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ビルマ語の現場指示における特定の文脈を持つ用法について

Deictic with a Particular Anaphoric of Burmese

THUZAR HLAING

トゥザ　ライン

Demonstratives in Burmese have three different forms such as dì/ dà (proximal), hò/ hòhà 

(distal-1) and ʔɛd́ì/ ʔɛd́à (distal-2). This study is to re-examine the deictic function of these 

Demonstratives. Especially, I attempt to propose two proposals about the deictic function of ʔɛd́ì/ 

ʔɛd́à through linguistics approach.

First, I would like to propose that contrary to what has been accepted before by other scholars, 

not only ʔɛd́ì/ ʔɛd́à functions as an anaphoric but also as a deictic, and also to show the contrast 

between ʔɛd́ì/ ʔɛd́à and other Demonstrative forms such as dì/ dà and hò/ hòhà.

Second, I would like to explain those exceptional instances that seem to be contradictory to 

the basis of contrast between deictic and anaphoric. Generally, it is accepted by most scholars 

that Demonstratives have mainly two major functions which are deictic and anaphoric. Linguistic 

preceding context is not necessary for deictic but is necessary for anaphoric (Tsutsumi 2012: 

11 etc.). However, in Burmese even if the speaker points out the referent object directly right 

in the beginning of the conversation ʔɛd́à is used instead of dà. In this case, there might be a 

latent linguistic preceding context before the conversation is started. It suggests that deictic and 

anaphoric are working at the same time, and it cannot be explained only by deictic criteria.

Because of the existence of such examples which receives latent linguistic preceding context, 

I would like to propose that there is an extra “deictic with a particular anaphoric (/deictic based 

on an anaphoric)” function in addition to “deictic” and “anaphoric”, in the classification of 

Demonstratives in Burmese.
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1．はじめに

　本稿は拙論（2015）を発展させるものである。現代
口語ビルマ語1に現れる指示詞には dì2、ʔɛd́ìと hòと
いう形式がある。また、それぞれの指示詞に形式名詞
hàが複合した dìhà、ʔɛd́ìhà、hòhàという形式や更に音
声的に融合した dà、ʔɛd́à、hăwà3という形式が観察さ
れる。

　1. dì=kò̬ là=p̬à.

　　here=all come=plt

　　「ここへ来てください。」
　　dì=hà pé=p̬à. / dà pé=p̬à.

　　this=fn give=plt / this one give=plt

　　「これを下さい。」 （近称）

目次
 1.　はじめに
 2.　先行研究の問題点及び未解決の問題点
　 2.1.　ʔɛd́ì/ ʔɛd́àを dì/ dàからの派生として扱うこ
　　　　と
　 2.2.　心理的な要因では説明しきれない現象
　 2.3.　指示詞の用法の二分法に関する問題
 3.　考察
　 3.1.　ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが hò/ hòhàと交替できる例につい
　　　　ての考察
　　 3.1.1.　対象物に対する話し手の知識によると考
　　　　　   えられる場合
　　 3.1.2.　同一の話題で同一の対象物を指示する場
　　　　　   合

表 1　口語ビルマ語の指示詞の分類
近称 遠称① 遠称②4

基本形 dì hò ʔɛd́ì

複合形 dìhà hòhà ʔɛd́ìhà

融合形 dà hăwà(hăhwà) ʔɛd́à

　 3.2.　「現場指示」と「文脈ありの現場指示」の違
　　　　いについての考察
　 3.3.　「心理的な要因」と「文脈ありの現場指示」
　　　　の区別についての考察
 4.　情報構造からみた「文脈ありの現場指示用法」
　　 の性質
 5.　まとめ
参考文献
略号

表
表 1　口語ビルマ語の指示詞の分類
表 2　指示表現の分類
表 3　ビルマ語の現場指示の分類

　2. hò=kò̬　　  tw̪á=p̬à.

　　there=all      go=plt

　　「そこ /あそこへ行ってください。」
　　hò=hà pé=p̬à. / hăwà pé=p̬à.

　　that=fn give=plt / that one give=plt

　　「それ /あれを下さい。」 （遠称①）

　3. ʔɛd́ì=kò̬　　tw̪á=p̬à.

　　there=all　  go=plt

　　「そこ /あそこへ行ってください。」
　　ʔɛd́ì=hà pé=p̬à. / ʔɛd́à pé=p̬à.

　　that=fn give=plt / that one give=plt

　　「それ /あれを下さい。」 （遠称②）

　本稿ではこれら指示詞の現場指示機能を再検討し、
その中で特に ʔɛd́ì/ ʔɛd́àについて二つの提案を行う。
一つは ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが従来言われていたように文脈指示
のみを持つものではない、ということであり、他の形
式とどのような対立をなすかという基準を示す。もう
一つは、一見第一の提案に反していると思われる例の
説明を試みる。指示の二大用法について現場指示用法
は言語的先行文脈が必要ではなく、文脈指示用法は先
行文脈が必要（堤 2012: 11など）という考えが一般
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に受け入れられている。しかしながらビルマ語では眼
前にある指示対象を直示する場合に近称の dàではな
く遠称の ʔɛd́àが用いられる場合があり、このとき潜
在的な先行文脈があると考えられる。つまり、現場指
示と文脈指示が同時に働いている。このようなことか
ら「文脈ありの現場指示（/文脈に基づく現場指示）」
という用法（以下、「文脈ありの現場指示」用法）を
設けることを提案する。
　2章以降は、「ʔɛd́ì / ʔɛd́àを dì / dàからの派生として
扱うこと」、「心理的な要因では説明し切れない現象」、
「指示詞の用法の二分法に関する問題」という 3つの
問題を設定して考察を行う。本論に入る前にビルマ語
の指示詞の分類を確認しておく。
　岡野（2011: 77）は指示語という用法を用い、ビ
ルマ語の指示語の分類を a.指示詞と b.指示名詞と
にした上、更に後者を i）位置指示名詞、ii）非位置
指示名詞とに分け、「ビルマ語の名詞はその文法的
振る舞いから非位置名詞（[-locational]）と位置名詞
（[+locational]）の 2種類に大きく分けられる。非位
置名詞は動詞の表す事態の参加者になる名詞であり、
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位置名詞は動詞の表す事態の時間的・空間的位置を表
す名詞である。モノ名詞は非場所名詞の一種で、無生
物の名詞を指す」としている。ただし、岡野（2011: 

77）にもあるように、非位置名詞の dàは人を指すこ
とがある。本稿では岡野（2011）の分類に従って、ビ
ルマ語の指示表現を位置指示と非位置指示とに分け、
表 2で示す。

2．先行研究の問題点及び未解決の問題点
　2.1．ʔɛd́ì / ʔɛd́à を dì / dà からの派生として
          扱うこと

　Okell（1969）は dìと hòはいわゆる指示詞、dàと
hăwàはそれぞれ dìと hòが派生した形であると分析
している。ʔɛd́ì、ʔɛd́àと ʔɛh́òに対しては dì、dàと hò

に間投詞 ʔɛ-́が前接された形であるとしている。藪
（1992）や岡野（2011）にもほぼ同様の分析が見られ
る。先行研究には上記の指摘があるものの、いまだ不
十分であると考えられる点がある。拙論（2015: 236-

237）でも指摘したように、藪（1992）や岡野（2011）

表 2　指示表現の分類
分　類 指示要素 後続要素

位置指示

dì（近称） =unmarked
ここ（へ）

=kâ（abl）
ここから

=kò（all）
ここへ

=hmà（loc）
ここに

hò（遠称①） =unmarked
あそこ（へ）

=kâ（abl）
あそこから

=kò（all）
あそこへ

=hmà（loc）
あそこに

ʔɛd́ì（遠称②） =unmarked
そこ（へ）

=kâ（abl）
そこから

=kò（all）
そこへ

=hmà（loc）
そこに

bɛ（̀不定称） =unmarked
どこ（へ）

=kâ（abl）
どこから

=kò（all）
どこへ

=hmà（loc）
どこに

非位置指示

dà（近称） =unmarked
これ

=kâ（nom）
これが

=kò（acc）
これを

*=hmà（loc）

hòhà（遠称①） =unmarked
あれ

=kâ（nom）
あれが

=kò（acc）
あれを

*=hmà（loc）

ʔɛd́à（遠称②） =unmarked
それ

=kâ（nom）
それが

=kò（acc）
それを

*=hmà（loc）

bɛh̀à（不定称） =unmarked
どれ

=kâ（nom）
どれが

=kò（acc）
どれを

*=hmà（loc）
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は dìと hòの対立をビルマ語の指示語の基本とし、そ
れに ʔɛ-́5と hɔ-́6を前接することによって dìと hòの機
能が拡大されるという分析を行っている。藪（1992）
は dìと hòに ʔɛ-́を前接することによって、「話し手と
聞き手のあいだで既知のこと、了解済みのこと（ʔɛd́ì、
ʔɛh́ò）を示し、hɔ-́を前接することによって、眼前に
あるもの（hɔd́ì、hɔh́ò）を指し示す」7と説明している。
そこでは、形態的に「基本形」と「拡張形」があり、
拡張形は「接頭辞＋基本形」という語構成なので、拡
張形は基本形の意味から説明できる、という立場であ
る。確かに、dìと hòを基本形とみなし、接頭辞のつ
いた形式を拡張形とするのは語構成としてはその通り
であるが、この分析では説明しきれない例がある。例
えば、先行研究にしたがえば、ʔɛd́ìと ʔɛh́òは話し手
と聞き手のあいだで既知のこと、了解済みのことを示
すはずであり、現場指示の用法はないはずだが、実際
の用例には現場指示の用法が観察される。これは基本
と拡張という形態にとらわれてその枠内で説明しよう
とするために生じた問題であると考えられる。
　本章では、それぞれの使用例を挙げながらそれら指
示詞の性質を確認する。

　(1)　dì=kò̬ là=p̬à.

　　    DÌ=all come=plt

　　　「ここへ来てください。」

　(2)　dì=hà(/dà)    pé=p̬à.

　　    DÌ=fn            give=plt

　　　「これを下さい。」

　(3)　dì=hà(/dà)     cănɔ　̂　　    tá̪=p̬à.

　　    DÌ=fn　　　  1st.m.obl　　   son=plt

　　　「これは私の息子です。」

　（1）は発話時に話し手がいるところを示す場合であ
り、（2）～（3）は、話し手が近くにある指示対象を指
す場合である。このようなことから dìは現在話し手
がいるところを含む場所や話し手に接近あるいは近い
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ところにある対象物を指し示す場合に用いられること
が分かる。

　(4)　hò/ʔɛd́ì=kò̬ tw̪á=p̬à.

　　    HÒ/ÉDÌ=all go=plt

　　　「（あ）そこへ行ってください。」

　(5)　hò/ʔɛd́ì=hà pé=p̬à.

　　    HÒ/ÉDÌ=fn give=plt

　　　「それを下さい。/ あれを下さい。」

　(6)　hò/ʔɛd́ì=hà    cănɔ　̂　　    tá̪=p̬à

　　    HÒ/ÉDÌ=fn    1st.m.obl　　   son=plt

　　　「それは私の息子です。/ あれは私の息子です。」

　（4）～（6）はそれぞれ話し手と聞き手が現在いる場
所や見える範囲内の物あるいは人を指す場面である。
（4）は話し手と聞き手が同じ場所にいて、話し手が聞
き手に現在聞き手がいるところから違うところに移動
するように言う場面である。この場合、hòのほかに
ʔɛd́ìが使われる。（4）からの ʔɛd́ìは hòと同様に話し
手からも聞き手からも近くない場所を、何の前提もな
しに指示できると言える。（5）は見える範囲内のもの
を指す場合での hòと ʔɛd́ìが交替できる例であり、（6）
は話し手から離れているところにいる人を直接指す場
合での hòと ʔɛd́ìが交替できる例である。（5）は話し
手がやや離れているところにいる聞き手の近くにある
ものを要求する場面であり、（6）は父親が隣にいる友
人にやや離れているところにいる息子のほうを指して
言う場面である。それぞれ（4）～（6）の hòと ʔɛd́ìは
いずれも同一の対象を指し、物理的距離は同様である。
以上（4）～（6）から分かるように ʔɛd́ìには遠称①の
hòと交替できる現場指示用法がある。なお、ʔɛd́ìには、
hòと交替できる例においても使用場面によってニュ
アンスが異なる場合や、hòのようにかなり遠いとこ
ろまでの対象を指し示すことができないことなどの制
約がある（3章で後述）。



175

　2.2．心理的な要因では説明しきれない現象

　拙論（2015: 246-248）では、先行研究で指摘されて
いなかった心理的要因を用いることによって、物理的
な距離では説明できない近・遠の問題が解決できるこ
とを説明した。確実にこのような用法があるとするに
は更に詳しい考察を要するとしたが、指示の二分法の
基準から説明できないケースでの dì/ dàと ʔɛd́ì/ ʔɛd́à

の違いを物理的な距離の差ではなく、心理的な要因
であると考え、近称の dì/ dàには親近感、遠称の ʔɛd́ì/ 

ʔɛd́àには疎遠感という感情的ニュアンスが含まれて
いるという説明をした。（7）は父親が息子を職場の上
司に紹介するという場面での心理的な要因がかかわる
と考えられる例である。父親は息子を近くにまで呼び、
息子の肩を掴んで紹介したにもかかわらず近称の dà

ではなく、遠称②の ʔɛd́àが用いられている例である。

　(7)　pʰèpʰè=kâ̬　    cănɔ ̂          păkʰóuɴ=kò̬

　　　father=nom     1st.m.obl   shoulder=acc

           sʰí=ywê               sʰouʔ-kàiɴ=kà̬

　　　toward=conjn         grasp-hold=conjn

　　　ʔɛd́à      tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ=p̬à    ʔăkò-cí̬=hû 

　　　ÉDÀ    son-eldest=plt        brother-aug=quot

          tòtò-hyíɴhyíɴ=p̬ìɴ    meiʔsʰɛʔ-pé=t ̪ì̬.
            short-clear=foc           introduce-give=vs.ls

父がおれの肩を掴んで「それは長男だよ、おに
いさん」と手みじかに紹介してくれた 8。

Ma Sandar（2012: 6）

　指示詞というのは単に現場での物理的な距離だけを
基準にしているのではなく、心理的な要因にも基づい
ている場合がある。指示対象に心理的距離があると感
じられる場合、あるいは、距離を置きたいと思う場
合には、ʔɛd́ì/ ʔɛd́àで指示することができる。つまり、
対象に対する自己の関わりが強いと感じられない場合
に用いられる。堀口（1992: 77）による「対象に対す
る話し手の関わりの気持しだい」である。また、あ
くまで筆者の直観だが、指示詞の dàは愛着を感じさ
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せる指小辞 -léと親和性が高く9、ʔɛd́àは嫌味を感じさ
せる指大辞 -cíと親和性が高いと感じられる。このよ
うな指小辞、指大辞との結び付きやすさによって、dà

は親近感、ʔɛd́àは疎遠感というニュアンスが与えられ
るように感じるのかもしれない。
　しかしそれでも問題が残る。心理的な要因だけでは
説明できない例があるからである。本稿ではこのよう
な感情的ニュアンス以外の要因が絡むと思われる例に
ついて、言語学的なアプローチからの説明を試みる。
このような説明は、心理的だと考えられる ʔɛd́ì/ ʔɛd́à

と言語学的だと考えられる ʔɛd́ì/ ʔɛd́àの使用について、
その選択基準がどのように規定されているかという問
題が起きる。この問題については 3章で考察する。

　2.3．指示詞の用法の二分法に関する問題

　これまでの指示詞の研究に採用されてきた指示用法
には現場指示（直示）と文脈指示という用法がある。

現場指示用法：その指示対象の同定に、言語的先行
　　　　　　　文脈が必要ではない用法
文脈指示用法：その指示対象の同定に、言語的先行
　　　　　　　文脈が必要な用法

（2012: 11）

　しかし、このようによく知られている現場指示（直
示）用法と文脈指示用法の分類基準でビルマ語の指示
詞を説明するには不充分である。本来現場指示は先行
文脈が存在しない。現場・眼前にある指示対象を何の
前提もなしに直接指し示す場合に用いられる用法であ
る。これまで多くの指示詞の研究に採用されてきた現
場指示（直示）と文脈指示が、場合によっては切り離
せない状況にあるということが挙げられる。
　堤（2012: 11）によれば、現場指示用法は「その指
示対象の同定に、言語的先行文脈が必要ではない用
法」、文脈指示用法は「その指示対象の同定に、言語
的先行文脈が必要な用法」である。しかしながらビル
マ語の場合、このような基準では説明しきれない例
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がある。ビルマ語の ʔɛd́àという指示形式には、これ
までの現場指示の基準に従って説明できる場合もあれ
ば、そうでない場合も観察される。ʔɛd́àの一部の用法
には眼前にある指示対象を即座に直示したことにもか
かわらず、言語的先行文脈を必要とし、現場指示と文
脈指示の機能が同時に働いていると考えざるを得ない
ものが観察される。具体的には、話し手に近接してい
るものを直示したにもかかわらず、近称の dàではな
く遠称②の ʔɛd́àが用いられる。このような傾向が現
れるのは、1）過去に話し手と聞き手の間に現在の話
について共有する機会があり、2）話し手は以前の共
有知識を聞き手が知っていると信じてもう一度言及せ
ず、3）指示表現のみで導入するという条件がある場
合である。たとえば、（7）の父親が息子を職場の上司
に紹介する場面の例を取って説明すると、（7）は言語
外的と言われる現場指示（直示）用法を用いるならば、
遠称②の ʔɛd́àではなく、3.2で挙げる（13）のように
近称の dàを使用すべきである。ただし、実際には（7）
のような ʔɛd́àを用いた用例が存在する。この（7）の
ように単に遠近という基準で説明できない問題を解決
するにはこれまでの指示の二分法を再検討しなければ
ならない。そこで、現場指示と文脈指示のほかに「文
脈ありの現場指示」という用法を導入して考察を行い
たい10。

3．考察

　本章では、2章での問題を解決すべく、「文脈あり
の現場指示」用法があるとみられる ʔɛd́ì/ ʔɛd́àをそれ
ぞれの現場指示 dì/ dàと hò/ hòhàに対照させながら考
察を行う。

　3.1．ʔɛd́ì/ ʔɛd́à が hò/ hòhà と交替できる例
　　　 についての考察

　まず、2.1で残された ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが hò/ hòhàと交替で
きる例において、使用場面によってニュアンスが異な
る場合の説明と、ʔɛd́ì/ ʔɛd́àと hò/ hòhàの違いについ

トゥザ　ライン

ての説明を行う。ʔɛd́ì/ ʔɛd́àは話し手から離れている、
あるいは離れていく指示対象を指さし行為やそれに相
当する行為を使って指し示すことができる。これに対
し hò/ hòhàは指示対象が会話参加者の視界内にある場
合であれば、話し手の手の届かないところからぼんや
り見えるところまでの範囲にある対象物を指し示すこ
とができるという事実は以前（拙論 2015: 238）から
確認済みである。ただ、（4）～（6）では hòと ʔɛd́ìが
交替可能だが、物理的な距離の違いがない。このよう
に現場指示に物理的距離の差が見られない場合、hò/ 

hòhàと ʔɛd́ì/ ʔɛd́àには以下のような対立がみられる。

　　3.1.1．対象物に対する話し手の知識によ
　　　　　ると考えられる場合

　hò/ hòhàと ʔɛd́ì/ ʔɛd́àの選択は対象物に対する話し
手の知識（所有者の有無や対象物の特定性など）によ
るものである。場合によっては、これから指し示めそ
うとする対象に所有者がいる場合、あるいは所属があ
ると話し手が確信している場合には ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが選択
されやすく、それ以外の場合には hò/ hòhàが選択さ
れやすい。例えば、以下（8）と（9）で示したように
聞き手が所有している対象や手に持っているものを指
して hò/ hòhàを用いて指すことは珍しいし、（10）で
示したように相手に質問された話し手自身が所有して
いる対象を自分で指す場合にも ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが使われる。
また、ビルマ語の ʔɛd́ì/ ʔɛd́àは聞き手に対する場合の
みならず、話し手自身に対する対象を指す場合にも使
われる。話し手と聞き手の縄張り内の対象には ʔɛd́ì/ 

ʔɛd́àを、縄張り外の対象には hò/ hòhàを用いる傾向
があると言える。

　(8)　聞き手が所有しているものを指して発する場面
　　　?hò/ʔɛd́ì=hà bɛl̀auʔ  pé=yâ=lɛ.́

　　　HÒ/ÉDÌ=fn how much give=aux=q

　　　「?あれ /それはいくらしたんですか。」

　(9)　聞き手が手に持っているものを指して発する場面
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　　　*hò/ʔɛd́ì=hà bɛl̀auʔ pé=yâ=lɛ.́

　　　HÒ/ÉDÌ=fn how much give=aux=q

　　　「*あれ /それはいくらしたんですか。」

　(10)  相手の質問に対する答えする場面
　　　*hòhà/ʔɛd́à ŋát ̪á̬uɴ pé=yâ=tɛ̬̀

　　　HÒHÀ/ÉDÀ 50,000 give=aux=vs.rls

　　　「*あれは /それは 50,000チャットでした。」

　　3.1.2．同一の話題で同一の対象物を指示
　　　　　 する場合

　同一の話題で同一の対象物を指示する場合、初回
は hò/ hòhàあるいは ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが選択されても、二回
目以降は ʔɛd́ì/ ʔɛd́àを用いる傾向がある。話題を変え
ない限り、一度 hò/ hòhàで指し示した対象をもう一
度 hò/ hòhàで指すことはしない。一度話題に登場した
対象はその話題が続く限り ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが用いられ、hò/ 

hòhàの使用は初回の語りのみに限られる。もし、初
回以外で hò/ hòhàが用いられる時、hò/ hòhàが指す対
象は最初に語ったものではなく、別の対象を指すこと
になる。つまり、話題が変わったということを意味す
る。たとえば、以下（11）A:と（12）A:に対する答えは
（11）B:と（12）B:で示したように hò/ hòhàを用いるこ
とができない。

　(11) A: mănɛ=̂kâ̬  wɛ-̀là=tɛ̬ ̂

　　　　 yesterday=past   buy-come=attr.rls

　　　　hò/ʔɛd́ì=lɛʔsuʔ   bɛl̀auʔ           pé=yâ=lɛ ́

　　　　HÒ/ÉDÌ=ring       how much       give=aux=q

「きのう買ってきたあの指輪はいくらでした
か。」

　　　B: *hòhà/ʔɛd́à     ŋát ̪á̬uɴ     pé=yâ=tɛ̬/̀

　　　　HÒHÀ/ÉDÀ   50,000       give=aux=attr.rls

　　　　ʔɛd́ì=lɛʔsuʔ    ŋát ̪á̬uɴ     pé=yâ=tɛ̬̀

　　　　ÉDÌ=ring         50,000       give=aux=vs.rls

「*あれは /それは 50,000チャットでした。
/その指輪は 50,000チャットでした。」
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　(12) A: hò/ʔɛd́ì=môuɴ      sá=p̬ʰú=lá   

　　　　 HÒ/ÉDÌ=snack        eat=exp=q

　　　　「あの菓子を食べたことがありますか。」
　　　B: sá=p̬ʰú=tɛ̬ ̀              *hò/ʔɛd́ì=môuɴ

　　　　eat=exp=attr.rls     HÒ/ÉDÌ=snack

　　　　ʔăyáɴ          sá-káuɴ=tà̬=p̬ɛ́

　　　　very               eat-good=nc.rls=foc

「食べたことがあります。あの菓子はすごく
おいしいです。」

　3.2．「現場指示」と「文脈ありの現場指示」
          の違いについての考察

　次に dà、hòと ʔɛd́àの性質を確認しながら、「現場
指示」と「文脈ありの現場指示」の違いを考察する。
なお、以下に考察する（13）～（18）の例はいずれも話
し手の判断を示して相手に同意を求めたり念を押した
りする意味を表す場合に用いられる終助詞=lèや=pɔ̂

などを伴うことによって「文脈ありの現場指示」用法
として用いることができる11。ただ、（13）～（18）の中
で ʔɛd́àを用いて指し示す例の（17）と（18）は=lè

や=pɔ̂を伴うことなしにも「文脈ありの現場指示」
用法として使用できることが特徴である。

　●　現場指示用法 （近称）
　(13) dà　　tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ=p̬à       ʔăkò-cí̬=hû

　　　DÀ　  son-eldest=plt       brother-aug=quot 

　　　tòtò-hyíɴhyíɴ=p̬ìɴ   meiʔsʰɛʔ-pé=t ̪ì̬.

　　　 short-easy=foc         introduce-give=vs.rls

（父がおれの肩を掴んで）「これは長男だよ、お
にいさん」と手みじかに紹介してくれた。

Ma Sandar (2012: 6)一部改変

　(14) dà        pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂          bɔṕìɴ=p̬à.

　　　DÀ       erase=aux=attr.rls ball-point pen=plt

　　　「これは消せるボールペンです。」

　（13）は父親が隣にいる息子を上司に直接紹介する
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場面、（14）は話し手が対象物を手に取って dàを
用いて聞き手に向かって初めて紹介する場面であ
る。

　●　現場指示用法　　　　　　　　　（遠称①）
　(15) hò=hà tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ=p̬à ʔăkò-cí̬.

　　　HÒ=fn son-eldest=plt brother-aug

　　　「あれは長男だよ、おにいさん。」
Ma Sandar (2012: 6)一部改変

　(16) hò=hà pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬̂

　　　HÒ=fn erase=aux=attr.rls

　　　bɔṕìɴ=p̬à.

　　　 ball-point pen=plt

　　　「あれは消せるボールペンです。」

　（15）は父親がやや離れているところにいる息
子を上司に紹介する場面、（16）は話し手が hòを
用いてやや離れているところの対象物を指す場面
の例である。

　●　文脈ありの現場指示用法　　　　（遠称②）
　(17) (7)再掲
　　　ʔɛd́à   tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ=p̬a  ʔăkò-cí̬=hû

　　　ÉDÀ   son-eldest=plt     brother-aug=quot

　　　tòtò-hyíɴhyíɴ=p̬ìɴ meiʔsʰɛʔ-pé=t ̪ì̬.

　　　short-easy=foc introduce-give=vs.rls

（父がおれの肩を掴んで）「それは長男だよ、
おにいさん」と手みじかに紹介してくれた。

Ma Sandar (2012: 6)

　(18) ʔɛd́à   pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂          bɔṕìɴ=p̬à.

　　　ÉDÀ   erase=aux=attr.rls    ball-point pen=plt

　　　「これは消せるボールペンです。」

　（17）と（18）は、話し手が自分に接近してい
る指示対象を ʔɛd́àを用いて指す場面の例である。
（17）は父親が息子を上司に紹介する場面である

トゥザ　ライン

が、やや離れているところにいる息子を近くに呼ん
で、息子の肩を掴みながら上司に紹介した場合である。
（18）は、話し手は談話の冒頭で聞き手の見たことの
ない対象物を手に取って聞き手に向かって ʔɛd́àを用
いて言った場合である。この（17）と（18）のよう
に話し手が近くにあるものを ʔɛd́àを用いて指し示し
た場合、この動作の裏にはなんらかの文脈情報がある
とみられる。（17）の場合、聞き手である父親の上司
は父親の長男と一度も面識がなかったものの、長男が
いることやその長男は工業大学に通っていることなど
を発話開始時の前から父親を通して知っている。（18）
の場合も、消せるボールペンがある現場に到着する前
に話し手は聞き手にこのようなボールペンがあるとい
うことを話したとのことが前提になる。言い換えれば、
現在の発話は過去の文脈情報によるものであり、現在
の発話場面に具体的な先行文脈が現れなくても、その
発話の背景にはある特定の文脈が存在している、とい
うことである。
　このような例は、日本語の指示詞にも見られる。日
本語の現場指示（直示）に分類される場合での「コレ」
は単純な現場指示用法では説明できない場面がある。
例えば、日本語の「コレ」を用いて現場・眼前にある
指示対象をいきなり「コレだ」と言って指し示した場
合である。この場合の「コレだ」は「正にコレだ」と
いう意味なので、その指示対象の同定には言語的先行
文脈があるはずである。単純に現場指示とは認めがた
い。「コレこそ」の場合も同様である。
　以上の（13）～（18）で示したように、現場指示用
法と文脈指示用法が区別できない場合もある12。ʔɛd́ì/ 

ʔɛd́àと hò/ hòhàについて注目すべきことは、（4）～（6）
のような現場指示用法の場合 ʔɛd́ìと hòが交替可能で
あるのに対し、（17）と（18）のような現在の発話の
背景に文脈があると想定される「文脈ありの現場指示」
用法の場合、ʔɛd́àを hòhàと交替することは不可能で
ある点である。

　以上、「文脈ありの現場指示」用法を用いることに
よって、これまで心理的な要因だけでは説明できな
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かった ʔɛd́àが言語学的なアプローチからも説明でき
るようになる。なお、場所を直接指し示す場合すなわ
ち対象物が場所であった場合にはこのような「文脈あ
りの現場指示」用法は見られない。なぜならば、事物
などは指し示す役割をする発話者より先に現場に存在
することが可能であるが、現実の場というのは発話者
が現れて初めて規定されるものであるからである。

　3.3．「心理的な要因」と「文脈ありの現場
          指示」の区別についての考察

　最後に、2.2で述べた「心理的な要因」と「文脈あ
りの現場指示」をどう区別されるかという疑問につい
て考えてみる。その理由の一つとしては指示対象が
「物」であるか、「人」であるかということが挙げられる。
「物」であった場合、「文脈ありの現場指示」用法を選
択する。「人」であった場合は「文脈ありの現場指示
と心理的」の両方の用法が考えられる。このように両
方考えられる場合、物理的な距離で判明できる場合と
そうでない場合とで区別されていると考えられる。（4）
～（6）のように実際に話し手から離れているところや
その場にある対象物を指し示すような場合は物理的な
距離であると判断できる。一方、（17）と（18）のよ
うに眼前にある指示対象を直接指し示す場合に dà（近
称）ではなく、ʔɛd́à（遠称②）が用いられる場合があ
り、このときには物理的な距離ではなく、潜在的な先
行文脈があると考えられる。つまり、現場指示と文脈
指示の機能が同時に働いていると考えられる。ただし、
ʔɛd́àがこのように対象物の性質によると思われるの
は 3.2に述べたように=lèや=pɔ̂を伴わない場合のみ

ビルマ語の現場指示における特定の文脈を持つ用法について

表 3　ビルマ語の現場指示の分類
現場指示 文脈ありの現場指示

位置 非位置
非位置

=lè/=pɔ̂を伴う =lè/=pɔ̂を伴わない

近称 dì dà dà

ʔɛd́à遠称① hò hòhà hòhà

遠称② ʔɛd́ì ʔɛd́à ʔɛd́à

有効である。

　以上のことから、ビルマ語の現場指示を表 3のよう
に整理することができる。

4．情報構造からみた「文脈ありの現場指示
     用法」の性質

　3章で示したように（17）と（18）は現場にいる、
あるいは、ある対象を直接指し示す場面の発話である
が、この（17）と（18）の発話内には指示詞 ʔɛd́àが
指している内容と一致する具体的な同一指示が存在し
ない。言い換えると、ʔɛd́àが指している具体的な対象
は発話時点に話し手と聞き手の視点が関与できる空間
内には存在しない。ʔɛd́àが指している対象は、話し手
と聞き手のあいだで共有している情報ではあるが、聞
き手にとってはまだ見たことのないものである。完全
に文脈（前方照応）とは言えず、単純に現場指示とも
認め難い（半文脈・半直示）用法である。そのため、
本稿では、仮に竹内（2003: 530）による文脈効果（context 

effect）13という概念での「文脈」という定義を採用し、
便宜に「文脈ありの現場指示」という用法を用いて論
を進めてきた。
　この「文脈ありの現場指示」用法は、話し手と聞き
手のあいだで共有している知識である既知のことを述
べるという点で、情報構造の「旧情報」14の考え方と
非常に似通っている場合があるが、「旧情報」とは以
下のような点で区別したほうがよいと考えられる。
　（17）での「ʔɛd́à tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ=p̬à（これは長男です）」
は「tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ（長男）はこれです」という意味では
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なく、「私があなたに言ったことのある tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ（長
男）というのは現在のこの人（これ）です」という意
味で使われているものである。この発話での旧情報は
tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ（長男）のことであり、ʔɛd́àは聞き手にとっ
て知られていない新情報（話し手による現場での新た
な発話が成立して初めて知った情報）である15。同様
に、（18）での「ʔɛd́à pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂bɔṕìɴ=p̬à（これは
消せるボールペンです）」も「pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂bɔṕìɴ（消
せるボールペン）はこれです）という意味ではなく、
「私があなたに言ったことのある pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂bɔṕìɴ

（消せるボールペン）というのは今ここにあるこの類
のものです」という意味で使われているものである。
ただ、（17）での ʔɛd́àは tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ（長男）という
個別性の高い人間を指しているため、指し示される対
象（被対象）は tá̪-ʔăcís ̬h óuɴ（長男）以外の指示対象
と代替することはできない。これに対し、（18）での
pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂bɔṕìɴ（消せるボールペン）は個別性の
ない物であるため、この場合、特定の pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂

bɔṕìɴ（消せるボールペン）を指しているのではなく、
総称の pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂bɔṕìɴ（消せるボールペン）を意
味していると考えなければならない。

5．まとめ

　本稿では以下の二つの提案をした。一つは 2章の 2.1

で示したように、ʔɛd́ì/ ʔɛd́àは遠称の hò/ hòhàと交替
できる場合があり、現場指示として用いることである。
3.1でこの二つの形式の使い分けがどのようになされ
るかを考察した。
　もう一つは、第一の提案に一見反すると思われる、
近くの対象物を指す ʔɛd́ì/ ʔɛd́àについての考察で、こ
れらの用例の分析を 2章の 2.2で行った。その結果、

これまでよく知られている現場指示（直示）と文脈指
示という用法の分類基準のみで ʔɛd́ì/ ʔɛd́àを説明する
には不充分であることが分かった。本来現場指示は先
行文脈を許さない、現場・眼前にある指示対象を何の
前提もなしに直接指し示す。しかしながら、ビルマ語
の ʔɛd́ì/ ʔɛd́àという指示形式には、これまでの現場指
示の基準に従って説明できる場合もあれば、そうでな
い場合も観察される。後者はこれまでのビルマ語研究
で指摘されたことのない現象であり、このような例は
日本語の指示詞「コレ」にも見られる（3.2を参照）。
　以上、口語ビルマ語の指示詞の現場指示機能を再検
討し、ʔɛd́ì / ʔɛd́àに現場指示用法があることを示した。
また、現場の指示対象を直接に指し示す場合に用いら
れる指示詞は発話の冒頭に置かれて使用されたとして
も、単純に現場指示（直示）とは認めがたい潜在的
な先行文脈を受ける例があるということを指摘した。
従って、ʔɛd́ì/ ʔɛd́àには ʔɛd́ì/ ʔɛd́àが従来言われていた
ように文脈指示のみを持つものではなく、「現場指示
用法」と「文脈ありの現場指示用法」があるというこ
と、と指示用法の分類基準に現場指示（直示）と文脈
指示のほかに「文脈ありの現場指示」用法があるとい
うことを提案したい。
　本稿ではビルマ語の用例や実例のみを分析の対象と
して、指示の二大用法のほかに「文脈ありの現場指
示」用法を設けることを提案した。今後は通言語的な
指示詞の体系を類型的に調査した上で、このような特
定の文脈を持つ指示用法の現れ方について明らかにし
たい。また、本稿で少ししか触れることのできなかっ
た指示詞と終助詞=lèや=pɔ̂との特徴的な分布はビ
ルマ語を研究する中で重要なものであり、さらに追究
する必要がある。
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略号
-:形態素境界，=: 接語境界，/: 自由交替，abl: 奪格（ablative），acc:対格（accusative），all:向格（allative），
attr.: 限定節標識（attributive clause marker），aug: 指大辞（augmentative），aux: 助動詞（auxiliary），
conjn: 接続助詞（conjunctive particle），dim: 指小辞（diminutive），exp: 経験（experience），fn: 形式
名詞（formal noun），foc: 焦点標識（focus marker），fp: 終助詞（final particle），loc: 所格（locative），
nc.:名詞節標識（noun clause marker），neg: 否定（法）（negative(mood)），nom: 主格（nominative），
obl: 斜格（oblique），m: 男性用語（Male speakers），past: 過去時（格）（past time(case)），plt: 丁
寧（politeness），q: 疑問助詞（question particle），quot: 引用標識（quotation marker），rls: 叙述法
（realis(mood)），vs: 動詞文標識（verb sentence marker）
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註 

 1 ビルマ語はミャンマー連邦共和国の唯一の公用語で、主として日常発話に用いられる口語体と専ら書記
に用いられる文語体とがある。

 2　本研究での音韻表記は岡野（2008）に従う。頭子音（阻害音） p-, pʰ-, b-; t-̪, d-̪; t-, tʰ-, d-; s-, z-; c-, cʰ-, j-; k-, 
kʰ-, g-、（共鳴音） m-, hm-; ny-, hny-; n-, hn-; ŋ-, hŋ-、（その他）ʔ-, h-、介子音 -y, -w、母音（単母音）-a, -i, 
-u, -e, -ɛ, -ɔ, -o、（二重母音） -ai, -au, -ei, -ou、末子音 -ʔ, -ɴ、声調 –̀(22), –́(44), –̂(41)（軽声音節）-ă。頭子音
の規則的有声化については - ̬で示した。

 3 hăwàあるいは hăhwàという形式はものを表す場合のほかに名前を思い出せない場合など、人を表す呼び
かけ語としてもよく使用される。その他に hòdíɴ、hòʔouʔsàの形式もみられる。

 4 ʔɛd́ìは使用場面によっては hòとニュアンスが異なる場合もあるが、（4）～（6）に見られるように物理的距
離から見て同じところにある同一の対象を指し示す場合に遠称①の hòと交替できることから、本稿では
仮に遠称②と呼ぶことにする。

 5 /ʔɛ-́/の起源は “[colloq]word interposed when groping for words”、言葉を模索する際に挿入する口語表現で
ある。（Myanmar-English Dictionary (2001: 615)）

 6 /hɔ-́/の起源は “expression indicating surprise”、驚きを表す表現である。（Myanmar-English Dictionary (2001: 
529)）

 7 引用文献内の音韻表記は本稿の方式に統一してある。
 8 用例の場合、台詞を「立体」、地の文を「斜体」で示す。
 9 ◦dà=léの例
 　dà=lé lòc̬h ìɴ=laiʔ=tà.
 　DÀ=dim want=aux=nc.rls

 　「これ、ほしいなあ。」
	 ◦ʔɛd́à=cíの例
 　ʔɛd́à=cí̬ mă=lòc̬h ìɴ=bú.
 　ÉDÀ=aug not=want=neg

 　「それ、ほしくない。」
10 林（2003: 291-292）では「直示用法にはしばしば代名詞、指示詞、副詞が直示的表現（deictic terms）と

して使われるが、このような表現がすべて直示の用法になるわけではない（Levinson 1983）。たとえば、
You can never tell that in advance.やWe are not naturally bad.では、直示的表現である you, weはいずれも
一般的な人を指し、直示の用法ではない。また、Marry went to the store but she did not buy anything there.
における sheは、『前方照応』（anaphoric）な使われ方であって直示の用法ではないとされる（Levinson 
1983）」という記述がみられる。

11 例えば、以下のような例である。
 　(14)' dà=lè/pɔ.̂   pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂           bɔṕìɴ=sʰòtà̬.
 　          DÀ=fp         erase=aux=attr.rls ball-point pen=called

 　　　「これだよ。消せるボールペンというのは。」
 　(16)' hò=lè/pɔ.̂ pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂ bɔṕìɴ=sʰòtà̬.
 　          HÒ=fp erase=aux=attr.rls ball-point pen=called

 　　　「あれだよ。消せるボールペンというのは。」
 　(18)' ʔɛd́à=lè/pɔ.̂　pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂ bɔṕìɴ=sʰòtà̬.
 　          ÉDÀ=fp 　  erase=aux=attr.rls ball-point pen=called

 　　　「それだよ。消せるボールペンというのは。」

 また、終助詞=lèは現場にある対象物を直接指し示して新情報として導入させる場合にも用いられる。
 　(14)'' dà      pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂           bɔṕìɴ=lè.
 　           DÀ      erase=aux=attr.rls       ball-point pen=fp

 　　　「これは消せるボールペンだよ。」
 　(16)'' hò　   pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂ bɔṕìɴ=lè.
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 　           HÒ erase=aux=attr.rls ball-point pen=fp

 　　　「あれは消せるボールペンだよ。」
 　(18)'' ʔɛd́à pʰyɛʔ=yâ=tɛ̬ ̂ bɔṕìɴ=lè.
 　          ÉDÀ erase=aux=attr.rls ball-point pen=fp

 　　　「それは消せるボールペンだよ。」
12 なお、本稿で考察する「文脈ありの現場指示用法」とは扱う内容が違うが、代用表現（pro-nominal, pro-loc-

ative）が同時に直示的かつ照応的な用法であるという直示的表現と照応的表現の両方の用法が使われると
いう指摘がある（Lyons 1977: 676）。

13 単語や文の記憶及び理解に対して、文脈が与える促進効果のこと。この場合、文脈には言語的なものだ
けではなく、記憶とその再生時の環境、会話参加者の発する非言語情報、話題に関する背景知識なども
含まれる（竹内 2003: 530）。

14 旧情報とは、話し手が聞き手に情報を伝達する際に、聞き手がすでに有していると考える世界観のこと
であり、話し手が意思伝達を始める際の前提となるものである（西岡 2003: 283）。

15 これは、英語などでみられる文頭の要素に強勢（stress）が置かれるような現象と似ているし、ビルマ語
にも似たような現象が観察されるけれど、本稿で扱った（17）と（18）の例は音声的な強調の有無が本
文には影響しない。
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