
〈特集「受動表現」〉

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

　人名としてコーソーk6s6（KS，男性名），コーエーkb？6（KA，男性名），フラフラ

hlahla（HL，女性名），ミャミャmyamya（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．　F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．

（ア）A（KS）は（B（KA）に）叩かれた（直接受身）

・A形式

a－0．　　kδs6＝ha

　　　KS＝話題

a－1．　　k6s6＝hb

　　　KS＝話題

a－1’．　k△s6＝　ha

　　　KS＝話題

a－2．　　k6s6ニhb

　　　KS＝話題

a－2’．＊kOs6・＝hb

　　　KS＝話題

a－3．　　kδs6　＝＝　ha

　　　KS＝話題

a－3’．　kδs6＝hb

　　　KS二話題

　　　　　　？5－yai？

　　　　　　名詞化一殴る

kδ？e　＝？5－yai？

KA斜＝名詞化一殴る

kδ？6＝　ye

KA＝属

kδ？6

KA
k6？6　＝ye

KA＝属

kδ？6

KA
kδ？6＝y§

KA＝属

？5－yai？

名詞化一殴る

yai？＝ta

殴る＝名詞節

yai？＝t註

殴る＝名詞節

yai？－chiN

殴る一名詞化

yai？－C恒N

殴る一名詞化

khaN（ニ1ai？）ニya＝1b

受ける（二適時）＝不可避＝v．s

kh加（＝lai？）　：yaニ1b

受ける（二適時）＝不可避＝v．s

khaN（ニlai？）ニya＝　！き

受ける（＝適時）＝不可避二v．s

kh伽N（＝lai？）＝ya　＝　1b

受ける（二適時）＝不可避＝v．s

khtiN（＝lai？）・＝ya＝1b

受ける（二適時）二不可避＝v．s

khitNr（＝　lai？）＝＝ya＝！b

受ける（二適時）＝不可避＝v．s

khふr（＝lai？）＝・yaニ1i

受ける（二適時）＝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．

・B形式

b－O．　　kδs6　＝＝　hb

　　　KS一話題

b－1．？　kδs6　＝　hb

　　　KS一話題

b－2．＊？kδs6　＝　ha

　　　KS＝話題

（？5－）yai？－khaN

（名詞化一）殴る一受ける

k△？eニ？5－yai？－khaN

KA斜二名詞化一殴る一受ける

kδ？6＝ye　　　　？5－yai？－khliN

KA斜＝属　　　　名詞化一殴る一受ける

thi＝tb

当たる＝v．s

thiニtb

当たるニv．s

thiニtb

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？5一は脱落することの方が多い．

（イ）A（KS）は（B（HL）に）足を踏まれた（持ち主の受身，体の部分）

・A形式

a－0．　　kδs6ニha

　　　KS一話題

a－1．？　k6　s6＝ha

　　　KS一話題

a－2．　　kδs6ニha

　　　KS＝話題

a－2’．？？k6s6　＝　hb

　　　　KS＝話題

a－3．？＊kδs6＝ha

　　　　KS一話題

hlahla

HL

hlahla

HL

hlahla　＝＝ye

HL＝属

hlahl合＝ye

HL＝属

chidau？一？ti＿niN

足一名詞化一踏む

chidau？一？5＿niN

足一名詞化一踏む

chidau？　　　niN．．ta

足踏む一名詞節
chidau？　　　nfN＿tb

足　　　　　踏む一名詞節

chidau？　　　nfN－chiN

足　　　　　踏む一名詞化

khaN（＝lai？）＝ya＝住

受ける（＝適時）＝不可避二v．s

khiiN（＝lai？）＝＝yaニ1b

受ける（＝適時）二不可避＝v．s

khiUN（＝lai？）ニya　＝＝　1b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

khbN（＝＝lai？）＝yaニ！き

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

kh註N（＝lai？）＝ya＝1b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

※a－2’は非常に破格な構文で，名詞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．　kδs6ニhb　　　　　　　　　　　　　　　　chidau？（一？5－）niN－khaN

　　　KS＝話題　　　　　　　　　　　　　足一（名詞化一）踏む一受ける

b－1．？kδs6　＝　hb　　　　　　　hlahla　＝ye　　chidau？一（？i－）nfN－kh伽N

　　　KS＝＝話題　　　　　HL＝属　　　　　足一（名詞化一）踏む一受ける

thi＝1b

当たる＝v．s

thi＝　tb

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。　　kδs6＝hb

　　　KS＝話題

a－1．＊k6s6＝hb

　　　KS＝話題

a－1’．？？kδs6＝hb

　　　KS＝話題

a－2．　　kδs6＝hb

　　　KS二話題

a－2’．？？kδs6ニhb

　　　　KS＝話題

a－2”．　kbs6＝＝hb

　　　KS＝話題

a－2’”．？？k6s6＝ha

　　　　KS二話題

・B形式

b－O．　　kδs6　＝＝　hb

　　　KS＝話題

b－1．＊　kbs6＝hb

　　　KS＝話題

・補足

C．

　　KS一財布＝［対］

kδ？6＝ye

KA＝属

Pai？shiin？ei？

財布

kδ？6

KA

kδ？6ニye

KA二属

pai？sh註N？ei？

財布

pai？shふr？ei？

財布

kb？6＝ye

KA二属

pai？s11伽N？ei？？5－kh6

財布　　　　名詞化＝盗む

pai？sh伽N？ei？？5－kh6

財布　　　　　名詞化二盗む

k△？6＝yξi　　？5－kh6

KA＝属　　　名詞化＝盗む

pai？shbN？ei？kh6＝箪

財布　　　　　盗む＝名詞節

Pai？shaN？ei？kh6ニθ

財布　　　　　盗む二名詞節

k△？6　　　　　　kh6　＝　tb

KA　　　　　盗む＝名詞節

k△？6＝ye　　kh6＝蝉

KA＝属　　　　盗む＝名詞節

pai？sh加？ei？

財布

pai？shbN？ei？

財布

　　k6s6－pai？shaN？ei？＝k6　　　　　　k6？6（＝ka）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　KA

※受動の構文を用いないc文が最も自然か．

k11伽N（＝1ai？）　：ya＝＝1b

受ける（＝適時）＝不可避二v．s

kh伽N（＝lai？）＝ya＝1き

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

kh伽N（＝lai？）＝ya　＝　1b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

kh伽N（＝lai？）＝ya　：！b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

khbN（＝lai？）＝yaニ1b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

khらNr（＝lai？）＝ya＝1b

受ける（二適時）＝不可避＝＝v．s

khi）N（＝1ai？）＝ya＝！き

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

？5＿kh6khitN

名詞化一盗む一受ける

？5＿kh6khbN

名詞化一盗む一受ける

kh6（＝lai？）＝！b

盗む（＝適時）rv．s

thi＝　tb

当たるニv．s

thiニtき

当たるニv．s

（エ）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．　mhriega　＝nya＝ka　　kh516　ηδ＝16　　nξnξ16＝hma　　？ei？＝1◆　　　m5－ya＝p㌔

　　昨日＝夜二PAST　　　　　　子供　　泣く＝［理由］　少しニさえ　　　　　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．

（オ）新しいビルが（A（KS，大宇）によって）建てられた（モノ主語受身，一回的）

・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．　　kδs6　＝＝　ka　　　　　　　　　　　tai？－ti？　　　　　　　　　　shau？＝tき

　　KS＝主　　　　　　　　　建物一新しい　　　　　建てる＝v．s

　　KSが新しい建物を建てた．

d．　　dbw（iニka　　　　　　　　　　？5shau？．？5？（i＿ti？　　　　shau？　＝　tb

　　大宇＝主　　　　　　　　　建物一新しい　　　　　建てる＝v．s

　　Daewoo（大宇）が新しいビルを建てた．

・参考

e．　　（？5－）shau？　　　　　　　　　　khiiボ（＝1ai？）＝ya＝tb

　　（名詞化一）建てる　　　　　受ける（＝適時）二不可避＝v．s

　　　「（建物を）建てられた」

f　　　（？5－）shau？　　　　　　　　　　khふr＝thi（＝lai？）　＝　tb

　　（名詞化一）建てる　　　　　受ける二当たる（＝適時）ニv．s

　　　（同上）

　で用いる．

（カ）カナダではフランス語がはなされている．

　　　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．㎞6（M＝im）　　　PYiNti？－z5gi　　t6UN＝tb

　　カナダ＝［於格】　　　　　　　フランス・言葉　　　　使う＝v．s

※上記e，f文はいずれも「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

（モノ主語受身，恒常的．動作主が問
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カナダではフランス語を用いる．

（キ）財布が（Aに）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．

b

b・．？

b”．

pai？shbN？ei？

財布

c益n5　　m5nega　　pai？shaN？ei？

1m　　　昨日　　　　財布

cdn5　　pai？shbN？ei？　　miinega

lm　　　財布　　　　　　　昨日

c5n5　　pai？shaN？ei？　　manega

lm斜　　財布　　　　　　　昨日

？5．kh6

名詞化一盗む

？5－kh6

名詞化一盗む

？5．kh6

名詞化一盗む

？5．kh6

名詞化一盗む

khbN（＝lai？）＝ya＝1き

受ける（＝適時）＝不可避二v．s

khii囚（＝＝lai？）＝ya＝！き

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

khbN（ニlai？）＝ya＝！b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

kh）N（＝＝　lai？）＝ya＝¢

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．　　nbNyilNニhnla　　　　　　　　　b司ika　　　　　　chei？＝“i＝！b

　　壁＝LOC　絵引っかける＝置く＝V．S
　　　「壁に絵が掛けてある」

・参考

e．　　naNybN（＝P5）＝lmb　　　　　　　b亘j止6　　　　1b－chei？　　　　　　　khai9　＝（＝lai？）＝ya＝1b

　　壁（＝上）ニLOC　　　　　　　　　　絵　　　　　来る一引っかける　　受ける（＝適時）＝不可避＝V．S

　　壁に絵を（無理矢理）掛けられてしまった．

（ケ）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．＊？hlahl合＝hb　　　　　　k6s6＝　ye　　　　？5－chi？　　　　　　　　khbN＝（＝lai？）＝ya＝！b

　　　HL三話題　　　　　　KS（＝主）　　　　名詞化一愛する　　　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．　　hlahla＝kδ　　　　　　　　kbs6（＝ka）　　　chi？　＝＝　tb

　　HL＝対　　　　　　　　KS（二主）　　　　愛する＝v．　s

　　HLを／はKSが愛している

・参考

e．　　？5y6N　　　　　？5－chi？　　　　　　　khbNニya　＝1b　：lg

　　やたら　　　　名詞化一愛する　　受ける＝不可避二名詞節＝類似

　　　「やたらと愛されるのも良くはない」

f　　　？ay6N　　　　　？益一chi？　　　　　　　khaN－thi二桓二1ξ

　　やたら　　　　名詞化一愛する　　受ける一当たる二名詞節二類似

　　　（同上）

m5－kaUN＝ph丘

否一良い＝v．s

mn－kaUNニpM

否一良い＝v．s

　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」など）についての表現

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

　　　カーに注目）

・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ニkδ　　　　“you？　　　　sh6ニ1b”ニ16

　　MM＝対　　　　　　　　姿　　　　　　　悪い＝v．s＝引用

　　　「MMに『不細工だ』とHLが言った」

lhalha＝ka

HL＝主

pyO　＝　1ε

言う＝v．s

他動詞文で動作の対象（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＝hb　t5d5　　　　？5－pys　　　　khaN（＝lai？）＝yaニ1b

　　MM＝話題　　　　かなり　　　　名詞化一言う　　受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

　　　「MMはかなり（ひどいことを）言われた」

f　　myamya＝　hti　t5d5　　　　（？5－）py5－khaN　　　　thi　＝　！き

　　MM二話題　　　　かなり　　　（名詞化一）言う一受ける　　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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（サ）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．

b

C．

kδs6＝hb

KS＝話題

kbs6＝hb

KS＝話題

kδs6ニhb

KS＝話題

hlahla　　　kh6ニ16　　　　？596

HL＝対　　　呼ぶ＝［理由］　今

hlahla　　　kh6ニ16　　　　？596

HL＝対　　　呼ぶニ［理由］　今

hlahla　　　kh6＝16　　　　？5g（i

HL＝対　　　呼ぶ＝［理由］　今

担＝？司khiN（＝kδ）

［3’】二部屋＝向

hi＝？akhaN＝㎞a

［3’］＝部屋＝於

t6ニ？五kh6N＝imb

［3’］＝部屋＝於

「KSは，　HLが呼んだので，いま彼女の部屋に行っている」

twa－neニtb

行く＝いる＝v．s

yau？－neニ1b

至る＝いる＝v．s

hyi－ne＝1b

あるニいる＝v．s

3．参考となるその他の「受動表現」

3．1A（KS）は虎／犬に噛みつかれた（※c4「虎」kai？「噛む」，　khw6「犬」kai？「噛む」）

a．　k6s6ニhh　c6－（？5－）kai？／khw6－（？5－）kai？　　　　　　　khaN（ニ1ai？）ニya＝企

　　KS＝話題　　　虎一（名詞化一）噛む／犬一（名詞化一）噛む　　　　　　受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

b．？？kδs6＝hti　c4－（？5－）kai？－khaN／khw6－（？5－）kai？－khbN　　thi（＝1ai？）＝・　1き

　　KS＝話題　　　虎一（名詞化一）噛む／犬一（名詞化一）噛む　　　　　　当たる（＝適時）＝v．s

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

a．　kδs6　＝　hb

　　KS＝話題

b．　kδs6＝hb

　　KS＝話題

a’．　kδs6＝hb

　　KS二話題

b’．　k6s6　＝　hb

　　KS＝話題

対応する能動文で

96－（？益一）pyi？／9ξ一（？5－）pau？　　　　　　　　　　　　khbN（＝lai？）ニyaニ1b

石一（名詞化一）投げる／石一（名詞化一）穴が開く　　　受ける（二適時）＝不可避二v．s

99－（？5－）pyi？／9ξ一（？5－）pau？－khaN　　　　　　　　　　　　　　　　　　thi（＝lai？）ニ1i

石一（名詞化一）投げる一受ける／石一（名詞化一）穴が開く一受ける　　　　当たる（＝適時）＝v．s

9ξ＝ne　　（？5－）pyi？／9ξ一（？5－）pau？　　　　　　　kh伽N（＝lai？）・＝ya　＝＝　1b

石二具　　（名詞化一）投げる／石一（名詞化一）穴が開く受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

9ξ＝ne　　（？5－）pyi？／9ξ一（？5－）pau？－khaN　　　　　　　　　　　　　　thi（＝lai？）＝1き

石＝具　　　（名詞化一）投げる一受ける／石一（名詞化一）穴が開く一受ける　当たる（二適時）＝v．s

　　　“g9”は必ず具格助詞“n§”を伴う．

3．3A（KS）はクルマに礫かれた（※k6「クルマ」tai？「ぶつかる」）

a．　kδs6　＝hb

　　KS＝話題

b．　kδs6　＝　hb

　　KS＝話題

k6－（？5－）tai？

クルマー（名詞化一）ぶつかる

k4－（？5－）tai－khbN

クルマー（名詞化一）ぶつかる一受ける

khbN（＝lai？）＝yaニ1b

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

thi（＝1ai？）：＝1b

当たる（＝適時）＝v．s
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a’．　kδs6＝・hb

　　KS二話題

b’．　kδs6　＝　ha

　　KS＝話題

k4　＝ne

クルマ＝具

k4＝nE

クルマ＝具

（？5－）tai？　　　　　　　　　kh伽N（＝lai？）＝ya＝！b

（名詞化一）ぶつかる　　　受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

　（？5－）tai？－kha　Nr　　　　　　　　　　thi（＝1ai？）＝！b

　（名詞化一）ぶつかる一受ける　　　当たる（＝適時）＝v．s

A（KS）は母に叱られた

a．kδs6（＝ka）

　　KS（＝主）

a’．kδs6←ka）

　　KS（二主）

b．　kbs6（ニka）

　　KS（二主）

b’．　kδs6（＝ka）

　　KS（＝主）

？5me＝？5．s㌔

［母’］二名詞化一叱る

？5ine・・shi）

［母’］＝叱る

？ame＝？5．S㌔．kh）N

［母’］＝名詞化一叱る一受ける

？iirne　＝　sh立＿khaN

［母’］＝叱る一受ける

kh加（＝　lai？）＝ya＝鉾

受ける（＝適時）＝不可避二v．s

khbN（ニlai？）＝y合＝1き

受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

thf（　＝：　lai？）二企

当たる（＝適時）＝v．s

“i（　＝　lai？）＝1き

当たる（＝適時）＝v．s

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

a・　kbs6（＝ka）　？5phwe－？ou？k51巴a＝？iphyi？　yW6chb－£hiN　　　　khaN（ニ1ai？）＝・yaニ1き

　　KS（＝主）　　　団体一議長＝～として　　　　　　選択する一名詞化　受ける（＝適時）二不可避＝v．s

a’・　kδs6（＝ka）　？Ephwe－？ou？k5tha＝・？5phyi？　yw6chξi　　　　　　　kh伽N（：＝lai？）＝yaニ！き

　　KS（二主）　　　団体一議長＝～として　　　　　　選択する　　　　　受ける（＝適時）＝不可避＝v．s

b・＊kδs6（＝・ka）　？5phwe－？ou？kti　ha＝　？5phyi？　yw6chξ一蚕hiN－kh在N　　　thi（ニlai？）＝　1b

　　KS（＝主）　　団体一議長＝～として　　　　　　選択する一名詞化一受ける当たる（＝適時）＝v．s

b’・＊kδs6（＝ka）　？5phwe－？ou？k5tha＝？5phyi？　．　yw6chb－khl）N　　　　　　　thi（＝　lai？）ニ1き

　　KS（＝主）　　団体一議長＝～として　　　　　　選択する一受ける　　　　当たる（＝適時）＝v．s
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