
東京外国語⼤学語学研究所『語学研究所論集』第 24号 (2019), pp.291-301.    
Tokyo University of Foreign Studies, Journal of the Institute of Language Research No.24 (2019),pp.291-301. 

 
<特集補遺「他動性」> 

– 291 – 

現代ビルマ語の他動性 

Transitivity in Burmese Language 
 

岡野 賢二,トゥザ ライン 

Kenji Okano, Thuzar Hlaing 
 
 

東京外国語大学 
Tokyo University of Foreign Studies 

 

 
要旨： 本稿は語学研究所論集第 19 号特集「他動性」についてのビルマ語データを提供する．必要に応

じ，追加的な説明が若干加えられている場合もある．基本的に，本稿のデータはトゥザラインが提供し，

解説は岡野がトゥザラインと協議の上，主として岡野が執筆した． 
 
Abstract: This article offers Burmese linguistic data (examples) of “Transitivity” as a special topic of “the Journal 
of the Institute of Linguistic Research” vol.19. In some cases, additional information might be added when 
necessary. Basically, data in this article were provided by Thuzar Hlaing, while some explanations were 
written by Okano in consultation with Thuzar Hlaing. 
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1. はじめに 

本稿は『言語特集 特集例文』第 19 号の「他動性」に関するアンケート項目に沿って提供したビルマ

語のデータであるが，必要に応じて解説を加えてある．なお本稿での音韻表記は岡野(2019b)の方式に従

う．またグロスについては本号「特集「否定，形容詞と連体修飾複文」ビルマ語データと記述－語研論

集第 23 号特集補遺－」を参照されたい。 
 
2. アンケート項目とビルマ語のデータ 

2.1. 直接影響・変化 

2-1-а 彼はそのハエを殺した． 
သ" အဲဒ ီ ယငေ်ကာငက်ိ. သတတ်ယ်။ 

t̪ù ʔɛ́dì yìɴɡàuɴ=k̬ò t̪aʔ=tɛ̀. 
3SG that.DET fly=ACC kill=VS.RLS 

 
2-1-b 彼はその箱を壊した． 
သ" အဲဒ ီ ေသတ1 ာကိ. ဖျကတ်ယ။် 

t̪ù ʔɛ́dì tiʔtà=k̬ò pʰyɛʔ=tɛ̀. 
3SG that.DET box=ACC break.down=VS.RLS 
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2-1-с 彼はそのスープを温めた． 
သ" အဲဒ ီ ဟငး်ရည်ကိ. ေ8 9းတယ်။ 

t̪ù ʔɛ́dì híɴyè=k̬ò hnwɛ́=t̬ɛ̀. 
3SG that.DET soup=ACC warm.up=VS.RLS 

 

2-1-d 彼はそのハエを殺したが、死ななかった． 
သ" အဲဒ ီ ယငေ်ကာငက်ိ. သတတ်ယ်။ ဒါေပမဲ ့ ယငေ်ကာငက် မေသဘ"း။ 

t̪ù ʔɛ́dì yìɴɡàuɴ=k̬ò t̪aʔ=tɛ̀. dàbèmɛ̂ yìɴɡàuɴ=k̬â mă-t̪è=p̬ʰú. 
3SG that.DET fly=ACC kill=VS.RLS but fly=NOM NEG-die=VS.NEG 

 
ビルマ語では前件において定動詞で述べたことの結果を，後件によって否定可能である（加藤 2015，

岡野 2019a）． 

 

2.2. 【直接影響・無変化】 

2-2-а 彼はそのボールを蹴った． 
သ" အဲဒ ီ ေဘာလံ.းကိ. ကန(်လိ.က်)တယ။် 

t̪ù ʔɛ́dì bɔ̀lóuɴ=k̬ò kàɴ(=laiʔ)=tɛ̀. 
3SG that.DET ball=ACC kick(=AUXdcsv)=VS.RLS 

 

2-2-b 彼女は彼の足を蹴った． 
သ"မက သ"ရဲ့ ့ ေြခေထာကက်ိ. ကန(်လိ.က်)တယ။် 

t̪ùmâ=k̬â t̪û=yɛ̂ tɕʰìdauʔ=kò kàɴ(=laiʔ)=tɛ̀. 
3SG.F=NOM 3SG.OBL=GEN leg=ACC kick(=AUXdcsv)=VS.RLS 

 

သ"က သ"ရဲ့ ့ ေြခေထာကက်ိ. ကန(်လိ.က်)တယ။် 

t̪ù=k̬â t̪û=yɛ̂ tɕʰìdauʔ=kò kàɴ(=laiʔ)=tɛ̀. 
3SG=NOM 3SG.OBL=GEN leg=ACC kick(=AUXdcsv)=VS.RLS 

 

2-2-с 彼はその人にぶつかった（故意に）． 
သ" အဲဒ ီ လ"ကိ. (တမင)် ဝငတ်ိ.က(်လိ.က)်တယ်။ 

t̪ù ʔɛ́dì lù=k̬ò (tămìɴ) wìɴ~taiʔ(=laiʔ)=tɛ̀. 
3SG that.DET person=ACC (deliberately) enter~hit(=AUXdcsv)=VS.RLS 

 

「(故意に)」には တမင ်tămìɴ「わざと」の他，တမငသ်ကသ်က ်tămìɴ-t̪ɛʔt̪ɛʔ「わざと」，တမငတ်ကာ tămìɴ-dăɡà

「わざと」，အေFကာငး်မဲ ့ʔătɕáuɴ-mɛ̂「理由なく」などが入り得る。 
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2-2-d 彼はその人とぶつかった（うっかり）． 
သ" အဲဒ ီ လ"ကိ. (မေတာတ်ဆ) ဝငတ်ိ.က(်လိ.က)်မတိယ။် 

t̪ù ʔɛ́dì lù=k̬ò (mătɔ̀tăsʰâ) wìɴ~taiʔ(=laiʔ)=mî=t̬ɛ̀. 
3SG that.DET person=ACC (inadvertently) enter-hit(=AUXdcsv)=AUXunconsciously=VS.RLS 

 

「(うっかり)」には မေတာတ်ဆ mătɔ̀tăsʰâ「無意識に」の他，သတလိကလ်တွ ်d̪ădî-lɛʔ-luʔ「注意が逸れて」が

入り得る． 

 

2.3. 【知覚 2A vs. 2B】 

2-3-а あそこに人が数人見える． 
ဟိ. နားမIာ လ" နည်းနည်း ေတွJတယ။် 

hò ná=hmà lù nɛ́nɛ́ twê=t̬ɛ̀. 
that.DET near=LOC person a.few see=VS.RLS 

 

2-3-b 私はその家を見た． 
ငါ အဲဒ ီ အိမက်ိ. Fကည့်တယ။် 

ŋà ʔɛ́dì ʔèiɴ=k̬ò tɕî=t̬ɛ̀. 
1SG that.DET house=ACC look.at=VS.RLS 

 

2-3-с 誰かが叫んだのが聞こえた． 
တစ်စံ.တစ်ေယာက်ရဲ ့ ေအာသံ်(ကိ.) Fကား(ရ)တယ။် 

dăzòuɴtăyauʔ=yɛ̂ ʔɔ̀-d̪àɴ(=k̬ò) tɕá(=yâ)=t̬ɛ̀. 
someone=GEN shout-sound(=ACC) hear(=AUXinev)=VS.RLS 

 

တစ်ေယာက်ေယာက ် ေအာသံ်(ကိ.) Fကား(ရ)တယ။် 

tăyauʔyauʔ ʔɔ̀-d̪àɴ(=k̬ò) tɕá(=yâ)=t̬ɛ̀. 
someone shout-sound(=ACC) hear(=AUXinev)=VS.RLS 

 

2-3-d 彼はその音を聞いた． 
သ" အဲဒ ီ အသံကိ. Fကား(လိ.က)်တယ်။ 

t̪ù ʔɛ́dì ʔăt̪àɴ=k̬ò tɕá(=laiʔ)=tɛ̀. 
3SG that.DET sound=ACC hear(=AUXdcsv)=VS.RLS 

 

ビルマ語の知覚動詞は他動詞であり，対応する意思動詞と全く同じ格フレームを持つ．主体や対象は

無標の場合もあれば、有標の場合もある． 
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  主体 対象    主体 対象 

見る Fကည့်- tɕî- 

主格 対格 

 聞く နားေထာင-် ná+tʰàuɴ- 

主格 対格 
見える ြမင-် myìɴ-  聞こえる Fကား- tɕá- 

 

なお「見る、見える」は、発見の意味の場合は動詞 ေတွJ- twê-「（ものを）見つける：（人を）見かける，

行き会う」（無意志動詞）「（人に/人と）会う」（意思動詞）を用いる（2-3-b）．次項を見られたい． 

 

2.4. 【（知覚2A）発見・獲得・生産など】 

2-4-а 彼は（なくした）カギを見つけた。 

သ" (ေပျာကသွ်ားတဲ)့ ေသာက့ိ. ြပနေ်တွJတယ်။ 

t̪ù (pyauʔ~t̪wá=t̬ɛ̂) t̪ɔ̂=k̬ò pyàɴ~twê=t̬ɛ̀. 
3SG (lose~go=AT.RLS) key=ACC return~found=VS.RLS 

 

2-4-b 彼は椅子を作った． 
သ" ထိ.ငခ်ံ.(ကိ.) လ.ပတ်ယ။် 

t̪ù tʰàiɴɡòuɴ(=k̬ò) louʔ=tɛ̀. 
3SG stool(=ACC) make=VS.RLS 

 

2.5. 【追及】 

2-5-а 彼はバスを待っている． 
သ" ဘတ်စကား(ကိ.) ေစာင့ေ်နတယ။် 

t̪ù baʔsăká(=k̬ò) sâuɴ~nè=t̬ɛ̀. 
3SG bus(=ACC) wait~stay=VS.RLS 

 

2-5-b 私は彼が来るのを待っていた． 
ငါ သ" လာတာကိ. ေစာင့ေ်နတယ။် 

ŋà t̪ù là=t̬à=k̬ò sâuɴ~nè=t̬ɛ̀. 
1SG 3SG come=NC.RLS=ACC wait~stay=VS.RLS 

 

ငါ သ" ့ အလာကိ. ေစာင့ေ်နတယ။် 

ŋà t̪û ʔă-là=k̬ò sâuɴ~nè=t̬ɛ̀. 
1SG 3SG.OBL GER-come=ACC wait~stay=VS.RLS 
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2-5-с 彼は財布を探している． 
သ" ပိ.ကဆံ်အတိ(်ကိ.) OIာေနတယ်။ 

t̪ù paiʔsʰàɴʔeiʔ(=kò) ɕà~nè=t̬ɛ̀. 
3SG wallet(=ACC) search~stay=VS.RLS 

 
2.6. 【知識１】 

2-6-а 彼はいろんなことをよく知っている． 
?သ"က အရာမျိPးစံ.ကိ. အလွန ် သိတယ။် 

?t̪ù=k̬â ʔăyà-myózòuɴ=k̬ò ʔălùɴ t̪î=t̬ɛ̀. 
3SG=NOM thing-various.kind=ACC very know=VS.RLS 

 

သ"က ဘယအ်ရာ(ကိ.) မဆိ. ေကာငး်ေကာငး် သိတယ်။ 

t̪ù=k̬â what=ʔăyà(=k̬ò) măsʰò káuɴɡáuɴ t̪î=t̬ɛ̀. 
3SG=NOM what=thing(=ACC) NEG-say well know=VS.RLS 

 

2-6-b 私はあの人を知っている． 
ငါ ဟိ. လ"က့ိ. သိတယ်။  

ŋà hò lû=k̬ò t̪î=t̬ɛ̀. (指示対象が眼前にいる場合） 

1SG that.DET person.OBL=ACC know=VS.RLS 

 

ငါ အဲဒီ ့ လ"ကိ. သိတယ်။  

ŋà ʔɛ́dî lù=k̬ò t̪î=t̬ɛ̀. (指示対象が眼前にいてもいなくても） 

1SG that.DET.OBL person=ACC know=VS.RLS 

 

ကQနေ်တာ် သ"က့ိ. သိတယ်။  

cănɔ̀ t̪û=k̬ò t̪î=t̬ɛ̀. (指示対象が眼前にいてもいなくても） 

1SG.MS 3SG.OBL=ACC know=VS.RLS 

 

2-6-с 彼はロシア語ができる． 
သ" R.OIားစကား(ကိ.)/R.OIားလိ. နားလည်တယ။် 

t̪ù raʔɕá-zăɡá(=k̬ò)/raʔɕá=lò ná+lɛ̀=t̬ɛ̀. 
3SG Russia-language(=ACC)/Russia=as ear+round(/understand)=VS.RLS 

 
သ" R.OIားစကားကိ./R.OIားလိ. ရတယ။် 

t̪ù raʔɕá-zăɡá=k̬ò/raʔɕá=lò yâ=t̬ɛ̀. 
3SG Russia-language=ACC/Russia=as able.to=VS.RLS 
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2.7. 【知識２】 

2-7-а あなたはきのう私が言ったことを覚えていますか？ 
ငါ မေနက့ မငး်ကိ. ေြပာတဲ ့ အေFကာငး် မIတမ်လိား။ 

ŋà mănê=k̬â míɴ=k̬ò pyɔ́=t̬ɛ̂ ʔătɕáuɴ hmaʔmî=lá. 

1SG yesterday=PAST.T 2SG=ACC say=AT.RLS matter remember=Qpol 

 

2-7-b 私は彼の電話番号を忘れてしまった． 
ငါ သ" ့ ဖ.နး်နပံါတက်ိ. ေမ့သွားတယ။် 

ŋà t̪û pʰóuɴ-nàɴbaʔ=kò mê~t̬̪wá=t̬ɛ̀. 
1SG 3SG.OBL telephone-number=ACC forget~go=VS.RLS 

 

2.8. 【感情１】 

2-8-а 母は子供たちを深く愛していた． 
အေမက သားသမီးေတကွိ. သိပ ် ချစတ်ာ။ 

ʔămè=k̬â t̪á-d̪ămí=t̬wè=k̬ò t̪eiʔ tɕʰiʔ=tà. 
mother=NOM son-daughter=PL=ACC very love=NC.RLS 

 

2-8-b 私はバナナが好きだ． 
ငါ ငIက်ေပျာသီး(ကိ.) SကိPကတ်ယ။် 

ŋà ŋɛʔpyɔ́-d̪í(=k̬ò) tɕaiʔ=tɛ̀. 
1SG banana-fruit(=ACC) like=VS.RLS 

 

2-8-с 私はあの人が嫌いだ． 
ငါ အဲဒီ ့ လ"ကိ. မ.နး်တယ်။  

ŋà ʔɛ́dî lù=kò móuɴ=t̬ɛ̀. (指示対象が眼前にいる人でない場合） 

1SG that.DET person=ACC hate=VS.RLS 

 

ငါ သ"က့ိ. မ.နး်တယ်။  

ŋà t̪û=kò móuɴ=t̬ɛ̀. (指示対象が眼前にいてもいなくても） 

1SG 3SG.OBL=ACC hate=VS.RLS 

 

2.9. 【感情２】 

2-9-a 私は靴が欲しい． 
ငါ ဖိနပ(်ကိ.) လိ.ချငတ်ယ။် 

ŋà pʰănaʔ(=kò) lò=t̬ɕ̬ʰìɴ=t̬ɛ̀. 

1SG footwear(=ACC) need=AUXdes=VS.RLS 



現代ビルマ語の他動性, 岡野賢二,トゥザ ライン 
Transitivity in Burmese Language, Kenji Okano, Thuzar Hlaing 

– 297 – 

6-9-b 今、彼にはお金が要る． 
အခ. သ" ေင ွ လိ.ေနတယ။် 

ʔăɡû t̪ù ŋwè lò~nè=t̬ɛ̀. 
now 3SG money need~stay=VS.RLS 

 

အခ. သ"မ့Iာ ေင ွ လိ.ေနတယ။် 

ʔăɡû t̪û=hmà ŋwè lò~nè=t̬ɛ̀. 
now 3SG.OBL=LOC money need~stay=VS.RLS 

 

2.10. 【感情３】 

2-10-а （私の）母は（私の）弟がうそをついたのに怒っている． 
ေမေမ(က) ညီေလး1 လိမေ်ြပာလိ. ့ စိတဆိ်.းေနတယ်။ 

mèmè(=k̬â) ɲì-lé lèiɴ~pyɔ́=lô seiʔ+sʰó=nè=t̬ɛ̀.  
mammy(=NOM) brother.Y-DIM lie~say=CNJcnsq mind+bad~stay=VS.RLS 

 

2-10-b 彼は犬が怖い． 
သ" ေခွး ေFကာကတ်တတ်ယ။် 

t̪ù kʰwé tɕauʔ=taʔ=tɛ̀. 
3SG dog afraid.of=AUXtendency=VS.RLS 

 

2.11. 【関係１】 

2-11-а 彼は父親に似ている． 
သ"က အေဖနဲ ့ တ"တယ်။ 

t̪ù=k̬â ʔăpʰè=nɛ̂ tù=t̬ɛ̀. 

3SG=NOM father=COM same=VS.RLS 

 

2-11-b 海水は塩分を含んでいる． 
ပငလ်ယေ်ရမIာ ဆားဓာတ ် ပါဝငတ်ယ်။ 

pìɴlɛ̀-yè=hmà sʰá-daʔ pàwìɴ=t̬ɛ̀. 

sea-water=LOC salt-content contain=vs.RLS 

 

 

                                                        
1 ညီေလး ɲì-lé は「男性にとっての弟」である．女性にとっての弟の場合は ေမာငေ်လး màuɴ-lé となる． 
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2.12. 【関係２】 

2-12-а 私の弟は医者だ． 
ငါ ့ ညီေလးက ဆရာဝနပ်ါ။ 

ŋâ ɲì-lé=k̬â sʰăyàwùɴ=p̬à. 
1SG.OBL brother.Y-DIM=NOM doctor=PLT 

 

2-12-b 私の弟は医者になった。 
ငါ ့ ညီေလး ဆရာဝန ် ြဖစ်(သွား)Uပီ။ 

ŋâ ɲì-lé sʰăyàwùɴ pʰyiʔ(~t̪wá)=pì. 
1SG.OBL brother.Y-DIM doctor become(~go)=VS.INC 

 

2.13. 【能力１】 

2-13-а 彼は車の運転ができる． 2-13-b 彼は泳げる． 
သ" ကားေမာငး်တတတ်ယ။် သ" ေရက"းတတတ်ယ။် 

t̪ù ká+máuɴ=t̬aʔ=tɛ̀. t̪ù yè+kú=t̬aʔ=tɛ̀. 
3SG car+drive=AUXability=VS.RLS 3SG water+cross=AUXability=VS.RLS 

 

2.14. 【能力２】 

2-14-а 彼は話をするのが上手だ． 
သ" စကားေြပာေကာငး်တယ်။ 

t̪ù zăɡá-pyɔ́+káuɴ=t̬ɛ̀. 
3SG speech-speak+good=VS.RLS 

 

2-14-b 彼は走るのが苦手だ． 
သ" အေြပး မေတာဘ်"း။ / သ" အေြပးမIာ အားနည်းတယ်။ 

t̪ù ʔă-pyé mă-tɔ̀=p̬ʰú.  t̪ù ʔă-pyé=hmà ʔá+né=t̬ɛ̀. 
3SG GER-run NEG-good.at=VS.NEG  3SG GER-run=LOC strength+less=VS.RLS 

 

gerund の接頭辞 အ- ʔă-がついて名詞化し，それを項とする評価の動詞が主節の動詞となる．2-14-аに

は一見して gerund がないように見えるが，စကားေြပာ zăɡá-pyɔ́は，動詞 ေြပာ- pyɔ́-「話す」に အ- ʔă-がつい

て名詞化した後に，စကား zăɡá「言葉、はなし」と結合し，その際に အ- ʔă-が脱落したものである． 
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2.15. 【移動】 

2-15-а 彼は学校に着いた． 
သ" ေကျာငး်(ကိ.) ေရာက်Uပီ။ 

t̪ù tɕáuɴ(=k̬ò) yauʔ=pì. 
3SG school(=ALL) arrive=VS.INC 

 

2-15-b 彼は道を渡った／横切った． 
သ" လမ်းကိ. က"းတယ်။ 

t̪ù láɴ=k̬ò kú=t̬ɛ̀. 
3SG street=ACC cross=VS.RLS 

 

2-15-с 彼はこの道を通った． 
သ" ဒ ီ လမ်းကေန ြဖတသွ်ားတယ်။ 

t̪ù dì láɴ=k̬ò kú=t̬ɛ̀. 
3SG this.DET street=ACC cross=VS.RLS 

 

2.16. 【感覚１】 

2-16-а 彼はお腹を空かしている． 
သ" ဗိ.က်ဆာေနတယ။် / သ" ဗိ.ကအ်ဆာ ခံေနတယ်။ 

t̪ù baiʔ+sʰà~nè=t̬ɛ̀.  t̪ù baiʔ-ʔă-sʰà kʰàɴ~nè=t̬ɛ̀. 
3SG stomach+hungry~stay=VS.RLS  3SG stomach+GER-hungry resist~stay=VS.RLS 

 

左の文は通常の状況、右の文は（意図的に）空腹に堪えていることを表す． 
 

2-16-b 彼は喉が渇いている。 
သ" ေရဆာေနတယ်။ 

t̪ù yè+sʰà~nè=t̬ɛ̀. 
3SG water+hungry~stay=VS.RLS 

 

2.17. 【感覚２】 

2-17-а 私は寒い。 2-17-b 今日は寒い。 
သ" ချမ်းေနတယ်။ ဒေီန ့ ချမ်းတယ။် 

t̪ù tɕʰáɴ~nè=t̬ɛ̀. dìnê tɕʰáɴ=t̬ɛ̀. 
3SG feel.cool~stay=VS.RLS today cool=VS.RLS 
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2.18. 【（社会的）相互行為１】 

2-18-а 私は彼を手伝った／助けた． 
ငါ သ"က့ိ. က"ညီတယ်။ 

ŋà t̪û=k̬ò kùɲì=t̬ɛ̀. 
1SG 3SG.OBL=ACC help=VS.RLS 

 

2-18-b 私は彼がそれを運ぶのを手伝った． 
သ" အဲဒါ(ကိ.) သယတ်.နး်က ငါ ဝိ.ငး်က"(ေပး)ခဲတ့ယ်။ 

t̪ù ʔɛ́dà(=k̬ò) t̪ɛ̀-t̬óuɴ=k̬â ŋà wáiɴ~kù(~p̬é)=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 
3SG that(=ACC) carry-when=PAST.T 1SG round~help(~give)=AUXdisj=VS.RLS 

 

2.19. 【（社会的）相互行為２（言語行動）】 

2-19-а 私はその理由を彼に聞いた． 
ငါ အဲဒ ီ အေFကာငး်ြပချကန်ဲ ့ ပတ်သက်Uပီး သ"က့ိ. ေမးခဲတ့ယ။် 

ŋà ʔɛ́dì ʔătɕáuɴpyâdʑɛʔ=nɛ̂ paʔt̪ɛʔ=pí t̪û=k̬ò mé=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 
1SG that.DET reason=COM concern=CNJseq 3SG.OBL=ACC ask=AUXdisj=VS.RLS 

 

2-19-b 私はそのことを彼に話した． 
ငါ အဲဒ ီ အေFကာငး်(ကိ.) သ"က့ိ. ေြပာတယ။် 

ŋà ʔɛ́dì ʔătɕáuɴ(=k̬ò) t̪û=k̬ò pyɔ́=t̬ɛ̀. 
1SG that.DET matter(=ACC) 3SG.OBL=ACC speak=VS.RLS 

 

2.20. 【再帰・相互】 

2-20-а 私は彼と会った． 
ငါ(က) သ"နဲ ့ ေတွJတယ။် 

ŋà(=k̬â) t̪ù=nɛ̂ twê=t̬ɛ̀ 
1SG(=NOM) 3SG=COM meet=VS.RLS 

 

3. 若干のまとめ 

ビルマ語は主格対格型言語で，これからはずれるパターンはほとんど見つからない．split ergative 的な

特徴をほとんど見いだせない．また文法関係はもっぱら従属部に標示される，いわゆる dependent marking

型言語である．ただ文法関係の標示は必ずしも明示的ではなく，無標の場合も少なくない．標識の出現

の有無は様々な要因が絡んでいる（名詞の有情性の有無，特定性の有無など）が，文脈や世界知識など

により復元可能な場合は文法関係標示が脱落しやすい傾向があるといってよいだろう．主要部には一切
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の文法関係標示が現れない．また構文における人称制限もほぼないと考えられる．確かに文の内容によ

っては「言いにくい」といった程度の違いはあるものの，文全体の文法性、well-formedness にまで影響

することはあまりないといえるであろう． 
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