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要旨：語研論集 23 号特集「否定，形容詞と連体修飾複文」のビルマ語データおよび若干の説明を加えた

ものである．本稿で扱うデータはビルマ語ネイティブ 2 名から提供されたもので，口語体に加え，文語

体のものも挙げてある点が特徴である．ビルマ語の連体修飾の構造は極めて日本語とよく似ており，主

要部には様々な名詞が生起し得る．またビルマ語は，いわゆる形容詞は動詞と同じ統語的分布を示す．

すなわち限定節構造を取る．また名詞節が主節になったり，補文になったりもする．名詞節の内容は基

本的に真であると考えられる． 
 
Abstract: This article offers Burmese linguistic data (examples) of “Negation, Adjectives and Complex Sentences 
with Attributive Clause” as a special topic of “the Journal of the Institute of Linguistic Research” vol.23 and some 
brief explanations are added. Data in this article were provided by two Burmese native speaker and the data include 
not only the colloquial ones but the written-style ones. The structure of Burmese attributive clause is quite similar to 
the Japanese, where a vast variety of nouns can occur as a head. So-called “adjectives” syntactically behaves as verbs 
do. As for attributives, they take a clause structure for modifying a head noun. In addition, a nominal clause can be a 
matrix sentence or an embedded clause. The propositional contents of a nominal clause basically are always true. 
 
キーワード：ビルマ語，連体修飾，法標識，名詞節，文語体と口語体 
Keywords: Burmese(Myanmar language), adnominal clause, mood marker, nominal clause, written and colloquial 
style 
 
 
1. はじめに 
本稿は語研論集の特集「否定，形容詞と連体修飾複文」のビルマ語データに若干の説明を加えたもの

である．データを提供してくれたのは Thuzar Hlaing 氏（本学特定外国語主任教員，調査時は本学博士課

程後期課程在籍，女性），Thwe Hnin Yi Hlaing 氏（調査時は本学博士前期課程在籍，女性）の 2 名で，い

ずれもビルマ語ネイティブである．以下，本稿では Thuzar Hlaing 氏をα，Thwe Hnin Yi Hlaing 氏をβと

略する． 
なお音韻表記は岡野(2019)に従う．  
 

2. データおよび解説 
コンサルタントα，βの回答を以下に示す．各文の C は口語体ビルマ語，L は文語体ビルマ語である．

コンサルトにより回答が異なる場合は，「’」「’’」等を付けて示す． 
 
 
 

本稿の著作権は著者が保持し，クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC-BY）下に提供します． 
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1. これは私の本ではない．［名詞述語文／コピュラ文の否定］ 

C-1 ဒါ က$နေ်တာ့်စာအ-ပ ် မဟ-တ်ဘ2း။ ［α,β］ 

dà tɕănɔ̂=sàʔouʔ mă-houʔ=pʰú. 

this 1SG.MS.OBL=book NEG-be.true=VS.NEG 

L-1 ဤ အရာသည် က$နေ်တာ၏် စာအ-ပ ် မဟ-တ်ပါ။ ［α］ 

ʔì ʔăyà=t̬̪ì tɕănɔ̀=ʔî sàʔouʔ mă-houʔ=pà=Ø. 1 

this.DET thing=SUBJ 1SG.MS=GEN book NEG-be.true=PLT-VS.NEG 

L-2 ဤ အရာသည် က$:်-ပ၏် စာအ-ပ ် မဟ-တ်ပါ။ ［β］ 

ʔì ʔăyà=t̬̪ì tɕănouʔ=ʔî sàʔouʔ mă-houʔ=pà=Ø. 

this.DET thing=SUBJ 1SG=GEN book NEG-be.true=PLT=VS.NEG 
 

ビルマ語の否定辞は動詞接頭辞の မ- mă-だけである．そのため動詞のない名詞述語文の場合，否定辞

を前接するための動詞 ဟ-တ-် houʔ-「そうである」を使って否定文とする． 

ビルマ語は口語と文語とで動詞文標識が異なる．主なものを以下の表に挙げる．スラッシュの前が口

語形式，後ろが文語形式である．スラッシュのないものは口語形式と文語形式が同一のものである． 
 

 命令法  直説法  

 非現実 現実 活写 

肯定 - -Ø -မယ ်-mɛ̀/-မည် -myì -တယ် -tɛ̀/-သည် -t̪ì 
->ပ ီ-pì 

否定 -နဲ ့ -nɛ̂/-:Aင် ့-hnîɴ -ဘ2း -pʰú/- -Ø 

 

文語でαとβの回答が異なるが，これは「私」の訳語の違いに過ぎない．L-1 は口語の C-1 と同じ男

性話者の使う語彙，L-2 に現れる က$:်-ပ ်tɕănouʔは文語体で書き手の性別を問わず使用できる． 
 

2. この部屋に椅子がない．［存在文の否定］ 

C-1 ဒ ီ အခနး်မAာ ထိ-ငခ်ံ- မGAိဘ2း။ ［α，β］ 

dì ʔăkʰáɴ=hmà tʰàiɴɡòuɴ mă-ɕî=p̬ʰú. 

this.DET room=LOC chair NEG-exist=VS.NEG 

L-1 ဤ အခနး်တငွ ် ထိ-ငခ်ံ- မGAိပါ။ ［α，β］ 

ʔì ʔăkʰáɴ=t̬wìɴ tʰàiɴɡóuɴ mă-ɕî=p̬à=Ø 

this room=LOC chair NEG-exist=PLT=VS.NEG 

                                                        
1 -Ø は音声形式を持たないゼロ形態．少なくともビルマ語には 2 種類の-Ø が認められる．ひとつは肯定

命令を表す動詞文標識 VS.IMP，および文語のみにある否定陳述を表す動詞文標識 VS.NEGである． 
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存在は動詞 GA-ိ ɕî-「ある，いる」により表される．存在場所は所格助詞（口語-မAာ -hmà，文語は-တငွ ်-twìɴ

もしくは-၌ -hnaiʔ）により標示される． 

 
3. この部屋には一つも椅子がない．［全部否定・モノ］ 

C-1 ဒ ီ အခနး်မAာ ထိ-ငခ်ံ- တစလ်ံ-းမA မGAိဘ2း။ ［α，β］ 

dì ʔăkʰáɴ=hmà tʰàiɴɡòuɴ tă-lóuɴ=hmâ mă-ɕî=p̬ʰú. 

this.DET room=LOC chair 1-CLF=even NEG-exist=VS.NEG 

L-1 ဤ အခနး်တငွ ် ထိ-ငခ်ံ- တစလ်ံ-းမA မGAိပါ။ ［α，β］ 

ʔì ʔăkʰáɴ=t̬wìɴ tʰàiɴɡóuɴ tă-lóuɴ=hmâ mɑ-ɕî-p̬à=Ø 

this.DET room=LOC chair 1-CLF=even NEG-exist=PLT=VS.NEG 
 

4. その部屋には誰もいない．［全部否定・ヒト］ 

C-1 အဲဒ ီ အခနး်မAာ ဘယ်သ2မA မGAိဘ2း။ ［α，β］ 

ʔɛ́dì ʔăkʰáɴ=hmà băt̬̪ù=hmâ mă-ɕî=p̬ʰú. 

that2.DET room=LOC who=even NEG-exist=VS.NEG 

L-1 ထိ- အခနး်တငွ ် မည်သ2မK မGAိပါ။ ［α，β］ 

tʰò ʔăkʰáɴ=t̬wìɴ myìt̬̪ù=hmyâ mă-ɕî=pà=Ø. 

that.DET room=LOC who=even NEG-exist=PLT=VS.NEG 

全否定は否定述語の前に တစ-် tă- “one”+助数詞 CLF+-မA -hmâ/-မK -hymâ “even”「一つも，一人も etc.」もし

くは疑問語句2+-မA -hmâ/-မK -hymâ “even”「何も，誰も，どこ(に，へ，で)も，いつでも etc.」が現れること

で表す．さらに日本語とよく似て疑問語+တစ်- tă- “one”+助数詞 CLF+-မA -hmâ/-မK -hymâ “even”「何一つ，誰

一人 etc.」という表現や，小数を表す語（e.g.「少し」）も可能である． 
 

[c] ဘာတစခ်-မA မသိဘ2း။ 何一つ知らない． 

bà=tă-kʰû=hmà mă-t̪î-p̬ʰú. 

what=one-CLF=even NEG-know-VS.NEG 

[l] မည်သည့်တစခ်-မK မသိပါ။ 何一つ知りません． 

myìt̬̪î=tă-kʰû=hymà mă-t̪î=p̬à=Ø. 

which=one-CLF=even NEG-know=PLT=VS.NEG 
                                                        
2 疑問語句とは疑問語を含む構成素のこと．全否定を表す文ではない場合，すなわち疑問文においては

文の直接構成素として現れる． 
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[c] နည်းနည်းမA မသိဘ2း။ 少しも知らない． 

nɛ́nɛ́=hmà mă-t̪î-p̬ʰú. 

a.little=even NEG-know-VS.NEG 
 

なおビルマ語の場合，ヒトかモノかによって存在文がかわることはない． 
 

5. その本はこの部屋にない．［所在文の否定］ 

C-1 အဲဒ ီ စာအ-ပ ် ဒ ီ အခနး်ထဲမAာ မGAိဘ2း။ ［α］ 

ʔɛ́dì sàʔouʔ dì ʔăkʰáɴ-t̬ʰɛ́=hmà mă-ɕî=p̬ʰú. 

that2.DET book this.DET room-inside=LOC NEG-exist=VS.NEG 

C-2 အဲ ့ စာအ-ပ ် ဒ ီ အခနး်မAာ မGAိဘ2း။ ［β］ 

ʔɛ̂ sàʔouʔ dì ʔăkʰáɴ=hmà mă-ɕî-p̬ʰú. 

that2.DET book thi.DET room=LOC NEG-exist=VS.NEG 

L-1 ထိ- စာအ-ပ်သည် ဤ အခနး်တငွ ် မGAိပါ။ ［α，β］ 

tʰò sàʔouʔ=t̪ì ʔì ʔăkʰáɴ=t̬wìɴ mă-ɕî=pà=Ø. 

that.DET book=SUBJ this.DET room=LOC NEG-exist-PLT=VS.NEG 

L-2 ထိ- စာအ-ပ်သည် ၎ငး် အခနး်တငွ ် မGAိပါ။ ［α］ 

tʰò sàʔouʔ=t̪ì lăɡáuɴ ʔăkʰáɴ-t̬wìɴ mă-ɕî-pà-Ø. 

that.DET book-SUBJ that.DET room-LOC NEG-exist-PLT-VS.NEG 

L-3 ထိ- စာအ-ပ်သည် ယခ- အခနး်တငွ ် မGAိပါ။ ［α］ 

tʰò sàʔouʔ=t̪ì yăkʰû ʔăkʰáɴ=t̬wìɴ mă-ɕî=pà=Ø. 

tha.DET book=SUBJ now room=LOC NEG-exist=PLT=VS.NEG 
 

C-1，C-2 の基本的な違いは，「この部屋」という表現で C-1 には局所名詞(အ)ထဲ (ʔă)tʰɛ́「(～の)中」があ

るのに対し，C-2 はそれがないことである．局所名詞の有無はほとんど意味の違いに関与しないと考え

られる．ただコンサルタントαは C-1 は現場指示，すなわちであるというコメントをした．例文 2～4

のコンサルタントαの回答に局所名詞(အ)ထဲ (ʔă)tʰɛ́「(～の)中」は現れず，現場指示であるというコメン

トもない．存在の主体「その本」が文脈指示であることから，「この部屋」が現場指示であることに特に

注意が向かった可能性がある． 

また文脈指示が အဲဒ-ီ ʔɛ́dì-と အဲ့ ʔɛ̂-とで異なっているが，前者がよりフォーマルな形式，後者は口語の

「崩れた」形式で，意味の違いはない．なお အဲ ့ʔɛ̂-は現代語において ʔâi(ʔ)-と発音されることがしばしば

である．つまりこれらは異形態である． 

一方，文語体においては局所名詞(အ)ထဲ (ʔă)tʰɛ́「(～の)中」は出現しない．この理由も不明だが，恐ら
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く出現したとしても問題なく容認可能だと思われる．なおやはりコンサルタントαから L-1 は文脈指示，

すなわち「この部屋」が発話者のいる場所ではなく，先行文脈に現れる部屋を指している，とみなして

いるのに対し，L-2 ははっきりと現場指示であるという．L-3 では ယခ- yăkʰû「今」が အခနး် ʔăkʰáɴ「部屋」

を限定しているので，発話者の位置を指していることが明白である． 

 

6. この犬は大きくない．［形容詞文の否定］ 

C-1 ဒ ီ ေခွးက အေကာင ် မMကီးဘ2း။ ［α］ 

dì kʰwé=k̬â ʔăkàuɴ mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM physique NEG-big=VS.NEG 

C-2 ဒ ီ ေခွးက  မMကီးဘ2း။ ［β］ 

dì kʰwé=k̬â  mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM  NEG-big=VS.NEG 

L-1 ဤ ေခွးသည် အေကာင ် မMကီးပါ။ ［α］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì ʔăkàuɴ mă-ɕî=pà=Ø. 

this.DET dog=SUBJ physique NEG-big-PLT=VS.NEG 

L-2 ဤ ေခွးသည်  မMကီးပါ။ ［β］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì  mă-ɕî=pà=Ø. 

this.DET dog=SUBJ  NEG-big=PLT=VS.NEG 
 

ビルマ語は形容詞という品詞カテゴリーを設定する必要がない．つまりいわゆる形容詞的な意味を表

す語群は動詞と全く同じ統語的な分布を示す． 

主語がヒト名詞ではないためか，いずれも主語を表す標識（口語では主格標識-က -kâ，文語では話題

標識-သည် -t̪ì）が現れている点が注目される． 

なおコンサルタントαとコンサルタントβとの違いは အေကာင ် ʔăkàuɴ “physique”が現れるかどうかで

ある．အေကာင ်ʔăkàuɴ “physique”が現れる場合，いわゆる二重主語の「象鼻文」である． 
 

7. この犬はあまり大きくない．［形容詞文の部分否定］ 

C-1 ဒ ီ ေခွးက အေကာင ်  သိပ်မMကီးဘ2း။ ［α］ 

dì kʰwé=k̬â ʔăkàuɴ  t̪eiʔ~mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM physique  very~NEG-big=VS.NEG 
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C-2 ဒ ီ ေခွးက သိပ ် အေကာင ် မMကီးဘ2း။ ［α］ 

dì kʰwé=k̬â t̪eiʔ ʔăkàuɴ mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM very physique NEG-big=VS.NEG 

C-3 ဒ ီ ေခွးက   သိပ်မMကီးဘ2း။ ［β］ 

dì kʰwé-k̬â   t̪eiʔ~mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM   very~NEG-big=VS.NEG 

L-1 ဤ ေခွးသည် အေကာင ်  သိပ်မMကီးပါ။ ［α］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì ʔăkàuɴ  t̪eiʔ~mă-ɕî=pà=Ø. 

this.DET dog=SUBJ physique  very~NEG-big=PLT=VS.NEG 

L-2 ဤ ေခွးသည် သိပ ် အေကာင ် မMကီးပါ။ ［α］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì t̪eiʔ ʔăkàuɴ mă-ɕî=pà=Ø. 

this.DET. dog=SUBJ very physique NEG-big=PLT=VS.NEG 

L-3 ဤ ေခွးသည်   သိပ်မMကီးပါ။ ［β］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì   t̪eiʔ~mă-ɕî=pà=Ø. 

this.DET dog=SUBJ   very~NEG-big=PLT=VS.NEG 
 

例文 7 に，程度を表す要素 သိပ ်t̪eiʔ “very”が付け加えられることで部分否定を表す．この သိပ ်t̪eiʔ “very”

はもともと「密に詰まっている」という意味を表す動詞であり，動詞連続の前項要素として「とても；

あまり」を表す．しかし現代では動詞であるという意識が薄れ，副詞的な要素3として動詞述語から切り

離された位置に現れることがしばしばである（C-2，L-2）．なおコンサルタントβの回答で သိပ ်t̪eiʔ “very”

を前接動詞として表記しているが，実際のところそれが動詞なのか，副詞的な要素なのかは判断できな

い． 

C-3’ ဒ ီ ေခွးက သိပ်>ပီး မMကီးဘ2း။ 

dì kʰwé-k̬â t̪eiʔ=pí mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM very=CNJSEQ NEG-big=VS.NEG 

C-3” ဒ ီ ေခွးက သိပက်ိ- မMကီးဘ2း။ 

dì kʰwé-k̬â t̪eiʔ=kò mă-tɕí=p̬ʰú. 

this.DET dog=NOM very=EMPH NEG-big=VS.NEG 

                                                        
3 ビルマ語で副詞が独立した類をなすかどうかについてははっきりしたことは分らない．元々名詞であ

るものが副詞的に用いられる場合，動詞が派生により名詞化し，それが副詞的に用いられるケース，オ

ノマトペ的なものがほとんどである．いくつかの前接動詞が従属節標識->ပီး -pí により述語動詞句から切

り離されたものも副詞的な機能を持っていると言える． 
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C-3’は従属節標識->ပီး -pí により前接動詞が述語動詞句から切り離される場合，C-3”は強調を表す副助

詞-ကိ- -kò によって前接動詞が切り離される例である．C-3”のような例は他の前接動詞ではほとんど観察

されておらず，ここでは သိပ ်t̪eiʔはもはや動詞とは言えないかも知れない． 

なお သိပ ်t̪eiʔ “very”とほぼ同じ意味で使われる တယ ်tɛ̀ という動詞もあるが，これは前接動詞としての

みの用法があり，本動詞としてのの意味はよく分らない． 

8. この犬はあの犬より大きい．［比較級］ 

C-1 ဒ ီ ေခွးက ဟိ- ေခွးထက ် ပိ-Mကီးတယ။်  ［α］ 

dì kʰwé=k̬â hò kʰwé=t̬ʰɛʔ pò~tɕí=t̬ɛ̀. 

this.DET dog=NOM that.DET dog=greater extra~big=VS.RLS 

C-2 ဒ ီ ေခွးက ဟိ- ေခွးထက ် Mကီးတယ်။  ［β］ 

dì kʰwé=k̬â hò kʰwé=t̬ʰɛʔ tɕí=t̬ɛ̀. 

this.DET dog=NOM that.DET dog=greater big=VS.RLS 

L-1 ဤ ေခွးသည် ထိ- ေခွးထက ် ပိ-၍ Mကီးသည်။ ［α］ 

ʔì. kʰwé=t̬̪ì tʰò kʰwé=t̬ʰɛʔ pò-ywê tɕí=t̬̪ì. 

this.DET dog=SUBJ that dog=greater extra=CNJseq big=VS.RLS 

L-2 ဤ ေခွးသည် ထိ- ေခွးထက ်  Mကီးသည်။ì ［β］ 

ʔ kʰwé=t̬̪ì tʰò kʰwé=t̬ʰɛʔ  tɕí=t̬̪ì. 

this.DET dog=SUBJ that.DET dog=greater  big=VS.RLS 
 

比較級は比較構文を用いる．比較構文は比較の対象を格名詞-ထက ်-tʰɛʔによって標示することで形成さ

れる．主動詞の前にしばしば前接動詞 ပိ-(မိ-)- pò(mò)-「より一層～」，သာ- t̪à-「(同左)」が現れる（C-1，L-1）

が，これは必須ではない（C-2，L-2）．ပိ-(မိ-)- pò(mò)-は本動詞としては「余る」，သာ- t̪à-は「ひいでる」と

いう意味を持つ．これらは例文 7 と同様に従属節標識->ပီး -pí により前接動詞が述語動詞句から切り離し

が可能である． 

なお比較の対象が現れない場合でも，この前接動詞が現れると，比較構文であることが必然的に含意

される． 
 

C-1’ ဒ ီ ေခွးက ပိ-Mကီးတယ။် この犬(の方)がより大きい． 

dì kʰwé=k̬â pò~tɕí=t̬ɛ̀. 

this.DET dog=NOM extra~big=VS.RLS 
 

 

 



 

– 332 – 

9. この犬がその犬たちの中で一番大きい．［最上級］ 

C-1 အဲဒ ီ ေခွးေတွထဲမAာ ဒ ီ ေခွးက အေကာင ် အMကီးဆံ-းပ။ဲ ［α］ 

ʔɛ́dì kʰwé=t̬wè-t̬ʰɛ́=hmà dì kʰwé=k̬â ʔăkàuɴ ʔă-tɕí-s̬ʰóuɴ=p̬ɛ́. 

that.DET¥ dog=PL-inside=LOC this.DET dog=NOM physique GRND-big-superlative=FOC 

C-2 ဒ ီ ေခွးက အဲ ့ ေခွးေတွထဲမAာ  အMကီးဆံ-း။ ［β］ 

dì kʰwé-k̬â ʔɛ̂ kʰwé=t̬wè-t̬ʰɛ́=hmà  ʔă-tɕí-s̬ʰóuɴ. 

this.DET dog=NOM that.DET dog=PL-inside=LOC  GRND-big-superlative 

L-1 ၎ငး် ေခွးများအQကားတငွ ် ဤ ေခွးသည် အေကာင ် အMကီးဆံ-း ြဖစ်သည်။［α］ 

lăɡáuɴ kʰwé=myá=ʔătɕá=t̬wìɴ ʔì kʰwé=t̬̪ì ʔăkàuɴ ʔă-tɕí-s̬ʰóuɴ pʰyiʔ=t̪ì. 

that.DET dog=PL=between=LOC this.DET dog=SUBJ physique GRND-big-superlative COP=VS.RLS 

L-2 ဤ ေခွးသည် ထိ- ေခွးများထဲတငွ ် အMကီးဆံ-း ြဖစ်သည်။［β］ 

ʔì kʰwé=t̬̪ì tʰò kʰwé=myá-t̬ʰɛ́=t̬wìɴ ʔă-tɕí-s̬ʰóuɴ pʰyiʔ=t̪ì. 

this.DET dog=SUBJ that.DET dog=PL-inside=LOC GRND-big-superlative COP=VS.RLS 
 

最上級は動詞に接頭辞 အ- ʔă-がついて gerund となり，最上級を表す接尾辞-ဆံ-း -sʰóuɴが後接すること

で作られる．例文 7 と同様，α氏は二重主語の အေကာင ် ʔăkàuɴ “physique”が現れている．接頭辞 အ- ʔă-

は一般に動詞を名詞化すると説明されるが，筆者が gerund とみなす根拠がこれで，名詞化していること

は確かだが，それがさらに項を取ることができる機能を保持している点が他の名詞化とは一線を画す．

以下の A.，B.は澤田（1998）からの例である． 
 

A. ဒ ီ သီချငး် ကျေနာ ့ အMကိTက်ဆံ-းပါ။ この歌は私の一番好きなものだ． （澤田 1998: 30） 

dì t̪ătɕʰíɴ tɕănɔ̂ ʔă-tɕaiʔ-sʰóuɴ=p̬à. 

this.DET song 1SG.MS.OBL GRND-like-superlative=PLT 

B. ကျေနာ ် ဒ ီ သီချငး်ကိ- အMကိTက်ဆံ-းပါ။ 私はこの歌が一番好きだ． （同上） 

tɕănɔ̀ dì t̪ătɕʰíɴ=k̬ò ʔă-tɕaiʔ-sʰóuɴ=p̬à. 

1SG.MS this.DET song=ACC GRND-like-superlative=PLT 

C. ကျေနာ် ဒ ီ သီချငး်ကိ- MကိTကတ်ယ။် 私はこの歌が好きだ．/この歌を好む． 

tɕănɔ̀ dì t̪ătɕʰíɴ=k̬ò tɕaiʔ=tɛ̀. 

1SG.MS this.DET song=ACC like-VS.RLS 
 

A 文では အMကTိက်ဆံ-း ʔă-tɕaiʔ-sʰóuɴが「最も好き(な歌)」という意味の名詞として用いられている．一方，

B 文では အMကိTက်ဆံ-း ʔă-tɕaiʔ-sʰóuɴの対象の句が対格表示を受けた名詞句として，また MကိTက-် tɕaiʔ-「好き

だ」の主体も主語項として出現している．これは C 文の動詞述語文と比較すれば，B 文は အMကTိကဆံ်-း 

ʔă-tɕaiʔ-sʰóuɴが名詞でありながら，その動詞としての項支配の力を依然保持していることが明白である． 
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10. 今日はあの人は来ない．［自動詞文の否定］ 

C-1 ဒေီန ့ ဟိ- လ2 မလာဘ2း။ ［α，β］ 

dìnê hò lù mă-là=p̬ʰú. 

today that1.DET person NEG-come=VS.NEG 

C-2 ဒေီန ့ အဲဒ|ီအဲ ့ လ2 4 မလာဘ2း။ ［α|β］ 

dìnê ʔɛ́dì|ʔɛ̂ lù mă-là=p̬ʰú. 

today that2.DET person NEG-come=VS.NEG 

L-1 ယေန ့ ထိ- လ2 မလာပါ။ ［α］ 

dìnê tʰò lù mă-là=p̬à=Ø. 

today that.DET person NEG-come~PLT=VS.NEG 

L-2 ယေန ့ ထိ- လ2 မလာေပ။ ［β］ 

dìnê tʰò lù mă-là-p̬è=Ø. 

today that.DET person NEG-come=AUX=VS.NEG 
 

動詞述語の否定はこれまでの説明と何ら変わるところがない． 

口語体における ဟိ-လ2 hò lù は「例のあの人」，အဲဒ ီလ2 ʔɛ́dì lù は「（一度文脈に出た）あの人」の意味とα

氏からコメントがあった．文語体の ထိ- လ2 tʰò lù「その人，あの人」はいずれの意味にもなり得る．なおα

氏とβ氏とで動詞と動詞文標識の間に現れる助動詞が異なるが，これはほとんど意味の違いには影響し

ない．文語否定陳述の動詞文標識が-Ø であるため，助動詞が現れないとなんとなく据わりが悪いため，

丁寧を表す-ပါ -pà や「確かさの強調」（大野 2000: 374r）の-ေပ -pè が現れる． 
 

11. あの人はその本を持って行かなかった．［他動詞文の否定］ 

C-1 ဟိ- လ2 အဲဒ|ီအဲ ့ စာအ-ပ ် ယ2မသွားဘ2း။ 5  ［α|β］ 

hò lù ʔɛ́dì|ʔɛ̂ sàʔouʔ yù~mă-t̪wá=p̬ʰú. 

that1.DET person that2.DET book take~NEG-go=VS.NEG 

 

 

                                                        
4 バーティカルバー「|」の表記は，この前の形式も後ろの形式もスタイルが異なるだけで全く同じ意味

であることを意味している．また［α|β］はバーティカルバーの前の形式がα氏の回答，後ろがβ氏の

回答であることを示す．အဲဒ-ီ ʔɛ́dì-と အဲ့- ʔɛ̂-については例文 5 の説明文を参照されたい． 
5 β氏は ယ2မလာ(ဘ2း) yù~mă-là=k̬ʰɛ̂(=p̬ʰú) take~NEG-come=AUXdisj(=VS.NEG)「持って行かなかった」と回答したが，

明らかに誤訳である． 



 

– 334 – 

C-2 အဲဒ ီ လ2 အဲဒ ီ စာအ-ပ ် ယ2မသွားဘ2း။ ［α］ 

ʔɛ́dì lù ʔɛ́dì sàʔouʔ yù~mă-t̪wá=p̬ʰú. 

that2.DET person that2.DET book take~NEG-go=VS.NEG 

C-3 အဲ ့ လ2က ဟိ- စာအ-ပက်ိ- ယ2မလာခဲ့ဘ2း။ ［β］ 

ʔɛ̂. lù hò sàʔouʔ yù~mă-là=k̬ʰɛ̂=p̬ʰú. 

that2.DET person that1.DET book take~NEG-come=AUX=VS.NEG 

L-1 ထိ- လ2သည် ဤ/၎ငး် စာအ-ပက်ိ- ယ2မသွားေချ။ ［α］ 

tʰò lù=t̬̪ì ʔì/lăɡáuɴ sàʔouʔ=kò yù~mă-t̪wá=t̬ɕ̬ʰè=Ø. 

that.DET person=SUBJ this.DET book=ACC take~NEG-go=AUX=VS.NEG 

L-2 ဤ လ2သည် ထိ- စာအ-ပက်ိ- ယ2မသွားေချ။ ［α］ 

ʔì lù=t̬̪ì  tʰò sàʔouʔ=kò yù~mă-t̪wá=t̬ɕ̬ʰè=Ø. 

this.DET person=SUBJ that.DET book=ACC take~NEG-go=AUX=VS.NEG 

L-4 ထိ- လ2သည် ၎ငး် စာအ-ပက်ိ- ယ2မလာခဲ့ေပ။ ［β］ 

tʰò lù=t̬̪ì  lăɡáuɴ sàʔouʔ=kò yù~mă-là=p̬è=Ø. 

this.DET person=SUBJ that.DET book=ACC take~NEG-come=AUXdisj=AUX=VS.NEG 
 

口語については例文 10 に同じ．文語において L-2，L-3 で「あの人」に近称を使って ဤ လ2 ʔì lù とし

ている理由は不明．逆に「その本」が L-1 で近称となっている理由も不明．遠称 ထိ- tʰò によって限定さ

れる名詞句が同一節内に複数あることが避けられているのであろうか． 

文語（L-1~3）の述部に現れる助動詞-ေချ -tɕʰè は大野（2000: 90）「（助動・文）強調を表わす」とある6．

β氏は前項 10 と同様-ေပ -pè を使っており，文の据わりをよくするため現れたに過ぎないと考えてよい

と思われる． 

なおβ氏の回答に現れる助動詞-ခဲ ့ -kʰɛ̂は発話時の時空間位置からの隔絶を表す．ミャンマー人は一般

に「過去のマーカー」と捉える傾向があるが，ここでは本を手にする位置と移動の着点が別の位置にあ

ることを示していると考えられる． 
 
 

 
                                                        
6 （助動・文）強調を表わす မဟ-တ်ပါေချ။ mă-houʔ=pà=t̬ɕ̬ʰè=Ø. NEG-true=PLT=AUX=VS.NEG違う အQကေံြမာက်

ေချမည်။  ʔătɕàɴ myauʔ=tɕʰè=myì. idea succeed=AUX=VS.IRR謀り事はうまく行くだろう(ibid.: 90，ただし音韻

表記及びグロスは筆者による) 

MED には“1 part particle placed at or near the end of a clause or sentence for emphasis or euphonic effect (as in 

မလW ာမငး်တိ-အ့ားအေQကာငး်Qကား။).”(ibid.:260l)と記述されている． 
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12. 全ての学生が参加しなかった／学生は全員参加しなかった．［数量の全部否定］ 

C-1 ေကျာငး်သားေတ ွ အက-နလ်ံ-း မပါQကဘ2း။/မလာQကဘ2း။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á=t̬wè ʔăkòuɴlóuɴ mă-pà=t̬ɕ̬â=p̬ʰú./mă-là=t̬ɕ̬â=p̬ʰú. 

student=PL all NEG-include=AUXmut=VS.NEG/NEG-come=AUXmut=VS.NEG 

C-2 ေကျာငး်သားေတ ွ တစ်ေယာက်မA မပါQကဘ2း။/မလာQကဘ2း။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á=t̬wè tă-yauʔ=hmâ mă-pà=t̬ɕ̬â=p̬ʰú./mă-là=t̬ɕ̬â=p̬ʰú. 

student=PL one-CLF=even NEG-include-AUXmut-VS.NEG/NEG-come-AUXmut-VS.NEG 

C-3 ေကျာငး်သား အားလံ-း မပါဝငခ်ဲ့Qကပါဘ2း။ ［β］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ mă-pàwìɴ=t̬ɕ̬â=p̬à=p̬ʰú. 

student all NEG-participate=AUXmut=PLT=VS.NEG 

L-1 ေကျာငး်သားများ တစ်ဦးမK မပါဝငQ်ကပါ။/မတကေ်ရာကQ်ကပါ။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á=myá tă-ʔú=hmyâ mă-pàwìɴ=tɕâ=p̬à=Ø./mă-tɛʔyauʔ=tɕâ=p̬à=Ø. 

student=PL one-CLF=even NEG-participate=AUXmut=PLT=VS.NEG/NEG-attend=AUXmut=PLT=VS.NEG 

L-2 ေကျာငး်သားများ တစ်ဦးမK ပါဝငတ်ကေ်ရာက်ြခငး် မGAိေပ။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á=myá tă-ʔú=hmyâ pàwìɴ+tɛʔyauʔ-tɕʰíɴ mă-ɕî=p̬è=Ø. 

student=PL one-CLF=even participate+attend-NMLZ NEG-exist=AUX=VS.NEG 

L-3 ေကျာငး်သား အားလံ-း မပါဝငခ်ဲ့Qကေပ။  ［β］ 

tɕáuɴd̪á=myá ʔálóuɴ mă-pàwìɴ=k̬ʰɛ̂=t̬ɕ̬â=p̬è=Ø. 

student=PL all NEG-participate=AUX=AUXmut=AUX=VS.NEG 
 

数量の全部否定も例文 2，3 と同様のパターンを取る（C-2，L-1，L-2）のが普通だが，ただここでは

コンサルタントは二人とも日本語の影響を受けてか，အက-နလ်ံ-း ʔăkòuɴlóuɴ「ことごとく」（C-1）や အားလံ-း 

ʔálóuɴ「全て」（C-3，L-3）を用いて表現している．α氏は C-3 のように အားလံ-း ʔálóuɴ「全て」を使うと，

部分否定の読みも可能になるが，အက-နလ်ံ-း ʔăkòuɴlóuɴ「ことごとく」なら全否定の読みに限定されると

いう7 8． 

                                                        
7 α氏，β氏以外のあるビルマ語ネイティブから，全く別の直観が語られた．すなわち အက-နလ်ံ-း ʔăkòuɴlóuɴ

「ことごとく」は部分否定の読みも持つのに対し，အားလံ-း ʔálóuɴ「全て」では全否定のみの読みしか持

たない，という．α氏と全く逆になる理由は不明である． 
8 名詞の後ろに数表現が adposition として現れる場合，名詞は通常，複数接辞-ေတ ွ-twè（口語），-များ -myá

（文語）が付き得ない．အားလံ-း ʔálóuɴは数表現と同様の振る舞いをするが，C-1 で見るように အက-နလ်ံ-း 

ʔăkòuɴlóuɴは前の名詞に複数接辞が付き得る．အက-နလ်ံ-း ʔăkòuɴlóuɴの語構成は，接頭辞 အ- ʔă-が動詞 က-န-် 

kòuɴ-「尽きる」について gerund となり，それにさらに接尾辞-လံ-း -lóuɴ《まるまる～》が後接している

というものである．しかも接尾辞-လံ-း -lóuɴ《まるまる～》は必須ではない．အားလံ-း ʔálóuɴは共時的には
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L-2 では ပါဝငတ်ကေ်ရာက ် pàwìɴ~tɛʔyauʔ「参加する+出席する」を名詞化接辞-ြခငး် -tɕʰíɴによって名詞化

した後に မGA-ိ mă-ɕî-「ない」と否定している． 
 

13. 全ての学生が参加したわけではない．［数量の部分否定］ 

C-1 ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါ(ဝင)်တာေတာ ့ မဟ-တ်ဘ2း။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pà(wìɴ)=t̬à=t̬ɔ̂ mă-houʔ=pʰú. 

student all include(enter)=NC.RLS=DMcntr NEG-be.true=VS.NEG 

C-2 ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငခ်ဲ့Qကတာေတာ ့ မဟ-တ်ဘ2း။ ［β］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=k̬ʰɛ̂=t̬à=t̬ɔ̂ mă-houʔ=pʰú. 

student all participate=AUXdist=NC.RLS=DMcntr NEG-be.true=VS.NEG 

L-1 ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငြ်ခငး် မဟ-တ်ေပ။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ-t̬ɕ̬ʰíɴ mă-houʔ=pè=Ø. 

student=PL all participate-NMLZ NEG-be.true=AUX=VS.NEG 

L-2 ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငသ်ည်ဟ- မဆိ-လိ-ပါ။ ［α］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=t̬̪ì=hû mă-sʰò=lò=p̬à=Ø. 

student all participate=VS.RLS=QUOT NEG-say=want=PLT=VS.NEG 

L-3 ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငခ်ဲ့Qကသည်ဟ- မဆိ-:ိ-ငေ်ပ။ ［β］ 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì=hû mă-sʰò=nàiɴ=p̬è=Ø. 

student all participate=AUXdist=VS.RLS=QUOT NEG-say=can=PLT=VS.NEG 
 

数量の部分否定は အားလံ-း ʔálóuɴ「全て」を補文節内に置き，補文全体を否定する．口語体では名詞節

を名詞述語文否定専用の動詞 ဟ-တ-် houʔ-「そうである」で否定するのに対し，文語体では引用節を動詞

ဆိ-- sʰò-「云う」が受け，それを否定する（L-2，L-3）．これは口語体でこのような表現はできないことは

注意すべきであろう． 
 

L-2’ ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငတ်ယလ်ိ- ့ မဆိ-ချငဘ်2း။ 9 

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=t̬ɛ̀=lô mă-sʰò=t̬ɕ̬ʰìɴ=p̬ʰú. 

student all participate=VS.RLS=QUOT NEG-say=auxdsrv=VS.NEG 

○ 全ての学生が参加したといいたくない． 

× 全ての学生が参加したわけではない． 
 

                                                                                                                                                                             
これ以上，分解することができないが，接尾辞-လံ-း -lóuɴ《まるまる～》が構成素であることは間違いな

いだろう． 
9 L-2 は文語体だが，改変したこの文は口語体である． 
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なお文語体でも名詞節全体を否定することは可能である． 

L-1’ ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငသ်ည် မဟ-တ်ေပ။  

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=t̪ì mă-houʔ=pè=Ø. 

student=PL all participate=NC.RLS NEG-be.true=AUX=VS.NEG 

L-1” ေကျာငး်သား အားလံ-း ပါဝငြ်ခငး် မဟ-တ်ေပ။  

tɕáuɴd̪á ʔálóuɴ pàwìɴ=t̬ɕ̬ʰíɴ mă-houʔ=pè=Ø. 

student=PL all participate=NMLZ NEG-be.true=AUX=VS.NEG 
 

14. （私は買わなかった．しかし，決して）値段が高いというわけではない．［文の否定］ 

C-1 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါဘ2း။ ဒါေပမဲ့) ေဈး အMကီးMကီးေတာ ့ မဟ-တ်ဘ2း။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=p̬ʰú. dàbèmɛ̂) zé ʔă-tɕídʑí=t̬ɔ̂ mă-houʔ=pʰú.  

(I didn’t buy it. However …) price GER-big.DUP=DMcntr NEG-be.true=VS.NEG 

C-2 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါဘ2း။ ဒါေပမဲ့) ေဈးMကီးတာေတာ ့ မဟ-တ်ဘ2း။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=p̬ʰú. dàbèmɛ̂) zé+tɕí=t̬à=t̬ɔ̂ mă-houʔ=pʰú.  

(I didn’t buy it. However …) price+big=NC.RLS=DMcntr NEG-be.true=VS.NEG 

C-3 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါဘ2း။ ဒါေပမဲ့) ေဈးေတာ ့ သိပ်မMကီးဘ2း။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=p̬ʰú. dàbèmɛ̂) zé=t̬ɔ̂ t̪eiʔ~mă-tɕí=p̬ʰú.  

(I didn’t buy it. However …) price=DMcntr very~NEG-big=VS.NEG 

C-4 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါဘ2း။ ဒါေပမဲ့) ေဈးMကီးလိ-ေ့တာ ့ မဟ-တ်ဘ2း။ ［β］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=p̬ʰú. dàbèmɛ̂) zé+tɕí=lô=t̬ɔ̂ mă-houʔ=pʰú.  

(I didn’t buy it. However …) price+big=CNJcnsq=DMcntr NEG-be.true=VS.NEG 

L-1 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါ။ သိ-ေ့သာ)် ေဈးကား MကီးလAသည် မဟ-တ်။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=Ø. t̬̪ôt̬̪ɔ̀) zé=k̬á tɕí=hlâ=t̬̪ì mă-houʔ=Ø.  

(I didn’t buy it. However …) pricc=SUBJ big=AUXvery=NC.RLS NEG-be.true=VS.NEG 

L-2 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါ။ သိ-ေ့သာ)် ေဈးMကီးသည်ဟ- မဆိ-သာ။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=Ø. t̬̪ôt̬̪ɔ̀) zé+tɕí=t̬̪ì=hû mă-sʰò=t̬̪à=Ø.  

(I didn’t buy it. However …) pricc+big=VS.RLS=QUOT NEG-say=AUX=VS.NEG 

L-3 (က$နေ်တာမ်ဝယ်ခဲပ့ါ။ သိ-ေ့သာ)် ေဈးကား မMကီးလA။ ［α］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=Ø. t̬̪ôt̬̪ɔ̀) zé=k̬á mă-tɕí=hlâ=Ø. 

(I didn’t buy it. However …) pricc=SUBJ NEG-big=AUXvery=VS.NEG 
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L-4 (က$:်-ပ ်မဝယခ်ဲ့ပါ။ သိ-ေ့သာ်) ေဈး:[နး် MကီးေသာေQကာင် ့ မဟ-တ်ေပ။ ［β］ 

(tɕănɔ̀ mă-wɛ̀=k̬ʰɛ̂=p̬à=Ø. t̬̪ôt̬̪ɔ̀) zéhnóuɴ tɕí=t̬̪ɔ́-t̬ɕ̬âuɴ mă-houʔ=pè=Ø. 

(I didn’t buy it. However …) pricc big=because NEG-be.true=AUX=VS.NEG. 
 

日本語とほぼ同じ構造を持つのは C-2 および L-1 である．ေဈးMကးီ- zé+tɕí-「値段が高い」を口語では名

詞節標識，文語では名詞化接辞で名詞化し（口語の場合はさらに対比の談話標識が後接），それを မဟ-တ-် 

mă-houʔ「そうではない」で名詞節全体を否定する．前項と全く同じである．ビルマ語では「値段が高い」

は N と V が結び付いたもの（NV 動詞）であり，C-3，L-3 のように，NV 動詞の N を対比の談話助詞が

後接することで「値段はというと高くない」となる．ただこの形式は「文の否定」にはあたらない構文

である． 

C-1 は NV の V に gerund がつき，さらに畳語形式となっている．全体で名詞的であり，かつ動詞とし

ての性質も保持している．統語範疇は名詞類であり，C-2 他と同様，မဟ-တ-် mă-houʔ「そうではない」で

全体を否定する．これは文の否定の性質を持ち合わせていると思われる． 

β氏は名詞節にするのではなく，「値段が高かったから」という理由を表す従属節とし，မဟ-တ-် mă-houʔ

「そうではない」で否定している． 
 

15. 走るな！［禁止］ 

C-1 မေြပးနဲ။့ ［α，β］ 

mă-pyé=nɛ̂. 

NEG-run=VS.PROH 

1-1 မေြပး:Aင့။် ［α，β］ 

mă-pyé=hnîɴ. 

NEG-run=VS.PROH 

1-2 မေြပးရ။ ［α，β］ 

mă-pyé=yâ=Ø. 

NEG-run=AUXinev=VS.NEG 

1-3 အလျငမ်လိ-:Aင့။် / အလျငစ်လိ-မြပT:Aင့။် ［α］ 

ʔălyìɴ+mă-lô=hnîɴ.  ʔălyìɴsălò+mă-pyû=hnîɴ. 

firstly+NEG-need=VS.PROH  hurriedly+NEG-do=VS.PROH 

1-4 အလျငမ်လိ-ရ။ / အလျငစ်လိ-မြပTရ။ ［α］ 

ʔălyìɴ+mă-lô=Ø.  ʔălyìɴsălò+mă-pyû=Ø. 

firstly+NEG-need=VS.NEG  hurriedly+NEG-do=VS.NEG 
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禁止のムードは動詞文標識-နဲ ့ -nɛ̂ によって標示される．動詞の自他による違いはない．なお看板など

での禁止を示す文では助動詞-ရ -yâ《不可避》を伴う文語体の直説法否定を使う（L-2，L-4）．文語体の

直接法否定の動詞文標識は音形を持たないゼロ形態-Ø である． 
 

16. 大きな声を出すな！［他動詞文の禁止］ 

C-1 အသံ ကျယက်ျယ ် မေြပာနဲ။့ ［α］ 

ʔăt̪àɴ tɕɛ̀dʑɛ̀ mă-pyɔ́=nɛ̂. 

voice loudly NEG-speak=VS.PROH 

C-2 မေအာ်နဲ။့ / အာမကျယန်ဲ။့ ［α］ 

mă-ʔɔ̀=nɛ̂.  ʔà+mă-tɕɛ̀=nɛ̂ 

NEG-cry=VS.PROH  mouse+NEG-loud=VS.PROH 

C-3 အာကျယအ်ာကျယ ် မလ-ပ်နဲ။့ ［α］ 

ʔàtɕɛ̀ʔàtɕɛ̀ mă-louʔ=nɛ̂. 

loudly.DUP NEG-do=VS.PROH 

C-4 အသံ ကျယက်ျယ ် မထွက်နဲ။့ ［β］ 

ʔăt̪àɴ tɕɛ̀dʑɛ̀ mă-tʰwɛʔ=nɛ̂. 

voice loudly NEG-produce=VS.PROH 

L-1 ကျယေ်လာငစ်ာွ မေအာ်ရ။ ［α］ 

tɕɛ̀làuɴ-s̬wà mă-ʔɔ̀=yâ=Ø. 

loud-SUF NEG-cry=AUXinev=VS.NEG 

L-2 ဆ2ဆ2ညံညံ မြပTရ။ ［α］ 

sʰùzùɲàɴɲàɴ mă-pyû=yâ=Ø. 

noisy NEG-do=AUXinev=VS.NEG 

L-3 အသံ ကျယက်ျယ်ေလာငေ်လာင ် မြပTရ။ ［β］ 

ʔăt̪àɴ tɕɛ̀dʑɛ̀làuɴlàuɴ mă-pyû=yâ=Ø. 

voice loudly NEG-run=AUXinev=VS.NEG 
 

前項 16 と同じ．命令法は一つだけで，動詞の自他によって形式や構文が変化することはない． 
 

17. 明日は雨は降らないだろう．［推量の否定］ 

C-1 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာေလာက်ဘ2း(မလား)။ ［α］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=lauʔ=p̬ʰú(=mălá). 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=AUXsufficient=VS.NEG(=isn’t it?) 
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C-2 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာ:ိ-ငဘ်2း(မလား)။ ［α］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=nàiɴ=p̬ʰú(=mălá). 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=AUXpsbl=VS.NEG(=isn’t it?) 

C-3 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာ:ိ-ငေ်လာက်ဘ2း(မလား)။ ［α］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=nàiɴ=lauʔ=p̬ʰú(=mălá). 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=AUXpsbl=AUXsufficient=VS.NEG(=isn’t it?) 

C-4 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာ:ိ-ငဘ်2း မဟ-တလ်ား။ ［β］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=nàiɴ=p̬ʰú mă-houʔ=lá. 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=AUXpsbl=VS.NEG NEG-be.true=Qpl 

L-1 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာ:ိ-ငဟ်- ထငရ်သည်။ ［α］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=nàiɴ=Ø=hû tʰìɴ=yâ=t̬̪ì. 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=VS.NEG=QUOT think=AUXinev=VS.RLS 

L-2 မနကဖ်န ် မိ-းမရွာ:ိ-ငဘ်2း မဟ-တ်ေလာ။ ［β］ 

mămɛʔpʰàɴ mó+mă-ywà=nàiɴ=p̬ʰú mă-houʔ=lɔ́. 

tomorrow rain(n)+NEG-rain(v)=VS.NEG NEG-be.true=Qpl 
 

C-1 の助動詞-ေလာက ်-lauʔは同形式の動詞「十分だ，間に合う」からの派生と考えられ，助動詞として

は「～するのに十分だ，余裕がある」という意味と，推量で「(そろそろ)～が発生してよさそう」とい

う意味とがある．ここは後者で「雨が降りそうもない」という意味が一番近いか．C-2 の助動詞-:ိ-င ်-nàiɴ

は可能，あるいは可能性，成立の余地などの意味を表す．「雨が降り得ない」．C-3 は C-1，C-2 の助動詞

が共起したもの．それぞれのあとに生起し得る မလား mălá は，もともと မဟ-တ(်ဘ2း)လား mă-houʔ(=pʰú)=lá

「そうではないのか？」が縮約された形式であるが，付加疑問あるいは相手への念押しのようなニュア

ンスを持つ（「雨なんて降りそうもないだろう？」）． 

L-1 は口語とことなり，「雨が降り得ないと思う」として，推測を表している．なおβ氏の回答は可能，

可能性の助動詞-:ိ-င ်-nàiɴを使い，さらに မဟ-တလ်ား mă-houʔ=lá「そうではないのか？」が付されている．

မလား mălá よりも疑問文，つまり相手に対する質問のニュアンスが強いかも知れない． 
 

18. あの人に聞こえないように，小さな声で話してくれ．［目的節の否定］ 

C-1 သ2  မQကားေအာင ် တိ-းတိ-း ေြပာ။ ［α］ 

t̪ù  mă-tɕá-ʔàuɴ tódó pyɔ́=Ø. 

3SG  NEG-hear=CNJpurp inwardly speak=VS.IMP 
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C-2 အဲ ့ လ2 မQကားရေအာင ် တိ-းတိ-း ေြပာပါ။ ［β］ 

ʔɛ̂ lù mă-tɕá-ʔàuɴ tódó pyɔ́=p̬à=Ø. 

that.DET person NEG-hear=AUXinev=CNJpurp inwardly speak=PLT=VS.IMP 

L-1 သ2  မQကားေစရန ် တိ-းတိ-း ေြပာပါ။ ［α］ 

t̪ù  mă-tɕá=s̬èyàɴ tódó pyɔ́=p̬à=Ø. 

3SG  NEG-hear=CNJpurp inwardly speak=PLT=VS.IMP 

L-2 ထိ- သ2 မQကားရေအာင ် တိ-းတိ-း ေြပာပါ။ ［α］ 

ʔɛ̂ lù mă-tɕá-ʔàuɴ tódó pyɔ́=p̬à=Ø. 

that.DET person NEG-hear=AUXinev=CNJpurp inwardly speak=PLT=VS.IMP 
 

C-1 と C-2 は従属節内の述部に助動詞-ရ -yâ《当為》が現れるかどうかの違いである．助動詞-ရ -yâ《当

為》がある場合「遮るものがない→(自然に)聞こえる」，ない場合は単に「自然に聞こえてくる」ぐらい

の違いであろう．文語の L-2 は事実上 C-2 と全く同じ． 

L-1 の従属節は-ေစရန ် -sèyàɴは口語形式の-ေအာင ် -ʔàuɴの文語形式．ここに現れる-ေစ -sè は共時的には

使役化接辞ではないと考えられる．補文を形成する名詞-ဖိ- ့ -pʰô は口語で，文語では-ရန ် -yàɴにそれにあ

たる形式である．使役化接辞-ေစ -sè と名詞-ဖိ- ့ -pʰô が共起することはあり得る．そのためその文語形式と

して-ေစရန ်-sèyàɴ CAUS-for「～させるため」という形式が生起する可能性はあるが，現時点では詳細は確

認できなかった． 
 

 口語 文語 

目標節標識 -ေအာင ်-ʔàuɴ 
-ေအာင ်-ʔàuɴ 

-ေစရန ်-sèyàɴ 

名詞「ため」 
-ဖိ- ့ -pʰô 

-ဖိ- ့ -pʰô 
目的・要求内容・意図内容 etc. 

-ရန ်-yàɴ 

-အံေ့သာငAာ -ʔâɴd̪ɔ́hŋà 目的 

（澤田 2012:25 およびトゥザライン氏の講義資料（2019）を参考に作成） 

以下の C-3，C-4 はα氏がより自然な表現として追加回答してくれた文例である．日本語のように命令

文を主節とし，それに否定述語の目的節を付すよりも，「(さもなければ)～てしまう」の方が自然という

ことと思われる．ただその場合，直訳的な C-1 他と異なり，すでに聞き手が「あの人」に聞こえるよう

な声で話し始めている含みがある． 

C-3 တိ-းတိ-း ေြပာပါဟ။ ေတာ်Qကာ သ2 Qကားသွားဦးမယ်။ ［α］ 

tódó pyɔ́=p̬à=Ø=hâ. tɔ̀tɕà t̪ù tɕá~t̪wá=ʔóuɴ=mɛ̀.  

inwardly speak=PLT=VS.IMP=INTERJ soon 3SG hear~go=AUXanymore=VS.IRR 

小声で話してよ．あの人に聞こえちゃう． 
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C-4 Qကားသွားပါဦးမယ်။ တိ-းတိ-း ေြပာ။  ［α］ 

tɕá~t̪wámă=ʔóuɴ=mɛ̀. tódó pyɔ́=Ø 

hear~go=AUXanymore=VS.IRR inwardly speak=VS.IMP 

聞こえちゃう．小声で話して． 
 

19. 私はあなたを怒らせようと思ってそう言ったんじゃない．［否定のスコープの調節］ 

C-1 က$နေ်တာ်(က) ခငဗ်ျား စိတဆိ်-းေအာင ် ရည်ရွယ်>ပီး ေြပာတာ မဟ-တ်ဘ2း။ ［α］ 

tɕănɔ̀(=k̬â) kʰămyá seiʔ+sʰó=ʔàuɴ yìywɛ̀=pí pyɔ́=t̬à mă-houʔ=pʰú. 

1SG.MS(=NOM) 2SG.MS spirit+bad=CNJpurp intend=CNJSEQ speak=NC.RLS NEG-be.true=VS.NEG 

C-2 က$နေ်တာ်က ခငဗ်ျား စိတဆိ်-းပါေစလိ- ့ ေတးွ>ပီး အဲလ့ိ- ေြပာတာ မဟ-တ်ဘ2း။ ［β］ 

tɕănɔ̀=k̬â kʰămyá seiʔ+sʰó=p̬àzè=lô twé=pí ʔɛ̂=lô pyɔ́=t̬à mă-houʔ=pʰú. 

1SG.MS(=NOM) 2SG.MS spirit+bad=AUXhort=QUOT consider=CNJseq that=as speak=NC.RLS NEG-be.true=VS.NEG 

L-1 က$နေ်တာ် ခငဗ်ျား စိတဆိ်-းေအာင ် ရည်ရွယ်၍ ေြပာြခငး် မဟ-တ်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ kʰămyá seiʔ+sʰó=ʔàuɴ yìywɛ̀=ywê pyɔ́=t̬ɕ̬ʰíɴ mă-houʔ=Ø. 

1SG.MS 2SG.MS spirit+bad=CNJpurp intend=CNJseq speak=NMLZ NEG-be.true=VS.NEG 

L-2 က$:်-ပသ်ည် သင ် စိတဆိ်-းေစရန ်ဟ- ေတးွ>ပီး ထိ-ကဲသိ့- ့ ေြပာြခငး်  မဟ-တ်။ ［β］ 

tɕănɔ̀=t̬̪ì t̪ìɴ seiʔ+sʰó=s̬èyàɴ=hû twé=pí tʰò=k̬ɛ̂d̪ô pyɔ́=t̬ɕ̬ʰíɴ mă-houʔ=Ø. 

1SG.MS(=NOM) 2SG spirit+bad=CNJpurp=QUOT consider=CNJseq that=as speak=NMLZ NEG-be.true=VS.NEG 
 

例文 13 と同様，全体を名詞節化（あるいは名詞化）したのちに，それを မဟ-တ-် mă-houʔ「そうでは

ない」で名詞節全体を否定する． 

α氏が目標節で表したところをβ氏は希求文の引用節で表した．これは「思って」の動詞選択に関

わる．α氏が選択した ရည်ရွယ-် yìywɛ̀-「意図する」は目的節を補文として取ることができるのに対し，

β氏の ေတးွ- twé-「考える」は目標節を補文として取ることができない．なお ရည်ရွယ-် yìywɛ̀-「意図す

る」は引用節も補文として取ることができる． 

ちなみにα氏からは，以下のように「第三者があなたのことを怒るように，私が第三者に言葉で働

きかけた」という意味での回答があった．この質問の意図とは異なると考えられるが，参考のため掲

載する．C-1 とほぼ同じだが，目的の従属節内の「あなた」が対格標示されている（C-1 は無標）．日

本語では「あなたを怒らせる」と使役態になるが，ビルマ語は能動態で表現するのが自然である． 
 

C-1’ က$နေ်တာ်(က) ခငဗ်ျားကိ- စိတဆိ်-းေအာင ် ရည်ရွယ်>ပီး ေြပာတာ မဟ-တ်ဘ2း။ ［α］ 

tɕănɔ̀(=k̬â) kʰămyá=k̬ò seiʔ+sʰó=ʔàuɴ yìywɛ̀=pí pyɔ́=t̬à mă-houʔ=pʰú. 

1SG.MS(=NOM) 2SG.MS=ACC spirit+bad=CNJpurp intend=CNJseq speak=NC.RLS NEG-be.true=VS.NEG 
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20. 私が昨日買ってきた本はどこ（にある）？［内の関係の連体修飾節・目的語］ 

C-1 က$နေ်တာ် မေနက့ ဝယလ်ာတဲ ့ စာအ-ပ ် ဘယ်မAာ (ထားထား)လဲ။ ［α］ 

tɕănɔ̀ mănêɡâ wɛ̀~là=t̬ɛ̂ sàʔouʔ bɛ̀=hmà (tʰá~tʰá)=lɛ́. 

1SG yesterday buy~come=AC.RLS book where=LOC (put.on~put.on)=Qsp 

C-2 မေနက့ က$နေ်တာ် ဝယ်ခဲတ့ဲ ့ စာအ-ပက် ဘယ်မAာ(လ)ဲ။  ［β］ 

mănêɡâ tɕănɔ̀ wɛ̀=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̂ sàʔouʔ=kâ bɛ̀=hmà(=lɛ́). 

yesterday 1SG buy=AUXdisj=AC.RLS book=NOM where=LOC(=Qsp) 

C-3 က$နေ်တာ် မေနက့ ဝယလ်ာတဲ ့ စာအ-ပ(်က) ဘယ်မAာလဲ။  ［α］ 

tɕănɔ̀ mănêɡâ wɛ̀~là=t̬ɛ̂ sàʔouʔ(=kâ) bɛ̀=hmà=lɛ́. 

1SG yesterday buy~come=AC.RLS book(=NOM) where=LOC=Qsp 

C-4 က$နေ်တာ် မေနက့ ဝယလ်ာတဲ ့ စာအ-ပ(်ကိ-) ဘယ်မAာ ထားထား (သ)လဲ။ ［α］ 

tɕănɔ̀ mănêɡâ wɛ̀~là=t̬ɛ̂ sàʔouʔ(=kò) bɛ̀=hmà tʰá~tʰá(=t̬̪ă)=lɛ́. 

1SG yesterday buy~come=AC.RLS book(=ACC) where=LOC put.on~put.on(=VS.RLS)=Qsp 

L-1 က$နေ်တာ် မေနက့ ဝယလ်ာေသာ စာအ-ပ(်သည်) ဘယ်မAာ GAိပါသနည်း။ ［α］ 

tɕănɔ̀ mănêɡâ wɛ̀~là=t̬ɛ̂ sàʔouʔ(=t̪ì) bɛ̀=hmà ɕî=p̬à=t̬̪ă=ní. 

1SG.MS yesterday buy~come=AC book(=SUBJ) where=LOC exist=PLT=VS.RLS=Qsp 

L-2 မေနက့ က$:်-ပ ် ဝယ်ခဲေ့သာ စာအ-ပ်သည် မည်သည့်ေနရာတငွ ် GAိသနည်း။ ［α，β］ 

mănêɡâ tɕănouʔ wɛ̀~là=t̬̪ɔ́ sàʔouʔ=t̪ì myìd̪î=nèyà=t̬wìɴ ɕî=t̬̪ă=ní. 

yesterday 1SG buy~come=AC.RLS book=SUBJ which=place=LOC exist=VS.RLS=Qsp 

L-3 က$နေ်တာ် မေနက့ ဝယလ်ာေသာ စာအ-ပက်ိ- ဘယ်မAာ ထားထားပါသနည်း။ ［α］ 

tɕănɔ̀ mănêɡâ wɛ̀~là=t̬ɛ̂ sàʔouʔ=kò bɛ̀=hmà tʰá~tʰá=p̬à=t̬̪ă=ní. 

1SG yesterday buy~come=AC.RLS book=ACC where=LOC put.on~put.on=PLT=VS.RLS=Qsp 
 

ビルマ語の連体修飾節は動詞文標識が下降調化した形式を取る．時間や場所の句もビルマ語では名詞

（＋格助詞）であるため，本稿例文 20 から例文 27 までは全て連体修飾節になる（例文 26 の「時」は若

干事情が異なる，26 を参照）．以下にビルマ語の法標識の三形式を挙げる． 
 

  現実 否定 非現実 

動詞文標識 

口語 V-တယ ်-tɛ̀ မV-ဘ2း -pʰú V-မယ ်-mɛ̀ 

文語 
V-သည် -t̪ì 

မV- -Ø 
V-မည် -myì 

V-၏ -ʔî V-အံ့ -ʔâɴ 
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口語では現実 realis，非現実 irrealis の動詞文標識が下降調に変化したものが限定節標識である．文語

には現実，非現実とも動詞文標識，限定節標識にそれぞれ 2 形式ある．そのうち限定節標識の V-သည် -t̪ì，

V-မည် -myì がそれぞれ下降調化したのが(မ)V-သည့် N -t̪î と(မ)V-မည့် N -myî である．人物指示名詞 personal 

reference noun と同様に，下降調に変化することで，それに続く名詞を限定する． 

限定節のもう一つの形式(မ)V-ေသာ N -t̪ɔ́と(မ)V-အံေ့သာ N -ʔâɴd̪ɔ́は-ေသာ -t̪ɔ́の部分が共通していることか

ら，-ေသာ -t̪ɔ́は厳密には法を担っておらず，法に関して無指定であると考えねばならないだろう．ビル

マ語は法が無指定の場合，ほぼ全て現実ムードとして解釈される．また口語では動詞文標識と名詞節標

識は別形式だが，文語では名詞節標識は動詞文標識と全く同一形式になる（ただし名詞節標識は否定の

動詞と共起し得るが，動詞文標識はそうではない）． 
 
21. その本を持って来た人は誰（か）？［内の関係の連体修飾節・主語］ 

C-1 အဲဒီ ့ စာအ-ပက်ိ- ဘယ်သ2 ယ2လာတာလဲ။ ［α］ 

ʔɛ́dî sàʔouʔ=kò băd̪ù yù~là=t̬à=lɛ́ 

that.DET book=ACC who take~come=NC.RLS=Qsp 

C-2 အဲဒ ီ စာအ-ပက်ိ- ယ2လာတာ ဘယ်သ2လဲ။ ［α］ 

ʔɛ́dî sàʔouʔ=kò yù~là=t̬à băd̪ù=lɛ́ 

that.DET book=ACC take~come=NC.RLS who=Qsp 

C-3 အဲဒီ ့ စာအ-ပက်ိ- ယ2လာတဲ ့ သ2က ဘယ်သ2လဲ။ ［α］ 

ʔɛ́dî sàʔouʔ=kò yù~là=t̬ɛ̂ t̬̪ù=k̬â băd̪ù=lɛ́ 

that.DET book=ACC take~come=AC.RLS person=NOM who=Qsp 

C-4 အဲ ့ စာအ-ပက်ိ- ယ2လာသ2က ဘယ်သ2(လ)ဲ။ ［β］ 

ʔɛ̂ sàʔouʔ=kò yù~là-t̬̪ù=k̬â băd̪ù=lɛ́ 

that.DET book=ACC take~come-person=NOM who=Qsp 

 

限定節標識 

口語 (မ)V-တဲ ့N -tɛ̂   (မ)V-မယ် ့N -mɛ̂ 

文語 

(မ)V-သည့် N -t̪î   (မ)V-မည့် N -myî 

(မ)V-ေသာ N -t̪ɔ́   (မ)V-အံ့ေသာ N -ʔâɴd̪ɔ́ 

名詞節標識 
口語 (မ)V-တာ -tà   (မ)မV-မAာ -hmà 

文語 (မ)V-သည် -t̪ì   (မ)V-မည် -myì 
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L-1 ထိ- စာအ-ပက်ိ- မည်သ2 ယ2လာသနည်း။ ［α］ 

tʰò sàʔouʔ=kò myìd̪ù yù~là=t̬̪ă=ní 

that.DET book=ACC who take~come=VS.RLS=Qsp 

L-2 ထိ- စာအ-ပက်ိ- ယ2လာေသာ သ2သည် မည်သ2 ြဖစ်သနည်း။ ［α］ 

tʰò sàʔouʔ=kò yù~là=t̬̪ɔ́ t̬̪ù=t̬̪ì myìd̪ù pʰyiʔ=t̬̪ă=ní 

that.DET book=ACC take~come=AC person=SUBJ who COP=VS.RLS=Qsp 

L-3 ထိ- စာအ-ပက်ိ- ယ2လာသ2က မည်သ2နည်း။ ［β］ 

tʰò sàʔouʔ=kò yù~là-t̬̪ù=k̬â myìd̪ù=ní 

that.DET book=ACC take~come-person=NOM who=Qsp 
 

α氏はいくつもの回答を寄せてくださったが，本項目の構造に対応するのは C-3，L-1 である．β氏の

回答 C-4，L-2 もそれにあたるが，両氏の違いは，α氏が限定節標識が遭われているのに対し，β氏は名

詞 သ2 t̪ù に限定節（といってよいのか，検討が必要だが）の述部＝動詞句がなんの標識もなしに結合して

いる．Okell (1969:65)はこのような標識を介さずに動詞句が限定できる名詞を special head と呼んで，そ

れができない主要部名詞と区別している． 

これ以外のα氏の回答は，名詞節標識で導かれる節が主節となるいわゆる「のだ文」（stand-alone 

nominalization）「誰が持ってきたのか」（C-1，L-1）と，名詞節標識部分が擬似分裂文の前提部分となる

形式「持ってきたのはだれか」（C-3）である．こちらの方がビルマ語としては自然である，ということ

であろう． 
 
22. この部屋が私たちの仕事をしている部屋です．［内の関係の連体修飾節・場所］ 

C-1 ဒ ီ အခနး်က က$နေ်တာတ်ိ-အ့လ-ပက်ိ- လ-ပ(်ေပး)ေနတဲ ့ အခနး်ပါ။ ［α］ 

dì ʔăkʰáɴ=k̬â tɕă nɔ̀=t̬ô-ʔălouʔ=kò louʔ(~pé)~nè=t̬ɛ̂ ʔăkʰáɴ=p̬à. 

this.DET room=NOM 1SG.MS=PLasc-job=ACC do(~give)~stay=AC.RLS room=PLT. 

C-2 ဒ ီ အခနး်က က$နေ်တာတ်ိ-အ့တကွ ် အလ-ပလ်-ပေ်နတဲ ့ အခနး်ပါ။ ［α］ 

dì ʔăkʰáɴ=k̬â tɕănɔ̀=t̬ô-ʔătwɛʔ ʔălouʔ+louʔ~nè=t̬ɛ̂ ʔăkʰáɴ=p̬à. 

this.DET room=NOM 1SG.MS=PLasc-for job+do~stay=AC.RLS room=PLT. 

C-3 ဒ ီ အခနး်က က$နေ်တာတ်ိ- ့ အလ-ပလ်-ပတ်ဲ ့ အခနး်ပါ။ ［β］ 

dì ʔăkʰáɴ=k̬â tɕănɔ̀=t̬ô ʔălouʔ+louʔ=t̬ɛ̂ ʔăkʰáɴ=p̬à. 

this.DET room=NOM 1SG.MS=PLasc job+do=AC.RLS room=PLT. 
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L-1 ဤ အခနး်သည် က$နေ်တာတ်ိ-၏့ အလ-ပက်ိ- လ-ပ(်ေပး)ေနေသာ အခနး် ြဖစ်သည်။ ［α］ 

ʔì ʔăkʰáɴ=t̬̪ì tɕănɔ̀=t̬ô=ʔî ʔălouʔ=kò louʔ(~pé)~nè=t̬ɛ̂ ʔăkʰáɴ pʰyiʔ=t̪ì. 

this.DET room=SUBJ 1SG.MS=PLasc=GEN job=ACC do(~give)~stay=AC room COP=VS..RLS 

L-2 ဤ အခနး်သည် က$နေ်တာတ်ိ-အ့တကွ ် အလ-ပလ်-ပေ်နေသာ အခနး် ြဖစ်သည်။ ［α］ 

ʔì ʔăkʰáɴ=t̬̪ì tɕănɔ̀=t̬ô-ʔătwɛʔ ʔălouʔ+louʔ~nè=t̬̪ɔ́ ʔăkʰáɴ pʰyiʔ=t̪ì 

this.DET room=SUBJ 1SG.MS=PLasc-for job+do~stay=AC room COP=VS..RLS 

L-3 ဤ အခနး်သည် က$:်-ပ ် အလ-ပလ်-ပေ်သာ အခနး် ြဖစ်သည်။ ［β］ 

ʔì ʔăkʰáɴ=t̬̪ì tɕănouʔ ʔălouʔ+louʔ=t̬̪ɔ́ ʔăkʰáɴ pʰyiʔ=t̪ì 

thi.DET s room=SUBJ 1SG job+do~stay=AC room COP=VS..RLS 
 

構文的には限定節標識によって導かれる限定節が「部屋」を限定する．ただα氏の回答はいずれも「私

たちの(ために行う)仕事がなされている部屋」という解釈になっているようだ．α氏のものは「私たち

が仕事をする部屋」の意味である． 
 

23. 足が一本折れたあの椅子はもう捨ててしまった．［内の関係の連体修飾節・所有者］ 

C-1 ေြခ တစ်ေချာငး် ကျိTးေနတဲ ့ ဟိ- ထိ-ငခ်ံ-(ကိ-/က)ေတာ ့

tɕʰì tă-tɕʰáuɴ tɕó~nè=t̬ɛ̂ hò tʰàiɴɡòuɴ(=k̬ò/=k̬â)=t̬ɔ̂ 

leg one-CLF broken~stay=AC.RLS that.DET chair(=ACC/=NOM)=DMcntr 

 ပစပ်စလ်ိ-က်>ပီ။ ［α］ 

pyiʔ=pyiʔ=laiʔ=pì. 

throw=AUX=AUXdcsv=VS.INC 

C-2 ေြခေထာက ် တစ်ေချာငး် ကျိTးသွားတဲ ့ ထိ-ငခ်ံ-ကိ- လ]င်ပ့စလ်ိ-က်>ပီ။ ［β］ 

tɕʰìdauʔ tă-tɕʰáuɴ tɕó~t̬̪wá=t̬ɛ̂ tʰàiɴɡòuɴ=k̬o hlwîɴpyiʔ=laiʔ=pì. 

leg one-CLF broken~stay=AC.RLS chair=ACC throw.away=AUXdcsv=VS.INC 

L-1 ေြခ တစ်ေချာငး် ကျိTးေနေသာ ထိ- ထိ-ငခ်ံ-ကိ-မ2 စွန ့ပ်စလ်ိ-က်>ပ ီ

tɕʰì tă-tɕʰáuɴ tɕó~nè=t̬ɛ̂ hò tʰàiɴɡòuɴ=k̬ò=mù sûɴpyiʔ=laiʔ=pì 

leg one-CLF broken~stay=AC.RLS that chair=ACC=DMcntr throw.away=AUXdcsv=VS.INC 

 ြဖစ်သည်။ ［α］ 

pʰyiʔ=t̪ì. 

COP=VS.RLS 

L-2 ေြခေထာက ် တစ်ေချာငး် ကျိTးသွားေသာ ထိ-ငခ်ံ-ကိ- လ]င့ပ်စလ်ိ-က်>ပီ။ ［β］ 

tɕʰì dauʔ tă-tɕʰáuɴ tɕó~t̪wá=t̬̪ɔ́ tʰàiɴɡòuɴ=k̬ò hlwîɴpyiʔ=laiʔ=pì 

leg one-CLF broken~go=AC.RLS chair=ACC=DMcntr throw.away=AUXdcsv=VS.INC 



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－, 岡野賢二 
Burmese Data and Their Descriptions on Negation, Adjective and Complex Sentences with Attributive Clause 

-Supplement data for the Special Topic in the Journal of the Institute of Language Research vo.23 - , Kenji Okano 

– 347 – 

24. ドアを叩いている音が聞こえる．［外の関係の連体修飾節］ 

C-1 တံခါးေခါက်သံ Qကား(ရ)တယ။် ［α］ 

dăɡá-kʰauʔ-t̪àɴ tɕá(=yâ)=t̬ɛ̀.  

door-knock-sound hear(=AUXinev)=VS.RLS 

C-2 တံခါးကိ- ထ-^ိ-ကေ်နတဲ ့ အသံကိ- Qကားရတယ်။ ［β］ 

dăɡá=k̬ò tʰû~yaiʔ~nè=t̬ɛ̂ ʔăt̪àɴ=k̬ò tɕá=yâ=t̬ɛ̀.  

door=ACC hammer~beat ~stay=AC.RLS sound-ACC hear=AUXinev=VS.RLS 

L-1 တံခါးေခါက်သံ Qကား(ရ)သည်။ ［α］ 

dăɡá-kʰauʔ-t̪àɴ tɕá(=yâ)=t̬̪ì.  

door-knock-sound hear=AUXinev=VS.RLS 

L-2 တံခါးကိ- ထ-^ိ-ကေ်နသည့် အသံကိ- Qကားရသည်။ ［β］ 

dăɡá=k̬ò tʰû~yaiʔ~nè=t̬ɛ̂ ʔăt̪àɴ=k̬ò tɕá=yâ=t̬ɛ̀.  

door=ACC hammer~beat~stay=AC.RLS sound-ACC hear=AUXinev=VS.RLS 
 

အသံ ʔăt̪àɴ「音，声」は special head の一つである．動詞句と結合する際，一音節目の အ ʔăが脱落する． 

25. あの人が結婚したという噂は本当（か）？［外の関係の連体修飾節］ 

C-1 ဟိ- လ2 လကထ်ပလ်ိ-က(်/သွား)>ပ ီ ဆိ-တာ တကယလ်ား။ ［α］ 

hò lù lɛʔ+tʰaʔ=laiʔ(/=t̪wá)=p̬ì sʰò=t̬à dăɡɛ̀=lá. 

that1.DET person hand+stack=AUXdscv(/~go)=VS.INC say=NC.RLS true=Qpl 

（結婚した人は聴者・話者にとって既知の男） 

C-1’ ဟိ- တစ်ေယာက ် လကထ်ပလ်ိ-က(်/သွား)>ပ ီ ဆိ-တာ တကယလ်ား။ ［α］ 

hò tă-yauʔ lɛʔ+tʰaʔ=laiʔ(/=t̪wá)=p̬ì sʰò=t̬à dăɡɛ̀=lá. 

that1.DET one-CLF hand+stack=AUXdscv(/~go)=VS.INC say=NC.RLS truth=Qpl 

（結婚した人の性別にかかわらない） 

C-1’ ဟိ- လ2 လကထ်ပလ်ိ-က(်/သွား)>ပ ီ ဆိ-တာ ဟ-တလ်ား။ ［α］ 

hò lù lɛʔ+tʰaʔ=laiʔ(/=t̪wá)=p̬ì sʰò=t̬à houʔ=lá. 

that1.DET person hand+stack=AUXdscv(/~go)=VS.INC say=NC.RLS be.true=Qpl 

C-1’ ဟိ- တစ်ေယာက ် လကထ်ပလ်ိ-က(်/သွား)>ပ ီ ဆိ-တာ ဟ-တလ်ား။ ［α］ 

hò tă-yauʔ lɛʔ+tʰaʔ=laiʔ(/=t̪wá)=p̬ì sʰò=t̬à houʔ=lá. 

that1.DET one-CLF hand+stack=AUXdscv(/~go)=VS.INC say=NC.RLS be.true=Qpl 
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C-2 အဲ့/ဟိ- လ2 လကထ်ပ်သွား>ပ ီ ဆိ-တဲ ့ ေကာလာဟလက တကယလ်ား။ ［β］ 

ʔɛ̂/hò lù lɛʔ+tʰaʔ~t̪wá=p̬ì sʰò=t̬ɛ̂ kɔ́lâhâlâ=k̬â dăɡɛ̀=lá. 

that2.DET/tha1t.DET person hand+stack~go=VS.INC say=AC.RLS rumour=NOM truth=Qpl 

L-1 ထိ- လ2 လကထ်ပလ်ိ-က်>ပ ီ ဆိ-ေသာ သတငး်မAာ စစ်မAနပ်ါသလား။ ［α］ 

tʰò lù lɛʔ+tʰaʔ=laiʔ=pì sʰò=t̬̪ɔ́ d̪ădíɴ=hmà siʔhmàɴ=p̬à=lá. 

that.DET person hand+stack=AUXdscv=VS.INC say=AC information=NOM truth=PLT=Qpl 

L-2 ထိ- လ2 လကထ်ပ်သွား>ပ ီ ဆိ-ေသာ ေကာလာဟလသည် အမAနေ်လာ။ ［β］ 

tʰò lù lɛʔ+tʰaʔ~t̪wá=p̬ì sʰò=t̬̪ɔ́ kɔ́lâhâlâ=t̬̪ì dăɡɛ̀=lá. 

that.DET person hand+stack~go=VS.INC say=AC rumour=SUBJ truth=Qpl 
 

これもβ氏の回答が本項の構造に対応する．α氏は文語 L-1 のみ，対応する．β氏が ေကာလာဟလ 

kɔ́lâhâlâ「噂話，根も葉もない話」を主要部名詞としているが，α氏は သတငး် d̪ădíɴ「情報」である点が

異なる． 

α氏はそれ以外の回答では主要部名詞は ဆိ-တာ sʰò=t̬à「ということ」となっている．文語体でも同様の

構文があり得るが，α氏はそのような回答しなかった． 
 

26. 私はその人が来た時にご飯を食べていた．［時間節］ 

C-1 သ2 လာတ-နး်က က$နေ်တာ် ထမငး် စားေနတာ။ ［α］ 

t̪ù là-t̬óuɴ=k̬â tɕănɔ̀ tʰămíɴ sá~nè=t̬à. 

3SG come-term=PAST.T 1SG cooked.rice eat~stay=NC.RLS 

（話者・聴者にとって既知の人） 

C-1’ အဲဒ ီ လ2 လာတ-နး်က က$နေ်တာ် ထမငး် စားေနတာ။ ［α］ 

ʔɛ́dì lù là-t̬óuɴ=k̬â tɕănɔ̀ tʰămíɴ sá~nè=t̬à. 

that2.DET person come-term=PAST.T 1SG cooked.rice eat~stay=NC.RLS 

（？話者にとって初対面） 

C-2 အဲ ့ လ2 လာေတာ ့ က$နေ်တာ်က  ထမငး်စားေနခဲတ့ယ်။ ［β］ 

ʔɛ̂ lù là-t̬ɔ̂ tɕănɔ̀=k̬â tʰămíɴ sá~nè=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

that2.DET person come-when 1SG=NOM cooked.rice eat~stay=AUXdisj=VS.RLS 

L-1 သ2 လာစ_က က$နေ်တာ် ထမငး် စားေနသည်။ ［α］ 

t̪ù là-s̬ìɴ=k̬â tɕănɔ̀ tʰămíɴ sá~nè=t̬̪ì. 

3SG come-term=PAST.T 1SG cooked.rice eat~stay=VS.RLS 
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L-1’ ထိ- လ2 လာစ_က က$နေ်တာ် ထမငး် စားေနသည်။ ［α］ 

tʰò lù là-s̬ìɴ=k̬â tɕănɔ̀ tʰămíɴ sá~nè= t̬̪ì. 

that.DET person come-term=PAST.T 1SG cooked.rice eat~stay=VS.RLS 

L-2 ထိ- လ2 လာချိနတ်ွင ် က$:်-ပ ် ထမငး် စားေနခဲ့သည်။ ［β］ 

tʰò lù là-t̬ɕ̬ʰèiɴ=t̬wìɴ tɕănouʔ tʰămíɴ sá~nè=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

that.DET person come-time=LOC 1SG cooked.rice eat~stay=AUXdisj=VS.RLS 
 

いずれも名詞主要部-တ-နး် -tóuɴ「期間」（C-1，C-1’），-စ_ -s̬ìɴ「時，最中」（L-1，L-1’），(အ)ချိန ်ʔătɕʰèiɴ

「時」（L-2）を使うか，場面設定の従属節標識-ေတာ ့-t̬ɔ̂で導かれる従属節を用いる（C-2）．(အ)ချိန ်ʔătɕʰèiɴ

「時」（L-2）は special head であるが，-တ-နး် -tóuɴ「期間」と-စ_ -s̬ìɴ「時，最中」はそうではない． 

なお両氏の回答には次にあげられる形式は現れなかったが，名詞限定節に（special head でもある）

အခါ ʔăkʰà を主要部とした V-တဲအ့ခါ -tɛ̂ ʔăkʰà「V したとき」（口語体），V-ေသာအခါ -t̪ɔ́ ʔăkʰà「V したとき」

（文語体）という形も可能である． 
 

27. 私はその人が待っている所に行った．［場所節］ 

C-1 က$နေ်တာ် သ2 ေစာင့ေ်နတဲ ့ ေနရာကိ- သွားခဲတ့ယ်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ t̪ù sâuɴ~nè=t̬ɛ̂ nèyà=k̬ò t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS 3SG wait~stay=AC.RLS place=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 

C-1’ က$နေ်တာ် အဲဒ ီ လ2 ေစာင့ေ်နတဲ ့ ေနရာကိ- သွားခဲတ့ယ်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ ʔɛ́dì lù sâuɴ~nè=t̬ɛ̂ nèyà=k̬ò t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS that2.DET person wait~stay=AC.RLS place=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 

C-2 က$နေ်တာ်က အဲ ့ လ2 ေစာင်ေ့နတဲ ့ ေနရာဆီကိ- သွားခဲတ့ယ်။ ［β］ 

tɕănɔ̀=k̬â ʔɛ̂ lù sâuɴ~nè=t̬ɛ̂ nèyà-sʰì=k̬ò t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS=NOM that2.DET person wait~stay=AC.RLS place-PLACE=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 

L-1 က$နေ်တာ် သ2 ေစာင့ေ်နေသာ ေနရာသိ- ့ သွားခဲသ့ည်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ t̪ù sâuɴ~nè=t̬̪ɔ́ nèyà=t̬̪ô t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

1SG.MS 3SG wait~stay=AC place=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 

L-1’ က$နေ်တာ် ထိ- လ2 ေစာင့ေ်နေသာ ေနရာသိ- ့ သွားခဲသ့ည်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ tʰò lù sâuɴ~nè=t̬̪ɔ́ nèyà=t̬̪ô t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS that.DET person wait~stay=AC place=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 
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L-2 က$:်-ပက်  ထိ- လ2 ေစာင့ေ်နေသာ ေနရာဆီသိ- ့ သွားခဲသ့ည်။ ［β］ 

tɕănouʔ=kâ tʰò lù sâuɴ~nè=t̬̪ɔ́ nèyà-sʰì=t̬̪ô t̪wá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS=NOM that2.DET person wait~stay=AC place-PLACE=ALL go=AUXdisj=VS.RLS 
 

日本語とほぼ同じ構造となる．β氏の主要部名詞には-ဆီ -sʰì という，拘束形態素である位置名詞が現

れるのが特徴的である．ေနရာ nèyà という名詞は位置名詞10であるため，非位置名詞を位置名詞化するの

にしばしば用いられる-ဆီ -sʰì は，意味的・構文的には不要と思われる．なぜこれを付けたかについては

不明である． 
 

28. 私はその人が走っていったのを見た．［補文節・視覚］ 

C-1 က$နေ်တာ် အဲဒ ီ လ2 ေြပးေနတာကိ- ြမငလ်ိ-ကတ်ယ။်(/ခဲတ့ယ်။) ［α］ 

tɕănɔ̀ ʔɛ́dì lù pyé~nè=t̬à=k̬ò myìɴ=laiʔ(/=k̬ʰɛ̂)=tɛ̀. 

1SG.MS that2.DET person run~stay=NC.RLS=ACC see=AUXdcsv(/=AUXdisj)=VS.RLS 

C-1’ က$နေ်တာ် သ2 ေြပးေနတာကိ- ြမငလ်ိ-ကတ်ယ။်(/ခဲတ့ယ်။) ［α］ 

tɕănɔ̀ t̪ù pyé~nè=t̬à=k̬ò myìɴ=laiʔ(/=k̬ʰɛ̂)=tɛ̀. 

1SG.MS 3SG run~stay=NC.RLS=ACC see=AUXdcsv(/=AUXdisj)=VS.RLS 

C-2 က$နေ်တာ် အဲ ့ လ2 ေြပးေနတာကိ- ြမငခ်ဲတ့ယ်။ ［β］ 

tɕănɔ̀ ʔɛ̂ lù pyé~nè=t̬à=k̬ò myìɴ=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

1SG.MS that2.DET person run~stay=NC.RLS=ACC see==AUXdisj=VS.RLS 

L-1 က$နေ်တာ် ထိ- လ2 ေြပးေနသည်ကိ- ြမငလ်ိ-ကသ်ည်။(/ခဲသ့ည်။) ［α］ 

tɕănɔ̀ tʰò lù pyé~nè=t̬̪ì=k̬ò myìɴ=laiʔ(/=k̬ʰɛ̂)=t̬̪ì. 

1SG.MS that.DET person run~stay=NC.RLS=ACC see=AUXdcsv(/=AUXdisj)=VS.RLS 

L-1’ က$နေ်တာ် သ2 ေြပးေနသည်ကိ- ြမငလ်ိ-ကသ်ည်။(/ခဲသ့ည်။) ［α］ 

tɕănɔ̀ t̪ù pyé~nè=t̬̪ì=k̬ò myìɴ=laiʔ(/=k̬ʰɛ̂)=t̬̪ì. 

1SG.MS 3SG run~stay=NC.RLS=ACC see=AUXdcsv(/=AUXdisj)=VS.RLS 

L-2 က$:်-ပ ် ထိ- လ2 ေြပးေနသည်ကိ- ြမငခ်ဲ့သည် ［β］ 

tɕănouʔ tʰò lù pyé~nè=t̬̪ì=k̬ò myìɴ=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

1SG that.DET person run~stay=NC.RLS=ACC see==AUXdisj=VS.RLS 

 

                                                        
10 ビルマ語の名詞は位置名詞 location noun と非位置名詞 non-location noun とがある．前者は主語は動詞

の目的語になれず，もっぱらイベント発生に関連する空間的・時間的位置を表すのに対し，後者は主語

は動詞の目的語になれるが，そのままではイベント発生に関連する空間的・時間的位置を表すことがで

きない．非位置名詞を位置名詞化する機能を-ဆီ -sʰì は担っている． 
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28～30 は名詞節標識を用いる． 
 

29. 昨日の夜，私は彼らがしゃべっているのを聞いた．［補文節・聴覚］ 

C-1 မေနည့က သ2တိ- ့ စကားေြပာေနတာကိ- က$နေ်တာ် Qကားလိ-ကတ်ယ်။ ［α］ 

mănêɲâɡâ t̪ù=t̬ô zăɡá+pyɔ́~nè=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ tɕá=laiʔ=tɛ̀. 

last.night 3SG=PLasc language+speak~stay=NC.RLS=ACC 1SG.MS hear=AUXdcsv=VS.RLS 

C-2 မေနည့က သ2တိ- ့ စကားေြပာေနတာကိ- က$နေ်တာ် Qကားခဲတ့ယ်။ ［α，β］ 

mănêɲâɡâ t̪ù=t̬ô zăɡá+pyɔ́~nè=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ tɕá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

last.night 3SG=PLasc language+speak ~stay=NC.RLS=ACC 1SG.MS hear=AUXdisj=VS.RLS 

L-1 မေနည့က သ2တိ- ့ စကားေြပာေနသည်ကိ- က$နေ်တာ် Qကားလိ-ကသ်ည်။ ［α］ 

mănêɲâɡâ t̪ù=t̬ô zăɡá+pyɔ́~nè=t̬̪ì=k̬ò tɕănɔ̀ tɕá=laiʔ=t̪ì. 

last.night 3SG=PLasc language+speak~stay=NC.RLS=ACC 1SG.MS hear=AUXdcsv=VS.RLS 
 

မေနည့က mănêɲâɡâ “last night”は文語 ယမနေ်နည့က yămàɴnêɲâɡâ “last night”も同じ． 

L-2 မေနည့က သ2တိ- ့ စကား ေြပာေနQကသည်ကိ- က$:်-ပ ် Qကားခဲ့သည်။ ［β］ 

mănêɲâɡâ t̪ù=t̬ô zăɡá+pyɔ́~nè=t̬̪ì=k̬ò tɕănouʔ tɕá=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

last.night 3SG=PLasc language+speak ~stay=NC.RLS=ACC 1SG hear=AUXdisj=VS.RLS 
 

30. 私はその人が昨日ここに来たことを知っている．［補文節・知識］ 

C-1 အဲဒ ီ လ2 မေနက့ ဒကီိ- လာသွားတာ က$နေ်တာ် သိတယ်။ ［α］ 

ʔɛ́dì lù mănêɡâ dì=k̬ò là~t̪wá=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬ɛ̀. 

that2.DET person yesterday here=ALL come~go=NC.RLS=ACC 1SG.MS know=VS.RLS 

C-1 သ2  မေနက့ ဒကီိ- လာသွားတာ က$နေ်တာ် သိတယ်။ ［α］ 

t̪ù  mănêɡâ dì=k̬ò là~t̪wá=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬ɛ̀. 

3SG  yesterday here=ALL come~go=NC.RLS=ACC 1SG.MS know=VS.RLS 

C-2 အဲ ့ လ2 မေနက့ ဒကီိ- လာတာကိ- က$နေ်တာ် သိတယ်။ ［β］ 

ʔɛ̂ lù mănêɡâ dì=k̬ò là=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬ɛ̀. 

that2.DET person yesterday here=ALL come=NC.RLS=ACC 1SG.MS know=VS.RLS 

L-1 ထိ- လ2 မေနက့  လာသွားသည်ကိ- က$နေ်တာ် သိသည်။ ［α］ 

tʰò lù mănêɡâ  là~t̪wá=t̬̪ì=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬̪ì. 

that2.DET person yesterday  come~go=NC.RLS=ACC 1SG.MS know=VS.RLS 
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L-1 သ2  မေနက့  လာသွားသည်ကိ- က$နေ်တာ် သိသည်။ ［α］ 

t̪ù  mănêɡâ  là~t̪wá=t̬̪ì=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬̪ì. 

3SG  yesterday  come~go=NC.RLS=ACC 1SG.MS know=VS.RLS 

L-2 ထိ- လ2 ယမနေ်နက့ ဤ ေနရာကိ- လာသည်ကိ- က$:်-ပ ် သိသည်။ ［β］ 

tʰò lù yămàɴnêɡâ ʔì nèyà=k̬ò là=t̪ì=k̬ò tɕănɔ̀ t̪î=t̬̪ì. 

that2.DET person yesterday this.DET place=ALL come=NC.RLS=ACC 1SG know=VS.RLS 
 

日本語と同様，名詞節は一般にその内容が真となる．補文である場合，その情報の発信者は「真であ

ると信じている」ということになる． 

興味深い情報なので付け加えておくが，口語で「ここに」は ဒ ီdì 「ここ」が向格標識-ကိ- - kò で標示さ

れているのに対し，β氏は文語で ဤ ေနရာ ʔì nèyà「この場所」に向格標識-သိ- ့ - t̪ô が後接している．口語

には空間的位置指示名詞があるのに対し，文語ではそれを欠いているため，このような表現となった，

と考えられる．なおα氏の回答には文語体で「ここに」にあたる部分がない．補文の述語 လာသွား- là~t̪wá-

「来て行く，来て(それから)立ち去る」によって解釈が可能であると思われる． 
 

31. （昨日）彼は彼が今日ここに来たと言った．／（昨日）彼は，「私は今日ここに来た」と言った．［補

文節・直接発話／間接話法］ 

C-1 [မေနတ့-နး်က] သ2က သ2 မေနက့ ဒကီိ- လာ(သွား)(ေသး)တယလ်ိ- ့ ေြပာတယ။် ［α］ 

[mănêdóuɴɡâ] t̪ù=k̬â t̪ù mănêɡâ dì=k̬ò là(~t̪wá)(=t̬̪é)=t̬ɛ̀=lô pyɔ́=t̬ɛ̀. 

[yesterday] 3SG=NOM 3SG yesterday here=ALL come(~go)(=AUXstill)=VS.RLS=QUOT speak=VS.RLS 

C-1’ [မေနတ့-နး်က] သ2က သ2 မေနက့ ဒကီိ- လာ(သွား)(ေသး)တယတ်ဲ။့  ［α］ 

[mănêdóuɴɡâ] t̪ù=k̬â t̪ù mănêɡâ dì=k̬ò là(~t̪wá)(=t̬̪é)=t̬ɛ̀=t̬ɛ̂. 

[yesterday] 3SG=NOM 3SG yesterday here=ALL come(~go)(=AUXstill)=VS.RLS=HS 
 

α氏によれば，引用節内に現れる時間の句が မေနက့ mănêɡâ “yesterday”というのは少し不自然で，မေနက့ 

မနကပ်ိ-ငး်ေလာကတ်-နး်က mănêɡâ-mănɛʔpáiɴdóuɴɡâ “yesterday morning”等の方がよいとのことであった． 
 

C-2 မေနက့ သ2က သ2 ဒေီန ့ ဒ ီ ေနရာကိ- လာတယလ်ိ- ့ ေြပာခဲတ့ယ်။ ［β］ 

mănêɡâ t̪ù=k̬â t̪ù dìnê dì nèyà=k̬ò là=t̬ɛ̀=lô pyɔ́=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

yesterday 3SG=NOM 3SG today this.DET place=ALL come=VS.RLS=QUOT speak=AUXdisj=VS.RLS 

C-2’ (မေနက့) သ2က “ငါ ဒေီန ့ ဒကီိ-  လာတယ”်လိ- ့ ေြပာခဲတ့ယ်။ ［β］ 

(mănêɡâ) t̪ù=k̬â ŋà dìnê dì=k̬ò là=t̬ɛ̀=lô pyɔ́=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

(yesterday) 3SG=NOM 1SG today here=ALL come=VS.RLS=QUOT speak=AUXdisj=VS.RLS 
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L-1 (မေနက့) သ2သည် (မေနက့ သ2) က$နေ်တာတ်ိ-ဆီ့သိ- ့ လာ(သွား)ေသးသည်ဟ- ဆိ-သည်။ ［α］ 

(mănêɡâ) t̪ù=t̬̪ì (mănêɡâ t̪ù) tɕănɔ̀-t̬ô=sʰì=t̬̪ô là(~t̪wá)=t̬̪é=t̪ì=hû sʰò=t̬̪ì. 

(yesterday) 3SG=SUBJ (yesterdaay 3SG) 1SG.MS-PLasc=PLACE=ALL come=VS.RLS=QUOT speak=VS.RLS 

L-2 မေနက့ ထိ- သ2က ထိ- သ2 ယေန ့ ဤ ေနရာသိ- ့ လာခဲသ့ည်ဟ- 

mănêɡâ tʰò t̪ù=k̬â tʰò t̪ù dìnê ʔì nèyà=t̬̪ô là=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì=hû 

yesterday that1DET person=NOM that1.DET person today this.DET place=ALL come=VS.RLS=QUOT 

 ေြပာခဲ့သည်။ ［β］ 

pyɔ́=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

speak=AUXdisj=VS.RLS 

L-2’ (မေနက့) ထိ- သ2က “က$:်-ပ ် ယေန ့ ဤ ေနရာသိ- ့ လာသည်”ဟ- 

(mănêɡâ) tʰò t̪ù=k̬â tɕănouʔ yănê ʔì nèyà=t̬̪ô là=t̬̪ì=hû 

(yesterday) that.DET person=NOM 1SG today this.DET place=ALL come=VS.RLS=QUOT 

 ေြပာခဲ့သည်။ ［β］ 

pyɔ́=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

speak=AUXdisj=VS.RLS 
 

直接話法，間接話法，いずれも引用節標識-လိ- ့ -lô（口語），-ဟ- -hû（文語）で導かれる．コンサルタン

ト両氏の回答には現れなかったが，ဆိ->ပီး sʰò=pí say=CNJSEQ（口語），ဟ2၍ hù=ywê say=CNJseq（文語）という

形式もある．主節の動詞が ေြပာ- pyɔ́-「話す，言う」であるため，ဆိ->ပီး sʰò=pí say=CNJseq（口語），ဟ2၍ hù=ywê 

say=CNJseq（文語）使われなかったのかも知れない． 
 

32. 私はリンゴが（あの）皿の上にあったのを食べた．［内在節・従主・主主］ 

C-1 က$နေ်တာ် ဟိ- ပနး်ကနြ်ပားေပ`က ပနး်သီးကိ- စားလိ-ကတ်ယ်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ hò băɡàɴbyá-p̬ɔ̀=k̬â páɴd̪í=k̬ò sá=laiʔ=tɛ̀. 

1SG.MS that1.DET dish-upperside=ABL apple=ACC eat=AUXdcsv=VS.PROH 

C-2 အဲ ့ ပနး်ကနြ်ပားေပ`က ပနး်သီးကိ- က$နေ်တာ် စားခဲတ့ယ်။ ［β］ 

ʔɛ̂ băɡàɴbyá-p̬ɔ̀=k̬â páɴd̪í=k̬ò tɕănɔ̀ sá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

that2.DET dish-upperside=ABL apple=ACC 1SG.MS eat=AUXdisj=VS.PROH 

L-1 က$နေ်တာ်သည် ဟိ- ပနး်ကနြ်ပားေပ` GA ိ ပနး်သီးကိ- စားလိ-က်သည်။ ［α］ 

tɕănɔ̀=t̬̪ì hò băɡàɴbyá-p̬ɔ̀-ɕî páɴd̪í=k̬ò sá=laiʔ=tɛ̀. 

1SG.MS=SUBJ that1.DET dish-upperside-exist apple=ACC eat=AUXdcsv=VS.PROH 
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L-2 ထိ- ပနး်ကနြ်ပား ေပ`က ပနး်သီးကိ- က$:်-ပ ် စားခဲသ့ည်။ ［α，β］ 

tʰò băɡàɴbyá-p̬ɔ̀=k̬â páɴd̪í=k̬ò tɕănouʔ sá=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

that.DET dish-upperside=ABL apple=ACC 1SG eat=AUXdisj=VS.PROH 
 

名詞を限定するのが節であるのは L-1 のみで，他の三つの回答はいずれも奪格標示された名詞句

ပနး်ကနြ်ပား ေပ`က băɡàɴbyá-p̬ɔ̀=k̬â dish-upperside=ABL「皿の上(から)の」がリンゴを限定している．また L-1

では限定節標識が現れていない．これはリンゴが special head なのではなく，存在動詞 GA-ိ ɕî-が限定する

節の動詞である場合に見られる現象である．回答にはなかったものの，限定節標識が現れても完全に文

法的であり，意味的にもほとんど変わらない． 
 

33. 私はネコが家に入ってきたのを捕まえた．［内在節・従主・主目］ 

C-1 က$နေ်တာ် အိမ်ထဲ ဝငလ်ာတဲ ့ ေQကာငက်ိ- ဖမ်းလိ-ကတ်ယ်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ ʔeìɴ-t̬ʰɛ́ wìɴ~là=t̬̪ɔ́ tɕàuɴ=k̬ò pʰáɴ=laiʔ=tɛ̀. 

1SG.MS house-inside enter~come=AC.RLS cat=ACC catch=AUXdcsv=VS.RLS 

C-2 ေQကာင ် အိမ်ထဲ ဝငလ်ာတာကိ- က$နေ်တာ် ဖမ်းမခိဲတ့ယ်။ ［β］ 

tɕàuɴ ʔeìɴ-t̬ʰɛ́ wìɴ~là=t̬à=k̬ò tɕănɔ̀ pʰáɴ=mî=k̬ʰɛ̂=t̬ɛ̀. 

cat house-inside enter~come=NC.RLS=ACC 1SG.MS catch=AUXunconsciously=AUXdisj=VS.RLS 

L-1 က$နေ်တာ် အိမ်ထဲသိ- ့ ဝငလ်ာေသာ ေQကာငအ်ား ဖမ်းလိ-က်သည်။ ［α］ 

tɕănɔ̀ ʔeìɴ-t̬ʰɛ́=t̬̪ô wìɴ~là=t̬̪ɔ́ tɕàuɴ=ʔá pʰáɴ=laiʔ=t̪ì. 

1SG.MS house-inside=ALL enter~come=AC cat=ACC catch=AUXdcsv=VS.RLS 

L-2 ေQကာင ် အိမ်ထဲ ဝငလ်ာသည်ကိ- က$:်-ပ ် ဖမ်းမခိဲ့သည်။ ［β］ 

tɕàuɴ ʔeìɴ-t̬ʰɛ́ wìɴ~là=t̬̪ì=k̬ò tɕănouʔ pʰáɴ=mî=k̬ʰɛ̂=t̬̪ì. 

cat house-inside enter~come=NC.RLS=ACC 1SG catch=AUXunconsciously=AUXdisj=VS.RLS 
 
 

C-1 と L-1，C-2 と L-2 はいずれもそれぞれ同一コンサルタントの口語体，文語体の回答だが，口語で

向格助詞が脱落していること以外は，全く同じ文である．α氏は「家に入ってきたネコ(を)」，β氏は「ネ

コが家に入ってきたの(を)」となっている．日本語に近い構造になっているのはβ氏の回答で，全く自

然なビルマ語だと考えられる．ただビルマ語の名詞節が「ネコ」を指示している，と見なすことには躊

躇せざるを得ない． 

また両氏の主節述部は若干異なっている．α氏は助動詞-လိ-က ်-laiʔ《決然》を使っているのに対し，β

氏は助動詞と-ခဲ ့-kʰɛ̂《離接》が共起している．α氏はイベントの完遂性を暗示する表現であるのに対し，

β氏は「(現状から切り離された)過去の事態」として表現している．なお助動詞-မ ိ-mî《無意識》の意味
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は「うっかり」「たまたま」といったところであろう． 
 
 

略号 
= syntactic boundary 統語レベル境界 
= syntactic boundary 統語レベル境界 
- morphological boundary 形態レベル境界 
- morphological boundary 形態レベル境界 
+ NV-verb boundary NV 動詞境界 
~ serial-verb boundary 動詞連続境界 
1SG 1st person singular 一人称単数 
2SG 2nd person singular 二人称単数 
3SG 3rd person singular 三人称単数 
ABL ablative case marker 奪格助詞 
AC attributive clause marker 限定節標識 
ACC accusative case marker 対格助詞 
ALL allative case marker 向格助詞 
AUG augmentative suffix 指大辞 
AUXability auxiliary verb, ability 助動詞.能力 
AUX“anymore” auxiliary verb, “anymore” 助動詞.場面設定 
AUXcrg auxiliary verb, courageous 助動詞.大胆さ 
AUXdcsv auxiliary verb, decisive 助動詞 
AUXdes auxiliary verb, desiderative 助動詞.願望 
AUXdisj auxiliary verb,.disjunctive 助動詞.離接 
AUXhon auxiliary verb, honorific 助動詞.敬称 
AUXhort auxiliary verb, hortative 助動詞.勧誘 
AUXinev auxiliary verb, inevitability 助動詞.不可避 
AUXmut auxiliary verb, mutual 助動詞.相互（動作／状態） 
AUXpos auxiliary verb, possibility 助動詞.可能性 
AUXsensible  auxiliary verb, sensible 助動詞 
AUXshould  auxiliary verb, “should” 助動詞.適切 
AUX“still” auxiliary verb, “still” 助動詞.まだ 
AUXsufficient auxiliary verb, sufficient 助動詞.余裕 
AUX“surely” auxiliary verb, “surely” 助動詞.確かさ／推量 
AUXtendency auxiliary verb, tendency 助動詞.傾向 
AUXunconscious auxiliary verb, unconsciously 助動詞.無意識 
AUX“very” auxiliary verb, “very” 助動詞 
CLF classifier 助数詞 
CLFgen classifier for general item 助数詞.一般 
CLFhon classifier for honorific beings, items 助数詞.尊敬の対象 
CLFhum classifier for human beings 助数詞.人間 
CNJcond conjuctive particle, conditional 接続助詞.条件 
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CNJcnsq conjuctive particle, conditional 接続助詞.単純接続/理由 
CNJpurp conjuctive particle, purposive 接続助詞.目的/目標 
CNJseq conjuctive particle, sequential 接続助詞.継起/遂次 
COM commitative case marker 共格助詞 
COMP comparative marker 比較標識 
COP copular verb 繋辞動詞 
DET determiner 決定詞 
FOC focus marker 焦点標識 
FS female speakers 女性用語 
DET determinative 限定詞 
DIM diminutive suffix 指小辞 
DMcntr discourse marker, contrastive 談話標識.対比 
DM“even” discourse marker, “even” 談話標識.さえ 
DMfoc discourse marker, focus 談話標識.焦点 
DMtop discourse marker, topic 談話標識.話題 
DUP reduplication 畳語 
EXCLAM exclamative 感嘆詞 
F feminine 女性 
FS female speaker 女性話者 
GEN genitive case marker 属格助詞 
GER gerundive prefix/gerund ジェランド接頭辞、ジェランド 
HS hearsay 伝聞 
HORT hortative 勧誘 
IMP imperative mood 命令法 
INC inchoative mood 生起法 
INS instrumental case marker 具格助詞 
INTERJ interjection 間投詞 
IRR irrealis mood 叙想法 
LOC locative case marker 所格助詞 
M masculine 男性 
MS male speaker 男性話者 
NC noun clause marker 名詞節標識 
NEG negator/nagation (mood) 否定辞/否定（法） 
NMLZ nominalizer 名詞形成辞 
NOM nominative case marker 主格助詞 
OBL oblique form 斜格形 
PAST.T past time (case marker) 過去時(格助詞) 
PERSON person name 人名 
PL plural affix 複数接尾辞 
PLacs associative plural suffix 連想複数接尾辞 
PLACE place name 地名 
PLT politeness mood 丁寧法 
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PLT politeness 丁寧さ 
PROH prohibitive mod 禁止法 
RLS realis mood 叙実法 
Q sentence final particle for denoting question 終助詞.疑問 
Qpl sentence final particle for denoting polar question 終助詞.諾否疑問 
Qsp sentence final particle for denoting special question 終助詞.特殊疑問 
Qtag sentence final particle for tag question 終助詞.付加疑問 
QUOT quotation marker 引用標識 
SFP sentence final particle 終助詞，文末助詞 
SUBJ subject marker 主語標識 
VS verb sentence marker 動詞文標識，命令法 
Y younger (e.g. brother.Y; younger brother) 年下の 
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