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要旨：本稿は特集「情報標示の諸要素」（『語学研究所論集』第 22 号，2019，東京外国語大学）に寄与す

る．本稿の目的は 25 個のアンケート項目に対するビルマ語データを与えることである． 
 
Abstract: This report contributes to the special cross-linguistic study on ‘markers of information structure’ 
(Journal of the Institute of Language Research 16, 2019, Tokyo University of Foreign Studies). The purpose of this 
paper is to offer the Burmese data for the question of 25 phrases. 
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本稿における音韻表記は岡野(2019)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． 
 
1. はじめに 
本稿では，特集「情報標示の要素」のアンケートに沿って，現代ビルマ語の例文を提示し，それに適

宜補足説明を加える． 
 
2. ビルマ語データ 
【主題卓越型類型論の軸項について】 
2-1 この土地は野菜がよく育つ．だから高い値段で売れるだろう． 
【統語的に動詞の必須項ではない名詞の統語的軸項としての機能】 

ဒ ီ ေြမက ဟငး်သီးဟငး်ရွကေ်တ ွ ေကာငး်ေကာငး် ြဖစ်ထွနး်တယ်။ 

dì myè=k̬â híɴd̪íhíɴywɛʔ=twè káuɴɡáuɴ pʰyiʔtʰúɴ=t̬ɛ̀. 
this.DET land=NOM vegetable=PL good.DPL thrive=vs.RLS 

ဒါေ7ကာင့ ် ေစျးြမင့ြ်မင့န်ဲ ့ ေရာငး်;ိ=ငလ်ိမ့မ်ယ်။ 

dàʥâuɴ zé-myîɴmyîɴ=nɛ̂ yáuɴ=nàiɴ=lêiɴ=mɛ̀. 
therefore price-highly=COM sell=AUXpsbl=AUXsurely=vs.IRR 
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ビルマ語では主語が無標で表されることが多い(2-2 文)．主語に-က -kâ を付ける場合として，強調を表

す場合と他動詞文の無生物の主語が目的語に何らかの働きかけを行うと見られる場合である．（岡野

2007: p.29-30, 47）-က -kâ は取り立てる意味を表す際にも用いられる． 
 
【とりたて表現について】 
2-2 私は頭が痛い．だから今日は休む． 
【話し手のなわ張り内・聞き手のなわ張り外，統語的軸項としての機能】 

က?နေ်တာ ် ေခါငး်ကိ=ကေ်နတယ။် ဒါေ7ကာင့ ် ဒေီန ့ နားမယ်။ 

ʨănɔ̀ ɡáuɴ+kaiʔ~nè=t̬ɛ̀. dàʥâuɴ dìnê ná=mɛ̀. 
1SG.MS head+ache~stay=vs.RLS therefore today rest=vs.IRR 

2-2 のビルマ語の文では，主語に助詞が付かない．助詞-က -kâ を用いると対比のニュアンスが出る． 

 
2-3 あの人だけ，時間通りに来た． 
【限定】 

သAပ ဲ သတမ်Cတခ်ျိနအ်တိ=ငး် လာတယ်။ 

t̪ù=p̬ɛ́ t̪aʔhmaʔ-ʨʰèiɴ=ʔătáiɴ là=t̬ɛ̀. 
3SG=DMfoc prescribe-time=as come=vs.RLS 

 -ပ ဲ-pɛ́は焦点を表す助詞で，文中のどの要素にも付くことが出来，文末に現れる場合もある． 

 
2-4 これはここでしか買えない． 
【限定・否定との共起】 

a) ဒါကိ= ဒမီCာပ ဲ ဝယလ်ိ= ့ ရတယ်။ 

dà=k̬ò dì=hmà=p̬ɛ́ wɛ̀=lô yâ=t̬ɛ̀. 
this=ACC here=LOC=DMfoc buy=CNJcnsq get=VS.RLS 

b) ဒါကိ= ဒမီCာက လွFဲပီး ဝယလ်ိ= ့ မရဘAး။ 

dà=k̬ò dì=hmà=k̬â lwɛ́=p̬í wɛ̀=lô mă-yâ=p̬ʰú. 
this=ACC here=LOC=ABL apart.from=CNJseq buy=CNJcnsq NEG-get=VS.NEG 

 

-လွဲFပီး -lwɛ́=p̬í は常に-က -kâ と共起して用いられる．a)では焦点を表す-ပ ဲ -pɛ́が用いられ，ビルマ語とし

てよく使う文である．b)のように否定と共起する文も作れるが，若干不自然である． 
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2-5 その家にいたのは子供ばかりだった． 
【限定・多数】 

a) အဲဒ ီ အမိ်မCာ HCတိာ ကေလး(ေတ)ွချည်းပဲ။ 

ʔɛ́dì ʔèiɴ=hmà ɕî=t̬à kʰălé(=t̬wè)=t̬ɕ̬ʰí=p̬ɛ́. 
that2.DET house=LOC exist=NC.RLS child(=PL)=only=DMfoc 

b) အဲဒ ီ အမိ်မCာ ကေလးေတခွျည်းပ ဲ HCတိယ်။ 

ʔɛ́dì ʔèiɴ=hmà kʰălé=t̬wè=t̬ɕ̬ʰí=p̬ɛ́ ɕî=t̬ɛ̀. 
that.DET house=LOC child=PL=only=DMfoc exist=VS.RLS 
 

ビルマ語では a)のように日本語と同じく分裂文を用いて表現可能である．-ချည်း -ʨʰí は単独で限定を表

すが，焦点の-ပ ဲ -pɛ́と共に用いられることが多い．このケースでは-ချည်း -ʨʰí があることで「子供」が多

数であることを含意するため，複数接尾辞-ေတ ွ-twè は必須ではなくなる（ただし-ချည်း -ʨʰí があるからといっ

て常に多数であることを論理的に含意するわけではない）． 

ただ，存在動詞 HC-ိ ɕî-「いる／ある」を用いる場合，分裂文ではない b)文の方がより自然である． 
 

2-6 次回こそ，失敗しないようにしよう． 
【限定・強調】 

ေနာက်ဆိ=ရငေ်တာ ့ မမCားေအာင ် လ=ပမ်ယ်။ 

nauʔ-sʰò=yìɴ=t̬ɔ̂ mă-hmá=ʔàuɴ louʔ=mɛ̀. 

next-say=CNJcond=DMcntr NEG-mistake=CNJpurp do=VS.IRR 

 -ေတာ ့-tɔ̂は対比を表す談話標識だが，ေနာက ်nauʔ「後」に直接-ေတာ ့-tɔ̂がついた ေနာကေ်တာ ့nauʔ=tɔ̂は「後

に（なったら）」という意味になる．この文では動詞 ဆိ=- sʰò-「言う」に仮定条件の従属節標識-ရင ် -yìɴ

が後接した表現 N ဆိ=ရင-် N sʰò=yìɴ「N（という）なら」を用いて限定・強調を表している． 
 
2-7 疲れたね，お茶でも飲もう． 
【反限定・例示】 

ေမာလိ=ကတ်ာေနာ်။ လကဖ်က်ရည်ေလး ဘာေလး ေသာကရ်ေအာင။် 

mɔ́=lai(ʔ)dà=nɔ̀. lăpʰɛʔyè=lé bà=lé t̪auʔ=yâʔàuɴ. 
exhaust=EXCLAM=SFP tea=DIM what=DIM drink=HORT 

 名詞と疑問詞のဘာ bà に指小辞の-ေလး -lé を付けることによって，反限定・例示の表現になる．その他，

例示の表現として名詞と疑問詞 bà に名詞の集合を表す-တိ= ့ -tô や複数を表す-ေတ ွ-twè を付ける形もある． 
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2-8 水さえあれば，数日間は大丈夫だ． 
【極端・意外】 

ေရသာ HCိရင ် ရကအ်တန7်ကာေတာ ့ ြပဿနာ မHCိဘAး။ 

yè=t̬̪à ɕî=yìɴ yɛʔ-ʔătàɴ-ʨà=t̬ɔ̂ pyaʔt̪ănà mă-ɕî=p̬ʰú 
water=only exist=CNJcond day-a.few-last=when problem NEG-exist=VS.NEG 
 
2-9 小さい子供まで，その仕事の手伝いをさせられた． 
【極端・意外】 

ကေလးငယ်ေတေွတာင ် အဲဒ ီ အလ=ပက်ိ= ကAညီရတယ်။ 

kʰălé-ŋɛ̀=t̬wè=t̬àuɴ ʔɛ́dì ʔălouʔ=kò kùɲì=yâ=t̬ɛ̀. 
child-little=PL=DMeven that2.DET job=ACC help=AUXinev=VS.RLS 

極端の意味を表すため，-ေတာင ်-tàuɴが用いられている． 

 
2-10 私はお金なんか欲しくない． 
【反極端・低評価】 

က?နေ်တာ် ပိ=ကဆံ်ေတ ွ (ဘာေတ)ွ မလိ=ချငပ်ါဘAး။ 

ʨănɔ̀ paiʔsʰàɴ=t̬wè (bà=t̬wè) mă-lò=t̬ɕ̬hìɴ=p̬à=p̬ʰú 
1SG.MS money=PL (what=PL) NEG-need=AUXdes=PLT=VS.NEG 

この日本語に当たる表現がビルマ語にはない．敢えて訳すなら上記のようになる．名詞と疑問詞ဘာ bà

に複数接尾辞-ေတ ွ-twè を付けることで，「～なんか」という意味を表すが，反極端・低評価のニュアンス

は丁寧さを表す-ပါ -pà によって生じていると考えられる． 
 
2-11 自分の部屋ぐらい，自分できれいにしなさい． 
【反極端・最低限】 

ကိ=ယ်အ့ခနး်ေလာကေ်တာ ့ ကိ=ယ့်ဘာသာ HCငး်စမ်းပါ။ 

kô=ʔăkʰáɴ=lauʔ=tɔ̂ kôbàd̪à ɕíɴ=s̬áɴ=p̬à=Ø. 
self.OBL=room=about=DMcntr oneself clean=AUXorder=PLT=VS.IMP 

-ေလာက ်-lauʔは名詞に付くとき「ぐらい」という意味で程度を表し，-ေတာ ့-tɔ̂は対比を表す．この二つ

を一緒に用いることで最低限を表すことが出来る． 
 

2-12 私にもちょうだい． 
【類似・累加】 

ငါက့ိ=လည်း ေပး။ 

ŋâ=k̬ò=lɛ́ pé=Ø. 
1SG.OBL=ACC=DMcntr give=VS.IMP 
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 -လည်း -lɛ́は類似・累加を表し，日本語の「も」に対応する． 
 
2-13 お父さんもう帰って来たね．お母さんは？ 
【反類似・対比（疑問）】 

အေဖ ြပနလ်ာFပီေနာ်။ အေမေကာ။ 

ʔăpʰè pyàɴ~là=p̬ì=nɔ̀. ʔămè=k̬ɔ́. 
father return~come=VS.INC=SFP mother=DMcntr 

 -ေကာ -kɔ́は疑問文で用いられ，対比を表す．平叙文で反類似・対比を表す場合，-ေတာ ့-tɔ̂を用いる． 
 
【不定表現について】 
2-14 誰か（が）電話してきたよ． 
【特定未知（specific unknown）】 

a) ဘယ်သAလဲေတာ ့ မသိဘAး၊ ဖ=နး် လာသွားတယ်။ 

bɛ̀d̪ù=lɛ́=t̬ɔ̂ mă-t̪î=p̬ʰú fóuɴ là~t̬̪wá=t̬ɛ̀. 
who=Qsp=DMcntr NEG-know=VS.NEG phone come~go=VS.RLS 

「誰からか分からないけど，電話あったよ．」 
 

b) ဦးေလးတစ်ေယာက်ဆီက ဖ=နး် လာသွားတယ်။ 

ʔúlé-tă-yauʔ=sʰì=k̬â fóuɴ là~t̬̪wá=t̬ɛ̀. 
uncle-one-CLFhum=place=ABL phone come~go=VS.RLS 

「ある叔父さんから電話あったよ．」 

 ビルマ語の文で，日本語の「誰か」と当たる語が使えなく，a)のように，「誰からか分からない」と直

接的に分からないことを言う場合と，b)のように親族名称を使う場合がある．2-15，2-16，2-17 で用い

られているတစေ်ယာကေ်ယာက ်tăyauʔyauʔは日本語の「誰か」と相当対応しているが，この文では用いられ

ない．それは電話した相手が特定されているためであると考えられる． 
 
2-15 誰かに聞いてみよう． 
【非現実不特定（irrealis non-specific）】 

တစ်ေယာက်ေယာကက်ိ= ေမး7ကည့်ရေအာင။် 

tăyauʔyauʔ=kò mé~ʨî=yăʔàuɴ. 
somebody=ACC ask~look=HORT 

တစ်ေယာက်ေယာက ်tăyauʔyauʔはတစ ်tiʔ「一」という数字と ေယာက ်yauʔという人の助数詞からなる．助数

詞を重複して数字တစ ်tiʔに付くが，တစ ်tiʔは他の語と複合するとき弱化形式တ tăになる規則があるため，

tă+＜助数詞＞＜助数詞＞という形になる．助数詞が二音節の語である場合，語尾だけを重複する．これ

はモノの助数詞や場所の助数詞など他の助数詞からも生産的に作れる．တစေ်ယာကေ်ယာက ် tăyauʔyauʔは相
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手が不特定の場合用いられる． 
 

2-16 私のいない間に誰か来た？ 
【疑問（question）】 

က?နေ်တာ် မHCတိ=နး် တစ်ေယာက်ေယာက ် လာသွားေသးလား။ 

ʨănɔ̀ mă-ɕî-t̬óuɴ tăyauʔyauʔ là~t̬̪wá=t̬̪é=lá. 
1SG.MS NEG-exist-term somebody come~go=AUX“still”=QPL 

 
2-17 誰か来たら，私に教えてください． 
【条件節内（conditional）】 

တစ်ေယာက်ေယာက ် လာ(ခဲ)့ရင ် က?နေ်တာ့က်ိ= ေြပာပါ။ 

tăyauʔyauʔ là(=k̬ʰɛ̂)=yìɴ ʨănɔ̂=k̬ò pyɔ́=p̬à=Ø. 
somebody come(=AUXdist)=CNcond 1SG.MS.OBL=ACC tell=PLT=VS.IMP 

 

2-18 今日は誰も来るとは思わない．／今日は誰も来ないと思う． 
【間接（全部）否定（indirect negation）】 

ဒေီနေ့တာ ့ ဘယ်သAမC လာမယ(်လိ=)့ မထငဘ်Aး။ 

dìnê=t̬ɔ̂ bɛ̀d̪ù=hmâ là=mɛ̀(=lô) mă-tʰìɴ=p̬ʰú. 
today=DMcntr who=DMeven come=VS.IRR(=CNJcnsq) NEG-think=VS.NEG 

「今日は誰も来るとは思わない．」 

ဒေီနေ့တာ ့ ဘယ်သAမC မလာဘAး(လိ=)့ ထငတ်ယ။် 

dìnê=t̬ɔ̂ bɛ̀d̪ù=hmâ mă-là=p̬ʰú(=lô) tʰìɴ=t̬ɛ̀. 
today=DMcntr who=DM‘even’ NEG-come=VS.NEG(=CNJcnsq) think=VS.RLS 

「今日は誰も来ないと思う．」 

「誰も」の意味で用いられているဘယသ်AမC bɛ̀d̪ù=hmâ はဘယ်သA bɛ̀d̪ù「誰」という疑問詞に-မC -hmâ という

談話標識が付く形である．それを受ける否定述語は引用節内の場合と，主節の場合とがある． 

 
2-19 そこには今誰もいないよ． 
【直接（全部）否定（direct negation）】 

အဲဒမီCာ အခ= ဘယ်သAမC မHCိဘAးေလ။ 

ʔɛ́dì=hmà ʔăkʰû bɛ̀d̪ù=hmâ mă-ɕî=p̬ʰú=lè. 
there=LOC now who=even NEG-exist=VS.NEG=SFP 

 2-18に同じ． 

 

2-20 （それは）誰でもできる． 
【自由選択（free-choice）】 
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(အဲဒါကိ=) ဘယ်သAမဆိ= လ=ပတ်တတ်ယ။် 

(ʔɛ́dà=k̬ò) bɛ̀d̪ù-mă-sʰò louʔ=taʔ=tɛ̀. 
(that=ACC) who-NEG-say do=AUXability=VS.RLS 

-မဆိ= -măsʰò は常に疑問詞を含めた表現と共起し，自由選択を表す． 
 

2-21 そんなこと（は），みんな知っているんじゃないか!? 
【自由選択を示す「みんな」】 

အဲဒါေလာကက်ေတာ ့ လAတိ=ငး် သိတယ ် မဟ=တ်ဘAးလား။ 

ʔɛ́dà=lauʔ=kâ=t̬ɔ̂ lù-t̬áiɴ t̪î=t̬ɛ̀ mă-houʔ=pʰú=lá. 
that=about=NOM=DMcntr people-every know=VS.RLS NEG-be.true=VS.NEG=Qpl 

自由選択を示すものとして，ここのလAတိ=ငး် lù-t̬áiɴの代わりにဘယသ်Aမဆိ= bɛ̀d̪ù-mă-sʰò「誰でも」を用いる

ことが出来る． 
 

2-22 そんなもの，誰が買うんだよ!? 誰も買うわけないじゃないか！ 
【反語】 

အဲဒလီိ= ပစOည်းမျိPး ဘယ်သAက ဝယ်မCာလ။ဲ ဘယ်သAမC ဝယ်မCာ မဟ=တ်ဘAး။ 

ʔɛ́dì=lò pyiʔsí-myó bɛ̀d̪ù=k̬â wɛ̀=hmà=lɛ́. bɛ̀d̪ù-hmâ wɛ̀=hmà mă-houʔ=pʰú. 
that2=as thing-kind who=NOM buy=NC.IRR=Qsp who-even buy=NC.IRR NEG-be.true=VS.NEG 

ビルマ語文も日本語と同様に疑問詞を用いることによって反語を示すことが出来る． 
 
【なわ張り理論について】 
2-23 君は英語がうまいね． 
【話し手のなわ張り内・聞き手のなわ張り内】 

မငး် အဂRလပိ်လိ= ေကာငး်ေကာငး် ေြပာတတတ်ာပဲ။ 

míɴ ʔíɴɡăleiʔ=lò káuɴɡáuɴ pyɔ́=t̬aʔ=tà=p̬ɛ́. 
2SG.MS English=as good.DUP speak=AUXability=NC.RLS=DMfoc 

 焦点を表す-ပ ဲ -pɛ́は文末では名詞節標識-တာ -tà，-မCာ -hmà と共起する．その場合，コメントや評価の表

現になることがある． 
 

2-24 君は退屈そうだね． 
【話し手のなわ張り外・聞き手のなわ張り内】 

မငး် 7ကည့်ရတာ ပျငး်ေနတဲ့ပံ=ပေဲနာ်။ 

míɴ ʨî=yâ=t̬à pyíɴ~nè=t̬ɛ̂=pòuɴ=p̬ɛ́=nɔ̀. 
2SG.MS look=AUXinev=NC.RLS boring~stay=AC.RLS=image=DMfoc=SFP 

7ကည့်ရတာ ʨî=yâ=t̬à「（私が）見たこと(から判断すると)」と言う意味である．日本語文にはこれにあた
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る表現がないが，ビルマ語では通常これを省略することはできない．この表現は自分が思うことを言う

場合(話し手のなわ張り外)に用いる．述語には「そのような様子だ」と言う意味の(V-တဲ့)ပံ=ပ ဲ(V=t̬ɛ̂)pòuɴ=p̬ɛ́

が用いられている．なお，文末に終助詞-ေနာ ်-nɔ̀を用いることで，自分の考えに対して相手に確認すると

いうことを表す． 
 

2-25 明日も寒いらしいよ． 
【話し手のなわ張り外・聞き手のなわ張り外】 

မနက်ြဖနလ်ည်း ေအးမယတ်ဲ့။ 

măneʔpʰyàɴ=lɛ́ ʔé=mɛ̀=t̬ɛ̂. 
tomorrow=DMcntr cold=VS.IRR=HS 

文末の-တဲ ့-tɛ̂は第三者から伝え聞いたことを述べるとき用いられる． 
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