

b. cam a y色－ch6=!e. （ηi) 

[IJl water胴hathe=vs:RLS

c. cama(=ha) ko・ko＝駒 shed＝詐． 仔M)

[ IJl（司OP) self-body=ACC wash=vs:RLS 

c'. cama(=ha) ko-kh~品kゐ＝ko shecふtiiNslN=t主． (YM) 

[ IJl（司ひP) self-body-body=ACC Wぉh・w悩 h=vs:RLS

ビルマ人は「体を洗うJという表現はしない.TH氏， YM氏いずれもミャンマーでは

b. yふch6・「水浴びするJ行為が「体を洗う」を含んでいるということであり，最も自然で

あると回答した．何れにしても再帰表現は使われない．

a., c., c＇.は日本語をそのままビルマ語に置き換えたものといってよいだろう. YM氏に

よれば，例えば日本で風呂にはいるときの説明として「（湯船に入る前に｝体を洗う」とい

う意味で C., c＇.のように表現することが可能であるという．この二文に現れる ko・［自分’］

は再帰表現肋「自分」の下降調化した形式である．

(Sb）私は手を洗った．

a. cama le? she=te. （ηi) 

[IJl hand wash=vs:RLS 

a’． c畑 ii(＝凶） Ie?(=ko) she=te. (YM} 

[I』（可OP) h釦 d(=ACC) wash=vs：阻S
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(8c）彼は（／その人は）手を洗った．

a. ぬ”

p

le? she=te. 

hand wash=vs:RLS 

σH) 

a'. ｛φJhむ＝IUl?e・dl=lむ｝＝ha

{[3］／伽句師on/an中 h-thi可 erson｝（司OP)

IE? she=te. 

hand wash=vs:RLS 

(YM) 

「手を洗う」はそのまま le?she-［手洗う］を使い，再帰表現は使われない．主語の人称による違い

もない．

(9）私は（自分のために）その本を買った．

a. cam a ？を－dl=sa?ou? we（ーlaiη＝！£. σ"H) 

[ l.J anaph・this’＝book buy(-/ail)=vs：紅5

b. cama=ha {ko/c泊埠｝=?atwe? ？を－dl=sa?ou? we-khe=tE. (YM) 

[ l.J司OP {self/[ lj］｝でか an中 h-this=book buy-kh.f=vs:RLS 6 

「本を買ったJといえば「自分のためにJを特に指定せずとも，その意味を含意もしく

は暗示する.YM氏は「自分のためにJを忠実に訳している.ko「自分のJよりはcama「私

のJの方が自然だということである．

両氏の回答に違いが出たのは動調述部で， TH氏は助動調”lai？を， YM氏は助動詞・kheを

用いた．この 2つの助動調は，その表す意味をめく、、って長年議論されているが，未だに定

説といったものはない．ここでは－lai？は「決然と」といった意味合いであり，－kheは移動，

すなわち買った位置から既に移動していること，もしくは単に過去を表すと思われる．

(10）彼らは（／その人たちは）（互いに）殴り合っていた．

a. ぬ－to ？語PY必~？滋札ゐ~／ta-yau?=ne-tayau? 伊ふ駒山－sa＝が－ （百1)

[3］”G目.pl. alternately/one-clが=coM-one-cl析 beat-whole-mutual=vs:WD 

b. ぬ－to ?apyゐ•？滋社訟•／ta-yau?= ne-tayau? 。ふnと－sa＝が－ σH) 

[3]-a.p/. alternately/one-ell;か司ごOM-one-cl析 b回.t-stay-mutua/=vs:wn

c. {tu・！6/ho=IUJ?e・dl=Iu}(=ha) ？温ch的j的 ~6・印i？・nと・ca=tE. （百1)

{[3]-a.p／／伽句ersonlanaph－血is=p町鈎n｝（可OP）伺ch抽 er beat-stay-mu似・a/=vs:RLS

6助動調－kh£もまた意味記述が難しい．やはり本稿ではーlai？と同じくグロスは形式をそのまま－k与と記

す．一般に－kheは距離もしくは時間の移動を含意する，とされる．これに対し Allott( 1965）は－lai?

は時空の移動と関連がないと説明する（詳しくは，薮 1992,pp. 573-4）.またミャンマーでは・kh£は過

去（の時制）を表すと説明されることがある．ーlai?と異なり，形式的に関係のある本動詞はない．薮
(ibid），津田（1998, 1999），本行（1997）およびOkelland Allott (2001）などを参照されたい．
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ビルマ語の「ヴォイスJ
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?apy加？iihl加「交互にJ, tii-yau?=nE品yau？「一人また一人」，施chfNjfN「互いに」はここ

ではほとんど同じ意味である．助動調－caは原義的には動作者の複数性（例文（11））を表す

が，（10）のように相互の動作，複数の動作者による個別的動作を表すこともある．これは

いわば暗示的意味といっていいであろう．

なお助動調－caは口語ではヒト名調が動作者の場合しか現れない1.

(11）その人たちは《みな一緒に》町へ出発した．［衆動］

a. 

b. 

ぬ－to=twと

[3］司α.pl.=pl.

?£-dl=lu=tw色

myo te?-twa・sa=!£.

city climb-go-mutua/=VS:RLS 

(?aI6凶 ？昌ぬdu) myo=kむ thwe？（’khwa)-twa- =! 

（百i)

£. ． (YM) 

anaph-this=person=pl. (all toge山er) city=ALL go/come.out(-leave)-go-mutua/=vs:RLs 

やはり助動詞・caを用いる．助動調司caは原義的には動作者の複数性を表すので，《みな一

緒に》は推論的合意である．

助動詞－caは原義的には動作者の複数性を表す．しかし動作が同時に起こることを示すの

ではなく， Okel!( 1969:253）に記述されているように動作者がそれぞれ行うという個別性

を示す．

cf dihni?-caUN<_ia=!We＝騎 sa=twと fa-me・cii=t£.

出is.y飽 r-student=p/.=NOM Jetter-pl. come-ask-seνer，αIiり戸VS決LS

今年の学生たちは（よく）質問をしに来る．

(12）その映画は泣ける（その映画を見ると泣いてしまう）．

?E-di=you?hyiN( ＝与a) IJO-yii=!£. （ηi,YM) 

anaph-this=cinema(=NOM) cry-ine¥FVS:RLS 

無意志動詞に助動詞－ya《不可避》を用いる．助動詞－yaは主語項における制御性

(con甘ollability）を制限すると言える．

(13a）私は卵を割った．

C孟ma ce?-fi（ヰむ） khw€=t£. (TH,YM) 

[ IJ chiken-egg(=ACC) break.in.two=VS:RLS 

7文語（writtenBurmese，ピルマ語の書記文体）では無生物主語項が複数である場合や，非動作動詞

に－caが現れることがある．これはもしかするとパーリ語文法の影響を受けているのかも知れない．
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(13b) 《うっかり落として》私はコップを割った（／割ってしまった）．

a. maeiぬSha Ph加gwe? ca-kwe-twa=!£. (TH) 

叩出inkinglyglぉs fall-break.in. two-go=VS:R日

b. maei樋Sha cama-caUN Ph必1gwe? kwe・twa=t主． （百i)

unthinkingly [1.J-because glass bl'回 k.in.two-go=VS:RLS

c. cam a Ph心1gwe?=kδ k"we-lai?-mi=tき． (YM) 

[ IJl glass=ACC break.in.twcトlai?-unconscio弘s=VS:RLS

他動調の表す行為は基本的に意図的である．従って k"wE.乙「割る」を用いれば，それは

「割れる」という結果を同指した意図的な行為であったことを意味する．日本語の「私は

コップを割った」では非意図的な場合も表し得るが ピルマ語の場合は意図的な行為とし

か解釈できない．よって次の例文は「割ろうという意図を持って割る行為に及んだJであ

る．なお TH氏によれば，助動詞・lai？がある場合「割れた」という結果を論理的に含意す

るが，ない場合は「割れたかどうかは分からないJということであり，結果を含意してい

ない. 8.9 

4私はコップを（叩き）割った．

ciima ph加gwe?(= ko) (yai？・）k"we（・lai?)=!£.

[ lfi glass(=ACC) (beat-)br鉱山.two(-lai.乃＝vs:RLS

(14a）きのう私はコーヒーを飲みすぎて（飲みすぎたので）眠れなかった．

a. miine=ka cam a k:iphl ?a-tau? lilN=pi ?ei?(=lo) 

yesterday=PAST [lfi co汀ee NMU－合ink exceed＝～and sle句（＝～仰の

ma-py~＝p'U. io （ηi) 

not-fun=vs:NEG 

b. miine=ka c益ma k当phl tau?-ta mya-twa=lo ?ei?-mii-py:) = p'U. (YM) 

yesterday=PAST [ lfi coffee NMU-drink excαョd=-and sleep-not-fun=vs:NEG 

(14b）きのう私は仕事がたくさんあって（たくさんあったので）眠れなかった．

a. mane＝騎 (cama) 施lou？＝脚色町制的＝lo ?ei?=lふ。
yeste吋ay=PAST ([ lfi) 

ma-py~＝p'U. 

not-fun=vs:NEG 

job=pl. many-exc民 d＝～and sle句=-and-contrast

）
 

H
 

T
 

（
 

8 -lai？が「完全に」を表す例である．本稿注3を参照されたい．
9 ピルマ語の意志動詞は基本的に結果の成立を論理的に含意しないと考えられる．

10 ei？（ー16)-pyふ［寝る（-and)ー楽しい］は「熟睡する，よく眠れる」という意味を表す複合的表現．
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b. 曲

川T

・・
mm 

騎
作

d

叫

附

?alou？＝脚色 mya・h1N=lo ?ei?=lo m轟・ya=p'U. (YM) 

job=pl. many-exceedユ and sle叩=-and not-able=VS:N日

(15）私は頭が痛い．【主体・一時的】

a. (dim.a) gaUN kai?=t£. σH) 

([I』） head pam=VS:NEG 

b. gaUN k創？・lai?=ta. σ1f) 

head pain-/ail=NC:NEG 

c. cfilna QllUN kai?=t£. σM) 

[l_tl head pain=vs:NEG 

(16）あの女性は髪が長い．【主体・恒常的】

a. hむ＝kaUNm孟le/me町g通le z溢.biN ?a・hyふsi=pe.

that=girl/girl hair NMU-long-AUG =FOαJS 

ho＝？加y付制＝が zablN hye=!£. 

σH) 

b. (YM) 

出at=woman=NOM hair long=vs:RLS 

hyと＝詳．

long=VS:RLS 

(YM) c. ho=?amyo樹mi-zablN

that=wom叩－h釘r

(l 7a）彼は（別の）彼の肩を叩いた．【対象・接触】

a. ぬ 悼rnya-pakh6削 !Wli-pou?=tを． (TII) 

[3] other-shoulder go・beat=VS汲LS

b. 也＝ha ~＝ye pakh6UN pou?=te. (YM) 

[3］可OP [3’］司副 shoulder beat=VS:R工S

(l 7b）彼は（別の）彼の手をつかんだ．

a. tu φrnya・IE? twa-s¥ve=t£. （百-1)

[3) o出町.p釘son-hand go・grab=vs:RLS

b. ぬ＝ha ~＝ye IE?=kゐ k討N-t"a=te. σM) 

[3］可OP [3＇］司副 hand=ACC grab-put.in=vs浪凶

(18a）私は彼がやって来るのを見た．

a. c温ma tU Ja=ta mylN-lai?=!£. 

[ l_tl [3) come=NC:RLS see-/ai?=vs:RLS 

b. cama=ha tu yau?-la＝ゆ twe-khe=t主．

[lj)=TOP [3) arrive-come=NC:RLS see-Jell手＝vs:RLS

(TH) 

何M)
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f見るj にはci-,mylNーがある.ci－は意図的な行為であり， mがN－は非意図的な行為を示

す．いずれも項構造は同じで，知覚者を主語に，知覚の対象を円的語に取る．ここでは意

図せずに見たということなので， ci－は使わない.twe－は「見かける，見つける，会うJで，

通常は非意図的である．なおここで動詞は異なるが百1氏の回答にはーlai？が， YM氏には－khe

が使われていることは興味深い．

(18b）私は彼が今日来ることを知っている．

a. cama ぬ dlne ta=m£ sho=ta n-nと＝te. （古i)

[lj} [3] today come=vs淑 R say=NC:RLS know-stay=vs:RLS 

b. cam a tむ dlne yau？・Ia=hma＝きら ti(-ne) =!£. 作M)

[lj} [3] today arnve-come=NC:IRR=ACC know(-stay)=vs：悶S

(19）彼は自分（のほう）が勝つとd思った．

a. ぬ tfr=kかぬ n討N=m主＝Io flN-nと＝tE. （四｝

[3] [3’］＝body-[3] win=VS:IRR=QUOT 出ink-stay=VS:RLS

a'. ぬ＝ka t合＝kふぬ n組N=mを＝Io flN-fa=t主． (YM) 

[3]=NOM [3']=body-[3] win=vs:IRR=QUOT 出ink-put.in=vs：氾S

再帰表現にはいくつかあるが，ここでは［人称名調パ斜格〉＋同（身体）＋人称名調;J

という表現を用いる．

(20a）私は（コップの）水（の一部）を飲んだ．［部分的に及ぶ動作】

a. ぬ yと !au?=t£. （四）

[3] water drink=vs:RLS 

b. tU (ph~gwe？ー伐＝騎） ye tawe?=ko tau?=tE. （ηi) 

[3] (glass-inside=ABL) water half己ACC 合主1k=vs：阻S

(20b）私は（コップの）水を全部飲んだ．【全体に及ぶ動作】

a. ぬ yと＝twと ？昌－kOUN !au?-pyi?=t主． (TH) 

[lj} water=p/. NMU-be.e対1austed 合ink-complete炉VS:RLS

b. cam a Ph卸 gwe?=fe＝住a ye ?ato凶＝ko tau?-lai?=t£. (YM) 

[lj} glass=inside=ABL water all=ACC 合ink-/ai?=vs:RI.S

YM氏は日本語文にできるだけ忠実に訳そうとしているが，あまり自然なビルマ語文と

は言えないだろう. (20b）では助動調－pyi？や・lai？が使われているが，これは生起しなくても
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よい．

(21）あの人は肉を食べない．【恒常的な否定文］

a. Iむ？温!<l ma-sa=phli. 

[3] meat no/-eat=vs:NEG 

{hゐ＝IU/?E-di=lむ｝＝/ffi

(TH) 

b. ’u
 

h
u
 nyv 

＝
 

pa 
ca ua m

 

，au t”
 

“
a
 

円

f (YM) 

｛出a句 ersonlanaph-this=person}=NOM meat not－回七＝vs：阻G

4あの人は酒を飲まない．

a. hむ＝Ju（＝騎） ?ayE? ma-1au?=phli. 

that予erson(=NOM)liquid not-drink=vs:NEG 

b. hむ＝lu（＝与a) ?ayE? ma-!au？ーta?=phli.

出at=person(=NOM)liquid not-drink-tend.to=VS:NEG 

c. hむ＝lu(=¥5.a) ?ayE? !au?-le+ma-hyl=phli. 

出at予erson(=NOM)liquid drink・custom+not-exist=VS悶 G

助動調－ta？《習慣・傾向》はある個人の性質を表す．また V-Je+ma-hylも習慣や傾向を表

す．ただ（21）「肉を食べる」ではいずれも使われず，「酒を飲む」なら使う．ただし助動詞

姐？はあくまで個人の性質について述べるのであり，次のような例ではこれを使えない．

cfピルマ人は牛肉を食べない．

a. b釦1a-llimy6（＝騎） ？沿neda ma-sa=ph(i. 

Burmese-race(=NOM) beaf not-eat=vs:NEG 

b. ？ワ b釦1a-Ilimy6（＝騎） ？沿neda ma-sa-yi?=phu. 

Burmese-race(=NOM) beaf not－切 t-tend.to=VS:NEG

c. b加1a-I曲ny6（＝制） ？泳neda sa品＋ma・hyl=phli.

B山mese-race(=NOM) beaf eat-custom十not-exist=VS:NEG

(22a）今日は寒い．［感覚述語・非人称文／感覚主体の存在が感じられない，より客観的な

表現］

C
3
 

紅に
d

、
低
可

＝
M
 

’e
o
 

n
J且

戸

、

ほ

勾

ー一

d

d
ω
 

(TH,YM) 
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(22b）私は（何だか）寒い（私には寒く感じる）．【感覚述語・非人称文／斜格主語】

a. ba－~a凶＝le ma-!l=p"U. cama ch卸seiN§e町内i?-ne=!E. 同）

what-because=Q not-know=vs：阻 G [!_A cold be・stay=vs：氾S

b. c温ma d泊e ?e・n告＝t主．

[!_A to由y cold-stay=vs:RLS 

(22b）＇眠い．／《眠りたいが仕事などで眠れないので》眠りたい．

a. 

b. 

c. 

d. 

?ei?-chiN=t主．

sleep-want=VS:RLS 

?ei?-chiN-lai?=ta. 

slぽ司p-want-/a1戸NC:RLS

?ei?IJai'l=!e. 

sleepy=vs:RLS 

?ei?-chiN=tE. 

sle句－want=VS:RLS

b.は助動調・lai？＋名詞節標識・taで感嘆表現「眠いなあ」を表す．

(23）私は人がとても多いのに驚いた．［感情述語】

a. cam a lu=twと mya・h1N=lo ？伽＝ta凶 ？ふtwa=te.

[!_A person=pl. many-exceed~and be.astonished=even be.astonished-go=vs:RLS 

b. cam a Iu=twe 泊施 mya=!a=lo ？ゐ~？5=te.

[!_A person=pl. very many-exc閃 dユ and be.astonished=vs:RLS 

(24）雨が降ってきた．【現象文・現場での直接体験】

(YM) 

(TH) 

σ'H) 

何M)

(YM) 

（ηi) 

(YM) 

m6 ywふla＝が－ (TH,YM) 

rain(n.) rain(v.)-come=vs:VVD 

動詞文標識－pi《活写法》を用いることで，話し手の眼前で起きていることを示す．

(25）その本は良く売れる．【中間構文】

a. ?E-di=sa?ou? ？量y創 刊凶・ka山手．

b. 

anaph－血is’＝book

?e-di=sa?ou? 

anaph-this’＝book 

profi』sely

？語yliN

sell-good=vs:RLS 

?li-ya凹

profusely NMU-sell 
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c. ?£-dl=sa?ou? tei? 

anaph－血is’＝加ok very 

a'. ?€-dl=sa?ou? tei? 

anaph・this’＝book V町y

ピルマ踏の「ヴォイスJ

ーアンケートを中心に一

ya凶－ya=!e.

sell-inev=vs:RLS 

ya凹－ka山＝！E.

sell-good=vs：阻S

(25）＇このナイフは良く切れる．［中間構文・道具主語】

a. di＝必（＝駒） ？通y卸 pya?=te. 

血is=knife(=NOM) profusely cut( vi. }=VS:RLS 

b. di＝必〈＝騎） ?ay企4 f'E?=te. 

出is=knife(=NOM) profi』sely sharp=vs求 目

c. di＝必（=¥5a) ?ay卸 hli-kaUN=te. 

出is=knife(=NOM) pro白sely cut( vi. )-good=vs：紅S
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