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1．はじめに

ビルマ語の基本語順は SOV型であり、名詞類の文法関係などが後置詞によって標示され
るなど日本語によく似ている。そのため日本語とビルマ語の主語を表す助詞についての対照
研究もいくつかある。ビルマ語には、主として発話に用いられる口語体と書記に用いられる
文語体とがある。口語体と文語体の主な違いは助詞類のセットが異なることであり、澤田
（2012: 1）は「ビルマ語の特徴の一つとして、特に文法機能を担う機能語（各種小辞や指示
表現など）において口語体と文語体の差異が大きいことがあげられる」と述べている。そし
て、口語体ではあるが、日常の対話に現れず、講演・演説や独り言など一方的な話に見られ
る「見かけの口語体」1も存在する。
ビルマ語には主語を表す助詞として tì̪、hà、kâという形式が見られる。tì̪は文語体、hà2は

口語体・見かけの口語体、kâは文語体と口語体ともに現れる傾向がある。下の⑴ a.は文語
体であり、⑴ b.は⑴ a.の単なる口語訳であれば、講演・演説や独り言など一方的な話にし
か現れない「見かけの口語体」でもある。このため、⑴ b.の形式は互いに言葉を交わすよ
うな対話の場面には現れにくいのである。⑴ c.と⑴ d.は純粋な口語体である。3

⑴ a. cănɔ=̀t ̪ì̬/kâ̬4 sʰăyàwùɴ pʰyiʔ=pà=t ̪ì̬ （文語体）

 私（男）=tì̪/kâ 医者 ［繋辞］=［丁寧］=vs.［現実］
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1	 澤田英夫氏との私信（2014年）による。ビルマ語の文体に「見かけの口語体」があるということを断言するには
まだ検討の余地があるが、少なくとも kâ と比べて hà の分布に明らかに偏りがあることが何人かの研究者によっ
て指摘されている（2章で後述）。このことは hà と kâ の分析の際に無視できないと考えられる。そのため、本稿
では仮に「見かけの口語体」が存在するものとして分析を進めることにする。

2	 ただし、hà の使用には制約がある。場合によって無標で現れることもある。（2章で後述）。
3	 本稿での音韻表記は全て岡野（2009）「頭子音（阻害音）p-,	pʰ-,	b-;	t-,	tʰ-,	d-;	t̪-(d̪);	s-,	sʰ-,	z-;	c-,	cʰ-,	j-;	k-,	kʰ-,	g-、（共鳴音）

m-,	hm-;	n-,	hn-;	ñ-,	hñ-;	ŋ-,	hŋ-;	l-,	hl-;	y-,	hy-(ʃ);	w-,	hw-（その他）h-,	ʔ-,	f-,	r-:	母音（単母音）-i,	-e,	-ɛ,	-a,	-ɔ,	-o,	-u（二
重母音）-ai,	 -au,	 -ei,	 -ou（軽声）-ă：末子音 -ʔ,	 -ɴ：声調（低平調）-à（高平調）-á（下降調）-â.	頭子音の規則的
有声化については -̬で示した」に統一してある。グロス中の vs. は動詞文であることを指す標識（verb	sentence	
marker）で、nc. は名詞化節であることを指す標識（noun	clause	marker）である。いずれも［現実］［非現実］
という法の対立を示す文法要素である。なお、ビルマ語の用例に関しては、先行文献から引用した用例は末尾に
出典を記載し先行文献のグロスは原文のままに用いた。それ以外はすべて作例である。

4	 ビルマ語の助詞類は環境によって頭子音が有声化する。
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 〈私は医者である。〉

 b. cănɔ=̀hà sʰăyàwùɴ pʰyiʔ=pà=tɛ̬̀/ sʰăyàwùɴ=p̬à （見かけの口語体）

 私（男）=hà 医者 ［繋辞］=［丁寧］=vs.［現実］/ 医者 =［丁寧］

 〈私は医者である。〉

 c. cănɔ=̀kâ̬ sʰăyàwùɴ=p̬à  （純粋な口語体）

 私（男）=kâ 医者 =［丁寧］

 〈私が医者です。〉

 d. cănɔ ̀ sʰăyàwùɴ=p̬à  （純粋な口語体）

	 私（男）	 医者 =［丁寧］

	 〈私は医者です。〉

本稿では、ビルマ語の hà、kâをすでに研究が進んでいる日本語の「は、が」と対照しな
がら考察を行う。ビルマ語の主語を表す助詞には hà、kâの他に無標となる場合もあるが、
これまでの先行研究では無標と主語を表す hà、kâとがどのように関わっているのかという
記述が殆どみあたらない。本稿では、無標となる場合も含めて考察を行うことにする。
本稿は先行研究での日本語の「は、が」とビルマ語 hà、kâに関する主張について再検討し、
日本語の「は、が」との対照からビルマ語の hà、kâの使い分けを再考することを目的とす
る。研究方法としては、日本語とビルマ語の主語を表す助詞の類似点と相違点を日本語によ
る「は」と「が」の使い分けの5つの原理（野田1996）から考察を行う。主にビルマ語の kâ

は日本語の「は」または「が」に相当するが、hàは判断文の場合のみに日本語の「は」に
相当することを主張する。

2．先行研究及び関連する現象

日本語の「は、が」とビルマ語 hà、kâの対照研究として小林（1984）と加藤（1997）が
挙げられる。小林（1984: 96）は日本語とビルマ語の対応関係を「日本語の｛は｝｛が｝には、
ゼロ助詞｛ø｝、｛hà｝｛kâ｝またはそれに相当するビルマ語5が対応し、その中でも特に、｛は｝
に相当する表現が多く、細分して使い分けられていることが分かる」とし、｛は｝≠｛hà｝、
｛が｝≠｛kâ｝であることを明らかにしている。加藤（1997）は、加藤（1996）で述べた hà

の特徴を踏まえ、特に、hàを用いた際に日本人ビルマ語学習者が意識すべき点を指摘して
いる。その際に「kâが主語につく標識のうち hàとともに最もよく現れるもので、かつ具体
的音形を持つものだから」として、比較の対象にしている。加藤（1996）は hàの特徴につ
いての研究であり、「hàが文頭の要素につきやすいこと、従属節に現れにくいこと、主語と
述語の間に従属節が現れたときその従属節が引用文である場合を除けば主語が hàで標示さ

5	 小林 (1984:	94) では日本語の「は」に相当する語として、ゼロ助詞 ø,	hà,	kâ の他に、sʰòdɛ《̂～というのは》,	hmà《～
おいては》,	Ɂăpʰô《～にとって》,	ɁătwɛɁ《～のために》,	Ɂănènɛ̂《～の立場としては》,	pʰyîɴ《～としては》が
挙げられている。

ビルマ語の hà、kâ に関する考察―日本語の「は、が」との対照から―：トゥザ　ライン
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れることが多いこと、主語以外の名詞句につきやすいこと」などを明らかにしている。本稿
では、用例などから実際の使用を検証し、これらの主張を再検討する。
日本語の「は」と「が」については早くから研究が盛んでいて、現在に至るまで様々な観
点から多くの研究がなされてきた（例えば、角田（2009）の Silversteinの名詞句階層からの
観点、野田（1996）の主題から統一した観点など）。本稿では野田（1996）の「は」と「が」
の使い分けの5つの原理を参考にビルマ語の hàと kâの考察を行うことにする。野田（1996）
は「は」と「が」の使い分けの原理を5つの段階に分けて説明している。そして「『は』と『が』
の使い分け全体を無理なく説明するためには、ただ1つの原理によるものではなく、いくつ
かの原理を組み合わせて考える必要がある。つまり、『は』を使うか『が』を使うかが決ま
る段階がいくつかにわかれていて、それぞれの段階でそれぞれ違う原理が働いていると考え
るのである」と指摘し、「たがいに違う5つの原理によって『は』と『が』の使い分けが決ま
ること」を明らかにしている。
本稿で用いた5つの原理は以下の通りである。6

1）新情報と旧情報の原理―新情報には「が」、旧情報には「は」
2）現象文と判断文の原理―現象文には「が」、判断文には「は」
3）文と節の原理―文末までかかるときは「は」、節の中は「が」
4）対比と排他の原理―対比のときは「は」、排他のときは「が」
5）措定と指定の原理―措定には「は」、指定には「は」か「が」

本稿はこの5つの原理を用いて考察するものであるが、具体的な考察に入る前にビルマ語
の主語の名詞・名詞句に後置される要素を確認し、それらの性質を整理する。ビルマ語につ
いては無標の場合も含めて考えないと対比が不可能になる恐れもあると考えられるため必要
に応じて無標のことも述べることにする。まず、先行研究からの定義を整理し、先行研究で
記述していない無標を外見する。

・hà

従来の記述の多くは、hàは主語や主題を表す、と分析している。hàは文語体 tì̪に対応す
る見かけの口語体として主語を表す場合もあれば、主題を表す場合もある。hàについて、
Okell and Allott （2001: 248）は “Marks the subject or topic of the sentence” と する。Myanmar 

Language Commission （2001: 515, 528）の記述は、“word indicating nominative case” であり、
主格を表す助詞 tìと同様である。澤田（2012: 14）は主語を表す助詞に分類して文語体 tì̪と
対応関係にあることを示し、「口語では øが一般的な形式だが、文語では tì̪が一般的」であ
ることを指摘している。大野（1983: 166-167）は、「主語を表わす助詞で、最も一般的な形。
肯定文、否定文のいずれにも用いられる。文型的には主語と補語、主語と述語をつなぐ。日

6	 そのあと、この5つの原理は新しい5つの原理に再編されている。野田 (1996:	112) は、「基本的には、この5つだけ
で十分だと思われる。しかし、これまでの研究では、これら5つの原理は、それぞれ別々の例文を説明するために、
別々の視点から、ばらばらに述べられていた。これでは、5つの原理の関係をあきらかにしたり、5つの原理を体
系化したりすることはむずかしい」とし、「主題」という統一した視点からとらえなおしている。ただ、本稿で
のビルマ語との対照を考察する際には便宜上旧原理のみを用いる。
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本語の＜～は＞に相当する」としている。岡野（2007: 165）は hàを副助詞に分類している。
いずれにしてもこれらは辞書や初学者向けの教科書という性質上のもので、hàと kâを対照
して書いているわけではない。
また、hàの特徴についての研究で加藤（1996: 171）は「従来、助詞 hàは『主語』や『主

題』を表すとされてきた」ことを受け、加藤（1997: 102）は「hàは口語体に属し、文語体
の tì̪に対応する」としていると述べている。本稿ではこのように主語や主題を表す hàが次
に述べる見かけの口語体 hàとどう違うのか、見かけの口語体と純粋な口語体など異なる文
体の中ではどのように振る舞うかについて考察する（3章で後述）。

・見かけの口語体 hà

前述のようにビルマ語には口語体ではあるが、日常の対話に現れなく、講演・演説や独り
言など一方的な話に見られる「見かけの口語体」の形式が存在する。hàはこの見かけ口語
体に見られる形式であると考えられる。加藤（1997: 102）は「hàが多用されるのは、口語
体で書かれた文章や、演説、学校の講義、テレビドラマの台詞などの、比較的かしこまった
場面においてであり、日常会話で hàを多用すると奇異な印象を与える」と指摘している。
岡野（2007: 165）も「副助詞 hàは実質的な会話などの純粋な口語体で使われることはほと
んどなく、講演やテレビ放送など、伝える側から受け取る側への一方的な情報伝達の場面で
のみ用いられるようである。このような特徴ゆえか、口語体の民話などにも hàはよくみか
けられるものだし、授業などで先生が話す場合など『これはね、こういうことなのだよ』と
反論の余地を与えないニュアンスを出す場合にも使われることがある」と述べている。本稿
でも原則的にこれらの主張を支持する。従って、hàは反論の余地を与えない一方的な話や
独り言などにしか見られない形式である。この形式の hàは省略可能な場合もあれば、kâと
交替可能な場合もある（3章で後述）。

・kâ
kâは主語・主格を表す。Okell and Allott （2001: 1）は “Marks Noun as subject of sentence”、

Myanmar Language Commission （2001: 1） で は、“Postpositional marker to indicate nominative 

case”としている。澤田（2012: 14）によれば、「kâは主語が動作者であるという含みを表す際や、
取り立ての意味を表す際に用いられる」。大野（1983: 166-167）は、「主格を示す助詞として
hàと同様よく使われる。kâには主語を強調する働きがある。日本語の＜～が＞または＜～
は＞に相当する」とし、加藤（1996: 169）は、「kâの重要な用法のひとつに『主語』につく
用法がある」とする。岡野（2007）も kâは主格を表すとしている。

・無標
1章の⑴ dに見られるようにビルマ語には無標の主語が観察される。無標の主語の総合的
分析はまた稿を改めて論ずるべきだと考えるが、以下に本稿に関わることについて述べてお
く。ビルマ語では主語の名詞・名詞句に hàと kâなどの助詞が付加されていない無標の形式
が2種類あると思われる。第一の無標は、3.1．で述べる現象文にみられる無標の形式である。
ビルマ語では、目に見た時に得た情報をそのまま表現する場合にその主格名詞・名詞句が無

ビルマ語の hà、kâ に関する考察―日本語の「は、が」との対照から―：トゥザ　ライン
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標となるのが最も自然である。例えば3.1．の⑷ b.で示す現象文の場合である。第二の無標は、
主語を表すhàとkâが省略されたとみられる形式である。hàとkâが省略されても先行文脈の
支えによって意味の解釈が与えられる場合である（3.3.、3.4.、3.5.で後述）。従って、現象
文には無標の主語がしばしば現れ、現象文以外の場合で hà、kâの省略された無標の主語が
現れることがある。

以上本章では、hàと kâはいずれも主語名詞・名詞句に付く助詞であり、kâは文語体か口
語体かにかかわらず用いられるのに対し、hàは見かけの口語体に現れることが多く、tì̪は
hàの文語体形式であること、そして現象文の場合での主語に hàと kâが付きにくいときの無
標の形式と現象文以外の場合で hàと kâが省略されたとみられる無標の形式があることを述
べた。

3．対照及び考察

日本語の「は」と「が」について野田（1996）は、「昔から『は』は係助詞に、『が』は格
助詞に分類されてきたように、『は』と『が』は非常に違う性質をもった助詞である」と述
べている。これに対しビルマ語のhàと kâにはこのような違いはない。ビルマ語のhàと kâの
違いは機能上の問題ではなく、単に文体の違いと考えられるところが多くみられる。しかし、
これは hàと kâに決して機能上の違いがないというわけではない。3.1.で述べるように判断
文の場合は hà、現象文を除くその他の場合は kâが使われるなど一部機能の違いがある。ま
た加藤（1996）にもあったように hàが文頭の要素に付きやすい、従属節に現れにくいなど
の特徴があることから、岡野（2007）のように副助詞として分類する立場もあるが、それも
必ずしも副助詞として断定できるものではない。
前にも述べたように本稿の目的は野田（1996）の「は」と「が」の使い分けの5つの原理

を参考にビルマ語の hàと kâについて考察するものであるが、ビルマ語の hàと kâはこの5つ
の原理で十分に説明できるとは限らない。
判断文と現象文の原理（3.1）と対比と排他の原理（3.2）で説明するときは hàと kâの使
い分けが重要であるが、それ以外の文と節の原理（3.3）、新情報旧情報の原理（3.4）、措定
と指定の原理（3.5）で説明するときの hàと kâの違いというのは性質による機能上の問題で
はなく、単なる文体の違いであると考えられる。Myanmar Language Commission （2005）に
も「動作主や主語を指したいとき、口語体と文語体両方とも kâのみを使う」と文体の重要
性を示唆している。この章では hà、見かけの口語 hà及び kâ、無標の性質を確認しながら日
本語との類似点と相違点を考察する。

3.1．判断文と現象文の原理
この「判断文と現象文」の原理はモダリティの面からの分類によって「は」と「が」の使
い分けを説明するものである。つまり、現象文の主格に「が」がつき、判断文の主格に「は」
がつくという原理である（野田1996）。
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野田は、この原理を最初に提案したのは三尾（1948）であるとし、三尾（1948）の例文を
引用し以下のように説明している。

⑵　雨が降っている。
⑶　それは梅だ。

⑵は、現象をありのまま、判断の加工を施さないで、心にうつったままを、そのまま表現
した「現象文」であり、「が」が使われる。それにたいして、⑶は、課題である「それ」に
たいして、話し手の主観が判断をくだして、「梅」が解決として真であると主張する「判断文」
であり、「は」が使われるというのである。つまり、現象文とはありのまま、判断の加工を
施さないで、心にうつったままを、そのまま表現した文であり、これに対して、判断文とは
話し手の主観が判断をくだす場合に用いられる文である。
このように、日本語の場合、判断文には「は」、現象文には「が」が用いられる。日本語の「は」
とビルマ語「hà」が類似していると考えられるのは、この判断文の場合に限られる。このよ
うに hàが判断文に現れるのは岡野（2007: 167）が主張する「反論の余地を与えないニュア
ンスを出す場合」があるからだと考えられる。話し手の述べる事柄について（あるいは反論
の余地があるかもしれないが）そのような判断を話し手はしており、それゆえに反論するこ
とを許さない、というニュアンスを出すことが重要になる場合がある。そのため hàが判断
文に現れやすいと考えられる。事実をそのまま述べるのであれば、話し手が「反論の余地を
与えないニュアンス」を出す必要は特にないのであろう。hàが判断文以外で現れる場合は
単なる「見かけの口語体」と解釈すべきである。判断文の場合 hàは「～というのは」の意
味である sʰòtà̬などに交替可能な場合がある。ビルマ語では現象文の場合、無標で表すのが
最も自然である。ただ、岡野（2007: 29）が指摘しているように「主語を特別に強調する理
由がある場合に主格（nominative）助詞kâを用いることがある。このとき『他ではなく～が』『～
こそが』といったニュアンスを持った表現となる」という3.2.に述べる排他的な意味が生じ
る。

⑷ a. cígáɴ-Ɂɔ̀-t ̪à̬ɴ=hà Ɂɛt̂ ̪ɛ̬̀-là=mɛ̂ nămeiɁ=pɛ́

  カラス -鳴く -声 =hà 客 -来る =nc.［非現実］ 前兆 =［焦点］

  〈カラスの鳴き声はお客さんが来るという前兆だ。〉

 b. cígáɴ Ɂɔ̀=nè=tɛ̬̀

  カラス 鳴く =［進行］=vs.［現実］

  〈カラスが鳴いている。〉

⑸  ŋwè=hà lûbăwâ=kò̬ pyáuɴlɛ=́sè̬=naìɴ=tɛ̬ ̀

  お金 =hà 人生 =［対格］ 変える =［使役］=［可能］=vs.［現実］

  〈お金（というの）は人生を変え得る。〉

⑷ a.と⑸は日本語の「は」とビルマ語の hàが類似している判断文である。判断を表して
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いる文脈の場合、ビルマ語の hàは sʰòtà̬に交替可能な場合がある。⑷ b.の現象文では、日本
語は「が」で標示されるが、ビルマ語は無標である。

ここで現象文として分析するものは、以下⑹から一般化を出している小林（1984：92）の「単
文で、眼前にある、あるいは眼前で起こっている（起こった）具体的な事象は、焦点が既に
決まっているので、ゼロ助詞が使われる傾向は強いと考えられる」という説と一部重なると
ころもある。この⑹に対して「は」を使った⑺を「焦点を定めて際立たせたい場合には、｛hà｝
が使われる」としているが、⑺はそもそもきわめて不自然な文であること、またこの場合の
際立たせとしてはむしろ kâを使うと考えられることから、この hàについての小林（1984）
の考察には同意できない。

⑹  cănɔ ̂ pyiɁsítw̬è {ø} siɁpít ̪á̬p̬à

  私の 荷物 は 検査済です（荷物が目の前にある場合） 小林（1984: 93）

⑺  cănɔ ̂ pyiɁsítw̬è {hà} siɁpít ̪á̬p̬à

  私の 荷物 は 検査済です（荷物が目の前にない場合） 小林（1984: 93）

3.2．対比と排他の原理
「対比と排他の原理」とは、野田（1996: 111）によれば、「主格名詞が、その文の中にな
い同類の名詞との関係でどのような意味をもつかによって『は』と『が』の使いわけを説明
するものである。つまり、同類の名詞にたいして対比的な意味をもつときは『は』が使われ、
排他的な意味をもつときは『が』が使われるという原理である。」
野田（1996）によれば「対比」と「排他」という用語を使って、この原理を最初に提案し

たのは三上 （1963: 第三章一）である。その後、久野 （1973: 第2章）は、「対照」と「総記」
という用語を使って、この原理を精密にしている。久野（1973）は、次の⑻のような「は」や、
その次の⑼のような「が」について説明している。

⑻　雨は降っていますが、雪は降っていません。
⑼　太郎が学生です。

久野（1973）によると、⑻は、「雨が降っています」と「雪が降っていません」の対照を
表しているため、「は」が使われる。一方、⑼は、「（今話題になっている人物の中では）太
郎だけが学生です」という総記の意味を表しているというのである。
従って、日本語では、対比のときは「は」、排他のときは「が」が使われる。これに対し

ビルマ語ではいずれの場合も kâが使われる。

⑽ a. cígáɴ=kâ̬ Ɂɔ̀=p̬í kʰwé=kâ̬ hàuɴ=tɛ̬̀

  カラス =kâ 鳴く =［接続］ 犬 =kâ 吠える =vs.［現実］

  〈カラスは鳴き、犬は吠える。〉
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 b.  cígáɴ=kâ̬ Ɂɔ̀=tɛ̬ ̀

  カラス =kâ 鳴く =vs.［現実］

  〈カラスが鳴く。〉

⑽ a.の「カラスは鳴き、犬は吠える」というカラスと犬を対比させる文ではビルマ語は
助詞 kâが使われる。また⑽ b.の「カラスが鳴く」という排他的な意味を表す場合もビルマ
語では kâで標示される。
加藤（1997: 95）も、久野（1973）の「対照」という用語を用いて、ビルマ語の hàには
対照を表す用法はないとしている。従って、対比と排他の原理では hàは現れにくい。

3.3．文と節の原理
野田（1996: 110）による「文と節の原理」とは、「主格がどこまでかかるかによって『は』
と『が』の使い分けを説明するものである。つまり、文末までかかるときは『は』が使われ、
節の中だけにしかかからないときは『が』が使わるという原理である。」
同書では、次のような説明をしている。この原理を最初に提案したのは山田 （1936: 第
二十章）である。山田（1936）は、次の⑾と⑿を挙げて、「は」と「が」の違いを説明する。

⑾　鳥が飛ぶときには空気が動く。
⑿　鳥は飛ぶ時に羽根をこんな風にする。

山田（1936）によると、⑾の「が」の勢力は「飛ぶ」までしかおよばないのにたいして、
⑿の「は」は「飛ぶ」には直接関係しないで、「羽根をこんな風にする」という陳述と結び
つくというのである。
加藤（1996: 180）は「hàは従属節内部に現れにくい」とし、加藤（1997: 98）はビルマ語

の hàと kâについて「従属節の内部に現れる可能性において異なる性質を持つ」として、日
本語と同様の分析を行っている。
しかし日本語で主格が文末までかかるときは「は」、節の中は「が」を用いると分析でき
るとしても、ビルマ語の hàと kâにこの原理を当てはめて説明することは必ずしもできない。
というのは、前述のようにビルマ語には口語体と文語体の他に見かけの口語体というのが存
在し、ここで現れる hàはその見かけの口語体として使用されている場合であり、kâは口語
体として使用されているからである。つまり、このように hàと kâの二つの形式があるのは
単なる文体の違いであり、機能上の違いではない。
また加藤（1997）に挙がっているビルマ語の文は文脈が与えられないと自然とは言えない

ものがあり、ここで再検討をする。なお例文⒀ a、⒀ bの容認度の判断は引用者 /筆者のも
のである。加藤（1997）は完全に容認可能な文と判断していると考えられる。

⒀ a. ?? mâmùɴ=hà jăpàɴ tw̪á=nàiɴ=yìɴ wúɴtà̪=mɛ̀

   人名 =hà 日本 行く =できる =と 嬉しい =［非現実］

   〈マ・モンは日本にいけると喜ぶだろう〉
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 b. ? mâmùɴ=kâ̬ jăpàɴ tw̪á=nàiɴ=yìɴ wúɴtà̪=mɛ̀

   人名 =kâ 日本 行く =できる =と 嬉しい =［非現実］

   〈マ・モンが日本にいけると喜ぶだろう〉  加藤（1997: 98）

加藤はこれらの例文に対して、次のように説明している。

⒀ a.
7の文では、「喜ぶ」のは「マ・モン」だと解釈される。これは、mâmùɴが主文

の要素だからである。一方の⒀ b.では、「喜ぶ」のは「マ・モン」である場合と、誰か
別の人である場合のふたつの解釈が可能である。すなわち、⒀ b.の mâmùɴは主文の
要素である可能性と、従属節内部の要素である可能性とがある（加藤1997: 98）。

しかし⒀ a.も⒀ b.も wùɴtà̪「喜ぶ」のは「マ・モン」でもあれば、それ以外の人でもあ
り得る。つまり両文において「マ・モン」は tw̪á=nàiɴ（=yìɴ）「行ける（と）」の主語であって、
主節の述語 wùɴtà「喜ぶ」の主体が未指定である、というのが正しい分析である。要するに
加藤の分析とは異なり、「マ・モン」は従属節内の要素であって、主節の述語とは呼応しな
い。だから主節の述語「喜ぶ」の主体に「マ・モン」がなり得るか、ということは問題では
ない。両文の違いは⒀ a.は見かけの口語体、⒀ b.は口語体という単なる文体上の違いであり、
実質的に同じ意味の文と言ってよい。
即ち、ビルマ語の hàと kâの違いに、日本語の文と節の原理のような使い分けの原理は存
在しない、ということである。
この文と節の原理に関して、小林（1984: 96）は「日本語の｛は｝と｛が｝には、機能上

の違いがある。｛は｝は従属節を越えて主節の文末と呼応するが、｛が｝は従属節の中にとど
まる。一方、ビルマ語の方は、｛hà｝｛kâ｝共に従属節を越えて主節の文末と呼応するので、
機能上の違いはない」と主張している。hàと kâに機能的な差異がない点では本稿の分析と
一致するが、本稿の分析では hàも kâも共に従属節を越えず、従属節の述語と呼応する。
なお⒀ a.、⒀ b.のいずれも自然な文とは言えないことを指摘しておきたい。特に⒀ a.の

ように hàを使うのは極めて不自然である。また kâが現れる⒀ b.もそれほど自然とは言え
ない。⒀ a.、⒀ b.とも絶対に容認不可能とは言えないものの、ここでは無標が最も自然である。

⒁ ［míɴ mă=là=yìɴ］ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀

 君 ［否定］=来る =［条件］ 困難 至る =vs.［非現実］

 〈君が来ないと困ることになる。〉

⒀と同様に⒁の例から解釈できることは douʔkʰâ　yauʔ=mɛ̀「困ることになる」のはmíɴ

「君」でもあれば、それ以外の人例えば tù̪「彼」や ŋà「私」でもあり得る。míɴ「君」は
mă=là（=yìɴ）「来ない（と）」の主語であり、主節の述語 douʔkʰâ　yauʔ=mɛ̀「困ることにな
る」の主体が未指定である。

7	 本稿に引用するにあたり、例文番号は付け替えた。
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以上述べたことはいずれも主語1つの文の場合である。これからは従属節と主節の両方に
主語が現れる場合の主語2つの文について考えてみよう。

⒂ ［míɴ mă=là=yìɴ］ ［míɴ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀］

 君 ［否定］=来る =［条件］ 君 困難 至る =vs.［非現実］

 〈君が来ないと君は困ることになる。〉

⒃ ［míɴ mă=là=yìɴ］ ［tù̪ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀］

 君 ［否定］=来る =［条件］ 彼 困難 至る =vs.［非現実］

 〈君が来ないと彼は困ることになる。〉

⒂は従属節内の主語と主節の主語が同一者を指す場合であり、⒃は従属節内の主語と主節
の主語が異なる場合である。この2つの例から分かるように主節内に主語が明示される場合
があり、文頭の要素が必ずしも主文の主語であるとは言えない。
ただ、以下の⒄ a.と⒅ a.のように従属節内に主語が明示される場合、文頭の名詞・名詞

句は主節の主語になる。⒄ a.のmíɴ「君」と⒅ a.の tù̪「彼」はそれぞれ douʔkʰâ　yauʔ=mɛ̀

「困ることになる」の主語である。この場合、主語は主文の述語と呼応する。しかし、⒄ b.と
⒅ b.のように従属節内の主語を省略することはできない。省略すると⒄ b.では文頭のmíɴ

「君」は主節の述語 douʔkʰâ　yauʔ=mɛ̀「困ることになる」とは呼応できなくなり、従属節
内の述語mă=là（=yìɴ）「来ない（と）」の主語となる。同様に⒅ b.では文頭の tù̪「彼」は主
節の述語の douʔkʰâ　yauʔ=mɛ̀「困ることになる」とは呼応できなくなり、従属節内の述語
mă=là（=yìɴ）「来ない（と）」の主語となる。いずれにしてもそれは hàと kâの使いわけの問
題ではなく、日本語の文と節の原理のように「は」と「が」が機能しているわけではない。

⒄ a. míɴ ［tù̪ mă=là=yìɴ］ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀

  君 彼 ［否定］=来る =［条件］ 困難 至る =vs.［非現実］

  〈君は彼が来ないと困ることになる。〉

 b. míɴ ［*（tù） mă=là=yìɴ］ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀

  君 彼 ［否定］=来る =［条件］ 困難 至る =vs.［非現実］

  〈君が来ないと困ることになる。〉

⒅ a. tù̪ ［míɴ mă=là=yìɴ］ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀

  彼 君 ［否定］=来る =［条件］ 困難 至る =vs.［非現実］

  〈彼は君が来ないと困ることになる。〉

 b. tù̪ ［*（míɴ） mă=là=yìɴ］ douʔkʰâ yauʔ=mɛ̀

  彼 君 ［否定］=来る =［条件］ 困難 至る =vs.［非現実］

  〈彼が来ないと困ることになる。〉

以上で示したように、少なくとも hàと kâの機能に関しては従属節を超えるとは考えられ
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ない。

3.4．旧情報と新情報の原理
「新情報と旧情報の原理」とは、野田（1996）「主格名詞が、話の現場や文脈とどのような
関係をもっているかによって『は』と『が』の使いわけを説明するものである。つまり、主
格名詞がまだ知られていない新情報のときはその主格に『が』がつき、主格名詞がすでに知
られている旧情報のときはその主格に『は』がつくという原理である。」
野田（1996）はこの原理を早くに提案したのは松下 （1930: p.339-p.343）であり、松下は「未
定可変の概念」と「規定不可変の概念」という用語を使って、「は」と「が」の説明をする
ことを述べ、次の松下（1930）の例文を挙げて説明している。

⒆　私は吉田と申します。社長に御取次を願います。
⒇　私が先日履歴書を差上げました吉田でございます。

松下（1930）によると、⒆はなにも知らない受付の人に言う文で、目の前にいる「私」は
既定の概念で、「吉田」は未定の概念である。このような既定の概念の「私」には「は」がつく。
それにたいして、⒇は「吉田」という名前を知っている社長に言う文で、「吉田」が既定の
概念で、「私」は未定の概念である。このような未定の概念の「私」には「が」がつくとい
うのである、という説明である。
このように、日本語では、旧情報には「は」、新情報には「が」が使用される。これに対し、
ビルマ語はいずれの場合も kâが使用される。以下、� a.「は」を用いる旧情報のときも�
b.「が」を用いる新情報のときもビルマ語は区別せずに kâを用いることが分かる。ただし、
この� a.と� b.のような旧情報・新情報の原理で説明するような場合は kâの代わりに無標
で表されることもある。つまり、kâの省略が可能な場合であり、省略によって意味の違い
は生じない。なお、hàは現れにくい。

� a. sʰăyàwùɴ=kâ̬ bɛt̀ù̪=lɛ́

  医者 =kâ 誰 =［疑問］

  〈医者は誰ですか。〉

 b. bɛt̀ù̪=kâ̬ sʰăyàwùɴ=lɛ́

  誰 =kâ 医者 =［疑問］

  〈誰が医者ですか。〉

日本語の場合、旧情報は「は」で標示され、新情報は「が」で標示されている。一方、ビ
ルマ語の場合、� a.の旧情報 sʰăyàwùɴ「医者」も� b.の新情報 bɛt̀ù̪「誰」も kâで標示される。
日本語では、「が」で標示される名詞・名詞句は話し手が初めて導入する新情報であり、も
う一方のほうは旧情報である。それに対応するビルマ語ではいずれの場合も kâで標示され
る。従って、ビルマ語の hàと kâの使いわけは新情報・旧情報の原理には関わりがない。



60

3.5．措定と指定の原理
「措定と指定の原理」とは、野田（1996）によれば、「主格名詞と述語の意味的な関係によっ
て『は』と『が』の使いわけを説明するものである。つまり、述語が主格名詞の性質を表す
『措定』のときには『は』だけが使われ、主格名詞と述語名詞が同じものであることを表す『指
定』のときは『は』か『が』が使われるという原理である。」
野田（1996）は「措定」と「指定」という用語を使って、この原理を最初に提案したのは

三上 （1953: 第一章六）であることを述べ、次の三上（1953）の例文を挙げている。三上（1953）
は、次の�のような「は」の文と、その次の�のような「は」の文の違いを指摘している。

�　いなごは害虫です。
�　君の帽子はどれです ?

三上（1953）によると、�のような文は「いなご」について「害虫だ」と解説する措定の
文なので、�のような「が」の文にかえることはできない。それにたいして、�のような文
は、「君の帽子」と「どれ」の一致を確認する指定文なので、�の文にかえることができる、
という説明である。

�　*害虫がいなごです。
�　どれが君の帽子です ?

従って日本語では措定には「は」、指定には「は」か「が」が使用される。これに対しビ
ルマ語はそのような区別がなく、いずれの場合も kâが用いられる。hàは現れにくい。以下、
「は」を使う� a.措定の場合も、それぞれ「は」と「が」を使う� b.と� c.の指定の場合
もビルマ語は kâが使われる。また� b.を除き、� a.と� c.のような文は3.4の旧情報・新
情報の原理で説明するような場合と同様に kâの省略が可能である。従って、ビルマ語の hà

と kâの使いわけは措定と指定の原理にも関わりがない。

�	a. tù̪=kâ̬ sʰăyàwùɴ=p̬à

  彼 =kâ 医者＝［丁寧］

  〈彼は医者です。〉

 b. sʰăyàwùɴ=kâ̬ tù̪=p̬à

  医者 =kâ 彼 =［丁寧］

  〈医者は彼です。〉

 c. tù̪=kâ̬ sʰăyàwùɴ=p̬à

  彼 =kâ 医者＝［丁寧］

  〈彼が医者です。〉
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4．まとめ

日本語とビルマ語の主語を表す助詞の類似点と相違点を野田（1996）の5つの原理から考
察を行った。よく似ていると思われている日本語の「は」とビルマ語の hàの類似点は判断
文の場合のみであり、日本語の「が」とビルマ語の kâの類似点も排他の場合のみである。
相違点は、現象文では日本語は「が」で表すが、ビルマ語は無標になる。また、対比と排他
の原理で日本語は「は」と「が」で使い分けているが、ビルマ語はいずれの場合も kâで表す。
その他の原理において、ビルマ語の主語に kâを後接する場合はあるものの、日本語のよう
な違いがあるというわけではない。

表1　両言語における助詞の現れる可能性
日本語 ビルマ語

文語体
口語体

見かけ
助詞 は が tì̪ kâ 無標 hà hà kâ 無標
判断 ○ × ○ × × ○ ○ × ×
現象 × ○ × × ○ × × × ○
対比 ○ × ○ ○ × ○ × ○ ×
排他 × ○ × ○ × ○ × ○ ×
文 ○ × ○ ○ （○） ○ × ○ （○）
節 × ○ ○ ○ （○） ○ × ○ （○）
旧情報 ○ × ○ ○ （○） ○ × ○ （○）
新情報 × ○ ○ ○ （○） ○ × ○ （○）
措定 ○ × ○ ○ （○） ○ × ○ （○）
指定 ○ ○ ○ ○ （○） ○ × ○ （○）

表1の「○」と「×」はそれぞれの助詞の現れる可能性を示している。この表1から分かる
ように hàがよく現れるのは話し言葉を文語体で書くときの単なる見かけの口語体の場合で
あり、純粋の口語体で hàが現れるのは判断文の場合のみである。ビルマ語には、文の中に
同じ助詞の重複を避けるため hàと kâを適宜使用している場合もある。以下�は主文の主語
sʰăyà「先生」に後置する助詞として kâあるいは hàを選択することができるが、引用文内
の主語míɴ「君」に付く hàとの重複を避けるため主文の主語に kâを優先する可能性が高い。

�	 sʰăyà=kâ̬/ ? hà tû̪=kò̬ míɴ=hà lùlɛ̀=p̬ɛ́=lô pyɔ=́laiɁ=tɛ ̀

 先生＝ kâ/hà 彼 =［対格］ 君 =hà 悪賢い人 =［焦点］=［引用］ 言う＝［適時］＝ vs.［現実］

 〈先生は彼に君は悪賢い人だと言った。〉

以上本稿では、日本語の「は、が」との対照からビルマ語の hà、kâについて考察し、現
象文での無標で表される場合を除き、ビルマ語の kâは日本語の「は」または「が」に相当し、
hàは判断文の場合のみに日本語の「は」と相当するという結論を得た。また、先行研究中
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で記述されることがすくなかった無標についても考察し、現象文の場合での主語に hàと kâ

が付きにくいときの無標の形式と、現象文以外の場合で hàと kâが省略されたとみられる無
標の形式があることを明らかにした。更に先行研究中では議論があった「文と節の原理」に
関して少なくとも hà、kâの機能に関しては従属節を超えるとは考えられないことを示した。
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Burmese is a SOV type of Language, and is quite similar to Japanese in the grammatical struc-

ture, such as, the relationship of noun and noun class are marked by postpositions. This study is con-

centrated on the differences between “Wa”, “Ga” in Japanese and “hà”, “kâ” in Burmese based on the 

5 theories of Noda （1996）. Basically, in Japanese, “Wa” is used to indicate the topic of a sentence 

and “Ga” indicate the case of nominative. But, as for Burmese, we usually use “kâ” to indicate both 

cases.

In the theory of phenomenon statement and judgment statement, “Wa” is appeared in the state-

ment which shows the judgment of commentator, and “Ga” shows the phenomenon of environment. 

But, “hà” is preferably used for judgment statement, and used to represent by unmarked for phenom-

enon statement. The point is that except from the judgment statement when “hà” is appeared, it should 

be taken as a “Pseudo-Spoken Style” of Burmese. In the theory of exclusion and contrast, “Wa” is 

used for the contrast and “Ga” for the exclusion. But, Burmese uses “kâ” in either case. In the theory 

of clause and sentence, “Wa” is used in sentence and “Ga” in clause. As for Burmese, it is difficult to 

explain by using this method. In the theory of old information and new information, “Wa” expresses 

the old information and “Ga” expresses the new information. But, in Burmese, it is not like Japanese 

and both of “hà” or “kâ” can express both old and new information. In the theoretical statement and 

specified statement theory, “Wa” is used for theoretical statement and either “Wa” or “Ga” is used for 

specified statement. As for Burmese, it is mostly expressed by using “kâ” in both theoretical statement 

and specified statement.

As a result, it can be said that the particle “kâ” corresponds with the particle “Wa” or "Ga", and 

the particle “hà” corresponds with the particle “Wa” only in the case of a judgment statement, except 

when it is represented by the unmarked in the phenomenon statement.

The differences between “hà”, “kâ” in Burmese
―Contrast from Japanese “Wa”, “Ga”―

Thuzar Hlaing
Tokyo University of Foreign Studies
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