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ビルマ語文法・2 年次 

口語体ビルマ語の文法概観(1年次の復習) 
 

・口語体…通常の話し言葉で用いられるビルマ語の形式(スタイル)｡これに対立する形式は､格調高い文

学作品や公文書などで用いられる文語体である｡ 

 

☆動詞文と非動詞文 

・動詞文…動詞句＋文をつくる小辞という基本構造を持つ文｡大きく分けて､言い切り･疑問の文と､要求･

祈願の文に分けられる｡(例中の-φは､目に見えない｢文をつくる小辞｣を表す記号と思われたし｡) 

 言い切り emAN'emAN' dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'pàty'| mwy'pàBU:/ 

 疑問 emAN'emAN' dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'pàslA:| mwy'BU:lA:/ 

 要求 (KN'bYA:|ÔHN') dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'pàφ| mwy'pànX./ 

 (kYenA'|kYm) dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'pàrecφ| mwy'pàrecnX./ 

 (sU) dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'pàecφ| mwy'pàecnX./ 

 (kYenA'tui.|kYmtui.) dIcAaup'CuiN'mHA eRmpuM wy'Ùkpàcui.φ/ 

 祈願   kYn':mApàecφ/ NrX mkYpàecnX./ 

 

・非動詞文…上記の基本構造を持たない全ての文｡1年次で学習したのは､次のようなものである｡ 

 名詞(句)を述部とする文(名詞文)  kYenA' tk°suil'ekYAN':sA:pà/ sU Rmn'mAlUmYái:lA:/ 

 格句を述部とする文 smÆthuity' dInA:mHAlA:/ dIekYAN':sU Ôup'ÔHN'mN':smI:luipX/ 

 引用文を述部とする文 By' sWA:mlui.lX/ -- aN':yA:kn' sWA:mlui.pà/ 

 名詞化節を単独で用いる文(-tA|-mHA文) kYm ömi.TXk (8)-kA:nX. Rpn'lAtApà/ 

 

★動詞句の構造 動詞をとりまく要素(１つとは限らない) － 動詞 

・動詞をとりまく要素 

 格句(名詞句＋格句をつくる小辞) kYenA' sUnX. eÔôPA:TmN':CuiN'mHA  FcA cA:-(ty'/) 

※小辞を伴わない主語･対象の補語も､格句の特別な場合として扱う｡(つまり､要求の文の場合と同じ

ように､目に見えない｢格句をつくる小辞｣-φを伴うものと考えるわけだ｡) 

 格句(名詞句＋格名詞)   emAN'emAN'äatWk' dIlui cit'mpU:-(pànX./) 

 格句(名詞化節＋格句をつくる小辞)  mnk'Pn' ekYAN': tk'rmHA(kui) msi-(BU:/) 

 従属節(動詞句＋従属節をつくる小辞) elyAf'lk'mHt' mrÓuiN'rN' gWkY-(my'/) 

 引用要素(いろいろな要素＋引用を表す小辞) dIen. ¦F'äsF' lAmy'lui. eRpA-(slA:/) 

 

☆名詞句の構造 名詞をとりまく要素(１つとは限らない) － 名詞 

・名詞をとりまく要素 

 名詞修飾形(指示名詞･人称名詞の)  dIcAait'| By'lWy'ait'| sU.puik'CMait' 

 格句(名詞句＋格句をつくる小辞)  Rmn'mARpF'k ekYAN':sA:| sU.lui lUmYái: 

 名詞修飾節(動詞句＋名詞修飾節をつくる小辞) sip'eKYAtXä min':kel:| 

  eKW:k kuik'tXä eÙkAN'| KN'bYA: tF':my'. huity'| kYm lAÓuiN'tXä aKYin' 

1 



口語体ビルマ語の文法概観 

 

★ビルマ語の語類とその下位分類 

 

  文法的 主動詞………動詞句の中心として働く  

  働きから 副詞的動詞…前から主動詞を修飾する puiekAN':- 

  みた分類 補助動詞……後から主動詞を補助する RmF':ÙkF'ä- 

   単純動詞……それ以上分解できない動詞 cA:-| ekAN':- 

  語の組み 複合動詞……複数の動詞が合わさってできた動詞 

 動詞類(Ｖ) 立てから  ehAeRpA-| ea:KYm':-| er:tt'-| cI:KYN'- 

  みた分類 NVイディオム…N＋Vの組合せが熟語化したもの 

    lm': elóAk'-| lk' KM-| cit' Fc'- 

  意味的 状態動詞……状態やものの性質などを表す 
  性質から 動態動詞……動作や変化といった動きのある出来事を表す 

内容語類  みた分類 
(語彙的内容 

 を持つ形式)   主名詞………名詞句の中心として働く 

  文法的 副詞的名詞…単独で動詞を修飾する Kx ecAN'ä- 

  働きから 数量名詞……後から名詞句を数量限定する lU teyAk' 

  みた分類 格名詞………名詞句を取って格句をつくる alup'atWk' 

   単純名詞……それ以上分解できない名詞 eRm| er| tk°cI 

  語の組み 複合名詞……名詞や動詞が合わさってできた名詞 

 名詞類(Ｎ) 立てから  mnk'cA| ekYAN':sA:| cAem:pWX| lup'nF': 

  みた分類 派生名詞……接辞･重複などの手段によって動詞から 

        つくられたもの alup'| ekAN':ekAN': 

  意味的性質 普通名詞･固有名詞･人称名詞･指示名詞･局所名詞･ 
  からみた分類 様態名詞･数名詞･計数名詞･計量名詞など 

 

   文をつくる…-ty'|-my'|-ÚpI|-BU:|-nX.|-φなど 

   名詞修飾節をつくる…-tXä|-my'ä 

  ｢つくる｣小辞 名詞化節をつくる…-tA|-mHA 

   従属節をつくる…-lui.|-rN'|-epmy'ä|-ÚpI:など 

   格句をつくる…-kui|-mHA|-k|-nX.|-φなど 

 小辞類  話し手のモードを表す…-lA:|-pà|-(pà)recなど 

  ｢表す｣小辞 談話の流れを表す…-lF':|-mH|-pXなど 

機能語類   引用を表す…-lui. 

(文法的機能  ｢補助する｣小辞 動詞を補助する…-luik'|-Ùk|-r|-es:など 

 を担う形式)   名詞を補助する…-ÛkI:|-kel:|-etW|-elAk'など 

 

 接辞類 否定のm-| 動詞から名詞を派生させるa-など 
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ビルマ語文法・2 年次 

第１課 動詞をとりまく要素(1)：格句 
 

 
 
 1 年次のポイント （1 年次第 3 課）

・補語(動詞の意味を補足する要素)の表現(Ｎは名詞句を表す) 

Ｎ-φ|-kui <対象>(-φは｢目に見える要素が何も現れない｣ということを表す抽象的な記号) 

kYm mun'.hN':Kà: cA:ty'/ sU.kui KYc'ty'/ 

emAN'emAN' eKW: eÙkAk'ty'/ eKW:kui emAN'emAN' eÙkAk'ty'/ 

    KN'bYA:kui cAaup' ep:ty'/ 

 

 Ｎ-mHA <位置>  Ｎ-kui <着点>  Ｎ-k <起点> 

場所 ある･いる･する場所 移動後行き着く場所 移動前にいる場所 
 rn'kun'mHA enty'/ rn'kun'kui erAk'ty'/ rn'kun'k KWAty'/ 

時間 出来事の起こる時間    出来事の始まる時間 
 (1)-nArImHA lAmy'/    (1)-nArIk cmy'/ 

 

・主語の表現 

Ｎ-φ(普通の主語) Ｎ-k(際立たせられた主語) 

 

 

・-kui|-mHA|-kおよび-φは､名詞句と結び付いて新しい句をつくる｡これらの小辞によってつくられる

句を､このテキストでは格句と呼ぶ｡格句は､動詞の主語･補語および名詞の修飾要素として働く｡ 

 

 

１．格句をつくる小辞 

1.1. -eJY 
<主語･対象の相手>｢…と｣ 

'Duav; olYtazeJY qifw,f/ tpfudk tysKduav;wa,mufeJY awGYw,f/ 

a&aEG;udk a&at;eJY a&myg/ rr rjzLeJY 'DtaMumif;  aqG;aEG;w,f/ 

<主語が伴う人･もの>｢…と､をもって｣ 

rpdef armifarmifeJY ajreDukef;aps;udk oGm;0,fw,f/ 

armifb "gwfrD;eJY ajrwdkufudk qif;oGm;w,f/ 

<道具>｢…で､によって｣ 

usaemf wcgwav azmifwdefeJY pm a&;w,f/    &xm;eJY oGm;rvm;/ um;eJY oGm;rvm;/ 

<原因>｢ので｣(-wmによる名詞化節の後につく) 

tvkyf rsm;wmeJY awmfawmf yifyef;oGm;w,f/     zsm;aewmeJY ausmif; roGm;bl;/ 
ag•ln'RpF'mHA aÙkAÛkI: enKXätAnX. ag•lip'ckA: ekAN':ekAN': tt'ty'/ 

<価格>｢で｣ 

'DqdkifrSm ypönf; tm;vkH;udk avQmhaps;eJY a&mif;aew,f/ 

<様態>(出来事の起こる様子を描写する表現につく) 

ol uwdkufu½dkufeJY [dkbufudk ajy;oGm;w,f/     [dkoGm;'DoGm;eJY tvkyf½IyfaewmbJ/ 
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第１課 動詞をとりまく要素(1)：格句 

 

1.2. -aMumifh <原因･理由>｢…ゆえに､によって､ので｣ 

armifarmifaMumifh usaemf pdwfnpf&w,f/    t&ufaMumifh armifarmif a&m*g&w,f/ 

ivsifaMumifh olYrdom;pk 'ku©a&mufw,f/     'gaMumifh usr apmapmu ajymxm;wm/ 

jyifopfjynfrSm tMumBuD; aecJhwmaMumifh jyifopfpum; ajymwwfwm r[kwfbl;/ 
 

1.3. -rdkY <理由>｢…ので｣(名詞句または-rSmによる名詞化節の後につく) 

ol w½kwfvlrsKd;rdkY bmrqdk pm;r,f xifw,f/ 

'DaeY bPfwdkufu ydkufqH xkwf&rSmrdkY twef; rwufEdkifbl;/ 
 

1.4. -u 

<提供する人>｢…から｣(qD｢ところ｣と共に) 

OD;av; ukdkae0if;qDu wDADpuf 0,fw,f/  olYqDu 'Dowif; Mum;w,f/ 

<過去の時> 

(1948)-ckESpfu jrefrmjynf vGwfvyfa&; &NyD/  cf. (1948)-ckESpfrSm… 

[dka½S;a½S;wkef;u tbdk;BuD;eJY tbGm;BuD; ½Sdw,fwJY/ 
 

 

２．動詞の意味と補語 

※動詞はその意味によって､完全な文をつくるために必要となる補語の種類が決まってくる｡例えば､

人やものの移動を表す動詞は､移動する人やものを主語とし､その他に移動の着点を表す補語を必要と

する｡(ただし､話し手と聞き手の間で了解が取れていれば､主語･補語ともに省略できる｡)それぞれの動

詞がどんな補語を必要とするかは､動詞の意味･用法についての知識の重要な部分を占める｡ 

※補語が全て必須のものとは限らない｡-nX.による道具の補語は多くの場合､随意的なものである｡また､

-mHAによる位置の補語は､ものが存在する場所を表す場合には必須的だが､出来事の起こる場所や時間

を表す場合には随意的である｡ 

 

・対象の補語を必要としない動詞(自動詞)とする動詞(他動詞) 

自動詞pyf-?½Sd-?ao-?usuf-?ydwf-?idk- etc.  他動詞pm;-?owf-?csuf-?ydwf-?cspf-?od- etc. 

 

・２つの対象補語(人ともの)を必要とする動詞…広い意味での｢受け渡し｣の動詞 

   ol oli,fcsif;udk rkefY auR;w,f/    usr ½Sifhudk "gwfykH jyr,f/ 
 

・着点の補語を必要とする動詞…移動を表す自動詞､および移動を引き起こす動作を表す他動詞 

自動詞ol tcef;xJudk 0ifw,f/ 他動詞ol *syefjynfudk tbd"mef ydkYw,f/ 
 

・位置の補語を必要とする動詞…存在を表す自動詞､および位置付けの動作を表す他動詞 

自動詞'Dpmtkyf vG,ftdwfxJrSm ygw,f/ 他動詞ol pm;yGJay:rSm OD;xkyf xm;w,f/ 
 

・起点の補語を必要とする動詞…移動や｢隔たり｣を表す自動詞､およびそれに対応する他動詞 

自動詞ucsifjynfe,f[m &efukefu a0;w,f/ 他動詞ol tdwfxJu vufudkifyk0g xkwfw,f/ 
 

・相手の補語を必要とする動詞…２つのものの合一･分離を表す自動詞､およびそれに対応する他動詞｡

例は1.1.を見よ｡ 
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ビルマ語文法・2 年次 

第２課 動詞をとりまく要素(2)：従属節とその応用表現 
 

 
  1 年次のポイント （1 年次第 9 課）

-vkdY <理由>｢…から､ので｣  (慣用表現で)<単なる接続> 

  qD rsm;vkdY 'D[if; rBuKdufbl;/  pm;vkdY aumif;w,f/  0ifvkdY r&bl;/ 

-epmy'ä<逆接>｢…が､けれども｣ 

  tnArIekYA'ekYA' emAN'Bkui ecAN'äepmy'ä sU mlABU:/ 

-&if <仮定･条件>｢…たら｣   cf. 事実に反する仮定の例 

  tm;&if vmvnfyg/   raeYu rcifat; vmcJh&if ykdaumif;r,f xifw,f/ 

-jyD; <出来事の継起>｢…て(から)｣ 

  aps;u qefwjynfavmuf 0,fjyD; um;eJY jyefvmw,f/ 

-atmif <目標>｢(…になる)ように｣  (r-V)-bJ <付随しない出来事>｢…ずに､ないで｣ 

  ol em;vnfatmif ½Sif ajymjyyg/  rkd;&moDrSm xD; rygbJ tjyif rxGufygeJY/ 
 

・動詞句＋つくる
．．．

小辞によってつくられる単位 

 (動詞)文 文をつくる小辞-w,f?-r,f?-jyD?-φ/ -bl;?-eJY(否定の動詞とともに)等による｡ 

 名詞化節 名詞化節をつくる小辞-wm?-rSmによる｡ 

 名詞修飾節 名詞修飾節をつくる小辞-wJh?-r,fhによる｡ 

従属節   従属節をつくる小辞については｢1年次のポイント｣および本文を参照｡ 

 

※動詞句＋名詞によってできた複合名詞(後に学習)の中にも従属節的に用いられるものがある｡ 

 

 

１．従属節をつくる小辞 

1.1. -rS <十分条件(only if)>｢…てはじめて､…てやっと､…てこそ(～する)｣ 

(裏をとって｢…ないうちは､なければ(～しない)｣と訳した方がわかりやすいこともある) 

raeYnu rkefY trsm;BuD; pm;rS nDrav; auseyfw,f/ 

ig;Budrf jyefzwfrS t"dyÜA,f em;vnfw,f/ 

½Sifu usrukd tultnD ay;rS 'Dtvkyf jzpfr,f/ 

*syefpm aumif;aumif; wwfrS *syef,Ofaus;rIukd oduRrf;Ekdifw,f/ 
 

1.2. -&if; <主文の出来事に平行して起こっている出来事>｢…間に､…ながら｣ 

oDcsif;BuD; em;axmif&if; jrefrmjynftaMumif;ukd pdwf ul;,Ofaew,f/ 

nDtpfukdESpfa,muf pOf;pm;&if; zkd;0gu tMuHwck &w,f/ (armifom&) 

wDAD Munfh&if; xrif; rpm;ygeJY/  oGm;&if; vm&if;eJY t&rf; Akduf qmvmNyD/ 
 

1.3. (r-V)-cif <主文の出来事の後に来る出来事>｢…前に､…ないうちに｣ 

xrif; rpm;cif vuf aq;w,f/  &efukef rajymif;cifu b,frSm aeovJ/ (Okell) 

(11)-em&D rxkd;cif tdrf jyef&r,f/   (21)-&uf rwkdifcif pmtkyf ykdYr,f/ 
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第２課 動詞をとりまく要素(2)：従属節とその応用表現 

 

1.4. (r-V)-rcsif; <主文の出来事が持続するタイムリミット>｢…まで｣ 

oli,fcsif;wa,muf wkdusKdukd rjyefrcsif; usaemYtdrfrSm wnf;w,f/ 

tdyfraysmfrcsif; tukefvkH; pOf;pm;xm;w,f/ (Okell) 
 

1.5. -etAä <新しい局面への導入> (動態動詞とともに)｢…すると､したら(仮定の意味ではない)｣ 

jrKdUxJukd oGm;awmh 'Dpmtkyf awGYcJhw,f/ 

(状態動詞とともに)｢…(だ)と､…(だっ)たら｣ ※仮定の-rN'とほとんどかわらない場合もある｡ 

tkdufaeawmh aeYwkdif; a&cJrkefYyJ pm;aew,f/         eÙkAk'tt'etAä rn'kN':ty'/ 

(emAN'sAr) 

1.6. (VV)-csif; <主文の出来事のすぐ直前に来る出来事>｢…とすぐに､直後に｣ 

armifarmifeJY rr awGYawGYcsif; cspfoGm;Muw,fwJY/ 

&efukefukd a&mufa&mufcsif; wa,mufwnf; bwf(pf)um; rpD;wwfbl;/ 
 

1.7. VV <譲歩>  (VV1 VV2の形で)｢V1てもV2ても｣ 

rkd; &Gm&Gm ae ylyl pufbD; pD;oGm;wmbJ/ (Okell)     twef; ½Sd½Sd r½Sd½Sd ausmif;rSm awGYMupkdY/ 

'DqkdifrSm xrif; jzpfjzpf rkefY[if;cg; jzpfjzpf pm;Ekdifw,f/ 

(b,f?bmを含む表現と共に)｢(誰､何､どこ､どの～etc.)…ても｣ 

b,foleJY awGYawGY ol twif; &ef½Smwwfw,f/     bmrkefY jzpfjzpf pm;csifw,f/ 

b,fukd oGm;oGm; olYoli,fcsif; ½Sdw,f/      b,fESpfBudrf ac:ac: ol rxl;bl;/ 
 

 

２．格句相当の従属節その他の表現 

2.1. -u vGJNyD;?-u vGJvkdY｢…を除いて｣  -u vGJ&if ｢を除けば｣ 

ukd0if;armifu vGJNyD; tm;vkH; rSm;w,f/       ig;ydu vGJ&if wjcm; bmrS r½Sdbl;/ 
 

2.2. -eJY ywfoufNyD;?-eJY ywfoufvkdY｢…に関して｣  -eJY ywfouf&if｢…に関して言えば｣ 

tarT;tBuKdifeJY ywfoufvkdY ArmvlrsKd;ukd rar;ygeJY/ 

ol bmoma&;eJY ywfouf&if acgif;rmw,f/ 
 

2.3. -u pjyD; ｢…から(始めて)｣(時の表現とともに) ； ｢…を始めとして｣ 

'DaeYu pNyD; ygVdpm oifwmyg/    qDjyef[if;u pNyD; jrefrm[if;rsKd;pkH csufwwfw,f/ 
 

2.4. -nX. tÚpiáN'tF': ｢…と同時に｣(多く-wmによる名詞化節とともに) 

&xm;u blwm½kHukd qkdufwmeJY wÚy iáifwnf; ol qif;oGm;w,f/ 
 

2.5. -u ae(NyD;) ｢…から｣         ※ae(NyD;)には積極的な意味がない｡ 

jywif;aygufu ae(NyD;(awmh)) 'Dbufukd Munfhaew,f/ 
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ビルマ語文法・2 年次 

第３課 動詞をとりまく要素(3)：格名詞句(格名詞によってつくられる格句) 
 

 
 
 1 年次のポイント （1 年次第 8 課）

-twGuf <動機><目的><原因><判断の観点>｢(…の)ため｣｢(…の)せい｣｢(…に)とって｣ 

 oli,fcsif;awGtwGuf vufaqmiftrsm;BuD; 0,f&w,f/      'DtwGuf usaemf tem;r,lEkdifbl;/ 

-twkdif; ｢(…に)沿って､従って｣｢(…の)通り､(…の)まま｣ 

 tjzpftysufukd trSeftwkdif; ajym&yghr,f/       xkH;pHtwkdif; 0atmif xrif;[if; auR;w,f/ 

-tjyif ｢(…の)ほか､以外｣ 

 olYtjyif usKdufxD;½kd;ukd ra&mufbl;bl;/  'djyif bmtvkyfrS r½Sdbl;/ 

-vkd ｢(…の)よう｣ 

 olYvkd oDcsif; qkdwwf&if aumif;r,f/  Armvkd wwfcsif&if ArmvkdbJ ajymyg/ 

-txd <範囲の上限>｢…まで｣ 

 (1:10)-u  (2:40)-txd twef; ½Sdw,f/  pmrsufESm-(150)txd zwfNyD;ygNyD/ 

-xuf <比較の対象>｢…より｣ 

 ,kd;',m;ypönf;u w½kwfypönf;xuf aumif;w,f/      'Dxuf aumif;wJh qefukd vkdcsifw,f/ 

-avmuf <程度>｢…ほど､ぐらい｣；<否定の比較の対象>｢…ほど(～ない)｣ 

 'Davmuf ta&;BuD;wJh udpö odyf½Sm;w,f/   w½kwfypönf;u ,kd;',m;ypönf;avmuf raumif;bl;/ 

 ykdufqH b,favmuf ½H iovJ/ 

 
 

・格句  小辞によってつくられるもの(第１課で学習) 

     格を表す名詞(格名詞)によってつくられるもの(本課で学習) 

 

※格名詞によってつくられた格句(格名詞句)のあるものは､動詞の補語としてだけでなく､名詞の修飾

句としても働く｡名詞の修飾句としての用法は後に学習する｡ 

 

１．格名詞 

1.1. tpm; ｢(の)かわり(に)｣ 

※動詞pm;-からの派生名詞｡普通名詞としては｢食べ物｣｢種類｣｢代用品｣｢割り算の答｣ 

ararhtpm; aps; oGm;0,f&w,f/      oHyk&moD;tpm; a½SmufoD; 0,f&w,f/ 
 

1.2. t& ｢(に)基づいて､拠って､従って｣  cf. twkdif; 

※動詞&-からの派生名詞｡普通名詞として｢利得｣｢結果｣｢意図･趣旨｣

Oya't& armifñkdukd 'Pfwyfw,f/ 

usaemhtxiftjrift& ol ajymwJh pum; odyf ta&;rBuD;bl;/ 
 

1.3. vkdvkd ｢(の)よう｣  cf. vkd 

tjrJvkdvkd em;axmifavh ½Sdw,f/(Ohno)
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第３課 動詞をとりまく要素(3) 格名詞句(格名詞によってつくられる格句) 

1.4. tvkduf ｢…に応じて､従って｣ 

※動詞vkduf-からの派生名詞｡普通名詞として｢好み､傾向｣｢習慣｣｢旋律｣など 

ukd,fYbmomtvkduf toD;oD; ½Sdckd;Muw,f/ (Okell) 

qeftrsKd;tpm;tvkduf vlrsKd;tvkduf xrif; csufenf; rwlygbl;/ 
 

1.5. tzkdY   ※普通名詞として｢分け前､割り当て｣) 

<動機><目的>｢(の)ため｣  cf. twGuf 

uav;awGtzkdY rif;*GwfoD; 0,fw,f/    EkdifiHjcm;{nfhonfawGtzkdY tuujyw,f/ 

<判断の観点>｢(に)とって､関して｣｢(の)ため｣  cf. twGuf 

awm&GmrSm ae&wm igwkdYrdom;pktzkdY tqifajyw,f/ 

'Dtwef; wuf&wm olwkdYtzkdY wu,f tusKd; ½Sd&JUvm;/ 
 

1.6. tjzpf <資格･位置付け>｢…として｣(-eJYを伴うことがある) 

※動詞jzpf-からの派生名詞｡普通名詞として｢出来事｣｢状況｣｢境遇｣｢技能｣ 

OD;ausmfjrifhukd XmerSL;tjzpf cefYxm;w,f/ 

&efukefwuúokdvfrSm uxdutjzpfeJY t*Fvdyfpm oifaew,f/ 

usaemf olYukd urÇmausmfynm½Sifwa,muftjzpf av;pm;w,f/ 

tdrf½Sifukd pay:aiGtjzpf a':vmwaxmif ay;&w,f/ 
 

＊参考： tae  動詞aeから派生した普通名詞で､｢状況｣｢立場｣｢生活｣の意｡ 

｢…の立場で､…として｣という意味を表す場合､-eJYが不可欠｡(ゆえに厳密には格名詞ではないが､

aennX.全体としての働きは格名詞に類似しているので､参考としてここに挙げる｡)  cf. tjzpf 

refae*smtaeeJY ol raecsifbl;wJh/ (Okell) 

jrefrmpmq&mtaeeJY pum;wcGef;ESpfcGef; ajymyg&ap/ 

usaemftaeeJY NrdwfuyfaMu;n§yf pm;csifw,f/ 

olwkdYtaeeJY wwfEkdifwJh tultnD ay;yghr,fwJh/ (Ohno) 
 

 

２．修飾節を含む格名詞句 
※tvkduf?(t)zkdY?tjzpfを除く格名詞は､格句をつくる小辞の場合と同様に､節を取って格句をつくるこ

とができる｡小辞の場合と異なり､格名詞が取るのは名詞化節(-wm?-rSmによる)でなく名詞修飾節  

(-wJh?-r,f äあるいはその弱化した形-o?-rによる)である｡ 

 

2.1. 小辞-wJh?-r,f äによる名詞修飾節を取る格名詞 

aowJh txd rarhygbl;/ (Okell)            rD; ½IdUr,f ä txd rrkdufygbl;/ (Okell) 

a'gufwmbJGY &r,f ä wkdifatmif okawoe qufvkyfr,f/ 

olukd,fwkdif ajymwJh wkdifatmif r,kHeJY/    cf. olukd,fwkdif ajym&ifawmif… 

raeYn rkd;av0oowif;rSm ajymwJh twkdif; 'DuaeY rkd; &Gmw,f/
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ビルマ語文法・2 年次 

½kyf½Sif Munfhr,f ä twGuf ½kyf½Sif½kHa½SUrSm tMumNuD; wef;pD&r,f/  cf. MunfhzkdY twGuf… 

usef;rma&; xdckdufrSm pkd;wJh twGuf ajymaewmyg/ (Ohno) 

oHyk&moD; 0,fr,f ä tpm; a½SmufoD; 0,f&w,f/ 

＊EIwfqufwJh taeeJY pm a&;wm/        owd&wJh taeeJY 'DykdYpuwf ykdYwmyg/ 

 
2.2. 弱化した小辞-o?-rによる名詞修飾節を取る格名詞 

cifAsm; BuKdufovkd c&D;pOf pDrHMunfhyg/     rsufckH;u rifeJY qGJxm;ovkd xifaew,f/ 

ol jrefrmjynfukd vGrf;ovkdvkd aumif;uifukd armhMunfhaew,f/ 

apmif;aumuf wD;wwfwm aMu;0kdif; wD;wwfoavmuf wefzkd; r½Sdbl; xifw,f/ 

 
mó <数量･程度の上限>｢…だけ､限り｣      ※もともとは動詞mó-｢均等に分ける､数量が等しい｣

から派生した名詞amóである｡a-が落ちたのは､小辞-sと結び付いたため｡ 

wwfEkdiforQ ulnDygr,f/   pmtkyf zwfekdiforQ zwfwJY vlukd "pmMurf;ykd;"vkdY ac:w,f/ 
 

・xufだけは例外的に名詞化節を取る｡(名詞としての性質が弱くなり､小辞に近くなっている) 

a& ul;&rSmxuf azmif pD;&rSmukd ykdaMumufw,f/ (Ohno) 

 

 

３．格名詞を名詞として
．．．．．

扱う根拠 

・'gでなく'D-を取る｡('D-は後に来る名詞
．．

を限定修飾する要素である｡) 
            dIatWk'  vs.  dànX. 

cf.日本語の ｢このため｣  vs. ｢これで｣ 

 

・名詞化節でなく名詞修飾節を取る｡(名詞修飾節の後に来るのは､当然ながら名詞である｡) 

            -tXä atWk'  vs.  -tAnX 

cf.日本語の ｢…するため｣   vs.  ｢…するので｣ 

 

文･名詞修飾節･名詞化節を｢つくる｣小辞 （1年次第１課・第12課・第14課） 

肯定 文をつくる小辞 否定 

(m-とともに)現実(過去･現在) 非現実(未来･推量) * 

-BU: -ÚpI -my' -ty' 言い切り～疑問 

(情報の受け渡しにかかわる) (弱化した形は-m) (弱化した形は-s) 

要求･祈願(願望の表明にかかわる) -φ -nX. 

 

肯定 名詞修飾節をつくる小辞 否定 

(m-とともに)非現実(未来･推量) 現実(過去･現在) 

-my'ä  -tXä 

 
*-ÚpIは直接体験し

肯定・否定(m-とともに)いずれも 名詞化節をつくる小辞 
た出来事をリアル

タイムで伝える文

をつくる｡1年次9

課コラム参照｡ 

非現実(未来･推量) 現実(過去･現在) 

-mHA  -tA 
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第 1 単元｢動詞をとりまく要素｣のまとめと補足 

第1単元｢動詞をとりまく要素｣のまとめと補足 

 

・文構造における位置づけ：述語動詞の支配下に入り､それとともに動詞句を構成する｡ 

・意味解釈における位置づけ：述語動詞の表す出来事の中で不可欠の役割を果たしたり､述語動詞の表

す出来事と何らかの関係(時間的前後関係･因果関係etc.)を持つ｢もの｣(entity)や出来事を表す｡ 

 

何 を 表 す 要 素 か  動 詞 に と っ て の

そ の 要 素 の 重 要 度出 来 事 を 表 す ｢ も の ｣ を 表 す 

従属節(L.2) － 
 節 おおむね低い 

vm&if?vmvkdY?rvmcif 

名詞句＋格名詞(L.3)  名詞修飾節＋格名詞(L.3) 
おおむね低い 

armifarmifhtwGuf?armifarmifhtpm; vmwJh twGuf?vmr,f ä tpm; 

名詞句＋格句をつくる小辞(L.1) 

armifarmif?armifarmifhukd 
名詞化節＋格句をつくる小辞

(L.1) vmwm?vmwmukd 
小辞によって､また動詞の

意味によってまちまち 

 格 

 

 句 
－ 動詞句を含む複合名詞 複合名詞の意味や動詞の

意味によってまちまち vmaMumif;(未習)?vmzkdY 

名詞句＋引用を表す小辞-vkdY 文＋引用を表す小辞-vkdY 引 用

要素 おおむね高い 
armifarmifvkdY vmw,fvkdY?vmygvkdY 

 
出来事を表す｢とりまき要素｣の動詞による選択 
 引用文  格句-名詞化節 格句-複合名詞 
 -vkdY  -wm?-rSm -zkdY 
主語として ×  ○ ×○(動詞による) 
arh- ×  ○(-rSmのみ) ○ 

感情タイプoem;-?aMumuf- ×  ○ × 

Munfh-?em;axmif- ×  ○ × 

｢知る｣タイプod-?owd&- ○  ○ × 

｢信じる｣タイプ,kH-?pOf;pm;- ○ ≠ ○ × 

Mum;- ○ ≠ ○ × 

伝達タイプwkdif-?taMumif;Mum;- ○ ≠ ○ × 

否定タイプjiif;-?wm;jrpf- ○否定 ≠ ○肯定 × 

jrif- ○｢思う｣ ≠ ○｢見る｣ × 

ajym- ○｢…と言う｣≠ ○｢…ことを言う｣≠○｢…よう言う｣ 

意図タイプ&nf&G,f- ○ (人によって-rSmのみ○) ○ 

約束タイプuwdjyK-?tmrcH- ○ (人によって-rSmのみ○) ○ 

要求タイプckdif;-?awmif;-?wkdufwGef;- ○命令･禁止 × ○ 

｢思う｣タイプxif-?,lq- ○  × × 

質問タイプar;- ○疑問  × × 
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ビルマ語文法・2 年次 

第４課 動詞の拡張(1)：文法的な複合動詞 
 

 
 
 1 年次のポイント （1 年次第 5 課）

動詞の種類 

・単純動詞 aomufw,f?raomufbl;/ oem;w,f?roem;bl;/ 

・NVイディオム em;vnfw,f?em;rvnfbl;/ vm&usKd;eyfw,f?vm&usKd;reyfbl;/ 
・複合動詞：語彙的(前の要素と後の要素が対等の関係で複合する) 

 at;csrf;w,f?rat;csrf;bl;/  umuG,fw,f?rumuG,fbl;/  a&mif;0,fw,f?ra&mif;0,fbl;/ 

・複合動詞：文法的(後の要素が主であり､前の要素がそれに従属する) 

Vwwf <習得して得た技能>｢…できる｣；<傾向>｢…のが常だ､…がちだ｣ 

 ol xbD 0wfwwfw,f/     ol (9)em&Davmuf vmwwfw,f/ 

VEkdif <選択の可能性>｢…できる｣｢…てよい｣<実現の可能性>｢…(し)得る｣ 

 'Dyef;jcHxJrSm "gwfykH ½kdufEkdifovm;/       tJ'Dvkd jzpfEkdifovm;/ vkH;0 rjzpfEkdifbl; xifw,f/ 

Vcsif <主語の願望>｢…たい｣；<変化の起こる直前状態>｢…(し)そうだ｣ 

 yk*Hukd a&muf&if jrif;vSnf; pD;csifw,f/    'DpufbD;u ysufcsifaew,f/ 

Vckdif; <言葉による指図>｢(人に)…するよう言う､…(さ)せる｣ 

 tar usaemhukd pm a&;ckdif;w,f/ 

Vap <事態を引き起こす働きかけ>｢…なるようにする､…(さ)せる､…してもらう｣ 

 rdbawG orD;ukd BudKufovkd pm zwfapw,f/   avrkefwkdif;u avSukd jrKyfapw,f/(Bernot) 

 

・否定辞m-を直接前接できるかどうかが､文法的に
．．．．

独立した動詞かどうかをみる際の基準となる｡ 

・ほとんどの学者によって｢助動詞｣とみなされるÓuiN'-|KYN'-|ec-を動詞として扱うのは､これらが

tt'-|KuiN':-と同様の文法的･意味的性質を示すからである｡ 

 

 

１．文法的な複合動詞 

1.1. Voifh?Vxkduf?Vtyf <当為>｢…べきだ｣ ※単独の動詞としていずれも｢適合する･適切だ｣ 

ol 'Dtdrfa[mif;rSm raeoifhbl;/   'Dtdrfa[mif;[m (ol) raeoifhbl;/ 

ESpfzufpvkH;u ykdufqH r,lxkdufbl;/ (Okell) 

vkyftyfwmukd rvkyfbJ rvkyftyfwmukd vkyfw,f/ bmrS tusKd; r½Sdbl;/ 
 

1.2. Vaumif; <賢明さ>｢…(し)たほうがよい｣(通常､否定で用いる) 

cifAsm; 'Dpmtkyfukd rzwfaumif;bl;/   'Dpmtkyf[m (cifAsm;) rzwfaumif;bl;/ 

'Dvkd vlrsKd;eJY &efrjzpfaumif;bl;/    vlola½SUrSmawmh ajymaumif;r,f rxifbl;/ (Okell) 

 

1.3. Vavmuf ｢十分…する､…のに十分だ､…(する)ほどだ｣ 

'Dtdrfu usaemfwkdYokH;tdrfaxmif aeavmufw,f?raeavmufbl;/ 

ukdodef;armifvJ anmif;avmufNyD xifw,f/(a½TOD;a'gif;) 
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第４課 動詞の拡張(1) 文法的な複合動詞 

olwkdY tdrf a&mufavmufNyDvm;/(Ohno) 

 

1.4. Vom ｢らくらく…する､容易に…する｣    ※動詞om(om,m)｢心地よい｣ 

tazhtarGaMumifh ol woufvkH; pm;omr,f/    vlBuD; rsm;vkdY igwkdY odyfraeombl;/ 

olYtrlt&mukd Munfh&if olYtMuHtpnfukd odomw,f/ 
 

1.5. VcJ ｢めったに､なかなか…ない｣(r-と共には用いない)  ※動詞cJ (cufcJ ? cJ,Of)｢難しい｣ 

jrefrmoDcsif; qkdwm *syefjynfrSm Mum;&cJw,f/ 

'Davmuf aumif;wJh tkef;EkdYacgufqGJu odyfpm;&cJw,f/  qkdif zGifhEkdifavmufw,f/ 
 

1.6. VvG,f ｢…(し)やすい｣ 

vdar®moD;u ykwfvG,fw,f/  'Daumif ausmif; ysufvG,fw,f/ 

tpkd;&pDrHudef; ajymif;vG,fw,f/ 
 

1.7. Vtm; ｢…(する)暇がある｣(通常､否定で用いる) 

oli,fcsif;awG vmwm rsm;vkdY usr pm rzwftm;bl;/ 
 

1.8. V&J ? V0hH ｢…(する)勇気がある｣    ※動詞&J (&J&ifh ? &J0Hh) ? 0Hhpm; ? 0Hh&J ｢勇敢だ｣ 

taz qlrSm aMumufvkdY rjzL 'DtaMumif;ukd rajym&Jbl;/ 

tazmf r½SdbJ awmxJrSm vrf;avQmuf0Hhovm;/ 
 

 

２．前の要素が｢従｣で､後の要素が｢主｣であることの証明 

2.1. 後の要素は前の要素より｢強い｣ 

・VKuiN': |Vecの場合…例えばaem kYenAäkui cA er:KuiN':ty'/という文の主語は､｢母｣(＝させる人＝

KuiN':の主語)であり､｢私｣(＝書く人＝er:の主語)ではない｡いわば､KuiN':が複合によってer:の持っていた

｢主語を決める権利｣を奪ってしまったわけである｡ 

・それ以外の場合(後の要素となるのがいずれも状態動詞である点に注意)…lup'｢する｣は動態動詞､ÔHi

｢ある｣は状態動詞であるが､lup'sN'ä｢すべきだ｣ÔHisN'ä｢あるべきだ｣はいずれも状態動詞である｡つまり､

状態動詞であるsN'äが複合によって前の要素の時間的性質を｢無効にして｣しまったのである｡ 

 

2.2. -zkdYによる複合名詞を用いた言い換え 

・-zkdYは動詞句を取って名詞化節なみの内容を持つ複合名詞をつくる要素である｡できた複合名詞(下の

例で斜体にした部分)は､直後の動詞が取る要素(主語または補語)となっている｡ 

-zkdYによる複合名詞を用いた形式    複合動詞を用いた形式 

ol 'Dtdrfa[mif;rSm aezkdY roifhbl;/   …… mensN'äBU:/ 

usaemf nDav;ukd pm a&;zkdY ckdif;vkdufw,f/  …… er:KuiN':luik'ty'/ 

左右の形式は互いに言い換えられる関係にあるので､左の形式で成り立つ｢前の要素が後の要素に従属

する｣という関係は､そのまま右の形式でも成り立っているはずである｡ 
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ビルマ語文法・2 年次 

第５課 動詞の拡張(2)：動詞を補助する小辞 
 

 
  1 年次のポイント （1 年次第 6 課）

-vkduf <思い切り>｢…てしまう､…てやる｣；(状態動詞＋-wmと共に)<感嘆>｢…だなあ｣ 

 yGifhyGifhvif;vif; ajymvkdufw,f?ajymvkduf/         'D"gwfjym; aumif;vkdufwm?0,fcsifvkdufwm/ 

-rd <不注意>｢(ついつい)…てしまう｣;<無意識>｢(ふと)…てしまう｣ 

 *½krpkdufvkdY ol cPcP cvkwfwkdufrdw,f/ 

-cJh <現在位置への移動>｢…てくる｣；<過去>｢…た｣ 

 reufzef (8)-em&Davmuf vmcJhr,f?vmcJhyg/  &efukefrSm aewkef;u aysmfcJhw,faemf/ 

-zl; <過去の経験>｢かつて…た｣｢…たことがある｣ 

 armifarmifu 'Dpma&;q&meJY awGYzl;r,f xifw,f/ 

-Mu <主語の複数･個別性>；<相互動作>｢…あう｣ 

 armifarmifeJY armifb 'DacG;ukd wkwfeJY ½kdufMuw,f/ armifarmifeJY armifb ½kdufMuw,f/ 

-& <不可避性>｢…ねばならない｣｢…に違いない｣ 

 'Dtcef;xJrSm zdeyf cRwf&w,f?cRwf&r,f?rcRwf&bl;/ ol tmrcHw,f qkd&if tMuHwckck ½Sd&r,f/ 

-es;|-¥; <前の事柄を引き継ぐ>｢まだ｣｢さらに｣ ⇔ -awmh <前の事柄とは異なる>｢もう｣｢やっと｣ 

 (5)-usyf usefygao;w,f/ (5)-usyfbJ usefygawmhw,f/ 

 ol rvmao;ygbl;/ ol rvmawmhygbl;/  oGm;ygtkH;r,f/ oGm;ygawmhr,f/ 

 t&uf aomufygtkH;/ t&uf aomufygawmh/  rpOf;pm;ygeJYtkH;/ rpOf;pm;ygeJYawmh/ 

 
※意味的性質と文中での位置から､3類に分けられる｡ 

 A：出来事のより精密な客観的描写を行うもの｡(｢1年次のポイント｣の-vkdufから-Muまでと､1.) 

 B：出来事に対する話し手の主観的なコメントを行うもの｡(｢1年次のポイント｣の-&と､2.) 

 C：-ao;?-tkH;および-awmh 
 

 

１．動詞を補助する小辞A類(客観的な描写を行うもの) 

1.1. -ukef <対象全体に動作･変化が及ぶ>｢ことごとく…｣｢…(し)つくす､…てしまう｣ 

'DaEG&moD t&rf; ylvkdY 'Da&uef ajcmufukefw,f/ 

wlav;u usrcJwH tm;vkH; csKd;ukefNyD/ 

r[kwf&if awmfawmf jyóem jzpfukefrSm/(armifom&) 
 

1.2. -ESifh ｢先に…｣ 

usaemf t&if Zmwf½Hk oGm;NyD; vufrSwf 0,fESifhr,faemf/ 

'Dn usaemf aemufus&if wa,mufxJ npm pm;ESifhyg/ 
 

1.3. -jzpf <困難を排しての達成>｢何とかして…｣｢…(し)おおせる｣ 

ZGJ r½SdvkdY ZmwfBuD;q,fbGJY rzwfjzpfbl;/ jrefrmpG,fpkHusrf;wpkH 0,fjzpfatmif 0,fcJhr,f/
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第５課 動詞の拡張(2) 動詞を補助する小辞 

1.4. -&uf <非情さ>｢あえて…｣；(否定で)｢とても…できない､していられない｣ 

ol pdwfysufaewmukd usr rMunfh&ufbl;/ 
 

1.5. -vk <実現直前>｢今にも…(し)そうだ｣｢もうじき…｣(文をつくる小辞-NyDとともに多く用いられる) 

rkd;&GmvkNyD/    BuKd; jywfvkNyD/    [if; usufvkNyDvm;/(Ohno)    &xm; xGufvk eD;NyD/ 
 

1.6. -vGef;?-tm;MuD; <許容範囲外>｢…すぎる｣(否定では用いられない) 

ql;avu r*Fvm'kHtxd qkd&if (10)rkdifausmf ½Sdw,f? vrf;avQmufvGef;wmyJ/ 

aeylvGef;vkdY b,fukdrS roGm;csifbl;/       pdwfrcsvGef;vkdY vkdufvm&wmbJ/(Ohno) 

tif;,m;uef[kdw,ftxd okH;&m qkd&if aps;BuD;vGef;tm;BuD;w,f/ 
 

1.7. -lH ｢非常に…｣(状態動詞とともに用いられることが多い) 

TmN': CAlHÙkÚpI/    dIFhA KYm':ea:lHtXä Fpà/(Ohno) 

sUNy'KYN':nX. metW.rtA ÙkAlHenÚpI/  sip' RpSnA mÔHilHpàBU:/ 

 

 

２．動詞を補助する小辞B(主観的なコメントを行うもの) 

2.1. -jyef <出来事の再現>｢また…｣(感情的なニュアンス---｢またか｣｢そらきた｣のような---を持つ) 

rD; ysufjyefNyD/ yefum rvnfwJh tcef;rSm pm zwf&jyefw,f/ 

ol rvmjyefbl;vm;/   cf. ol jyefrvmbl;vm;/(→副詞的動詞) 

 

2.2. -½Sm <主語に対する哀れみ>｢かわいそうに…｣｢気の毒に…｣｢ご苦労にも…｣ 

*syefjynfawmifykdif;rSm a& enf;vkdY vlawG 'ku©a&mufae½Smw,f/ 

wkdusKdNrKdYom;oli,fcsif;ESpfa,muf wvwBudrfawmif rawGY&½Smbl;wJh/ 
 

 

３．動詞を補助する小辞の順序 

3.1. A類･B類 

一般に  V(動詞) [ … A類 … -Mu ] [ … B類 … ] -yg(話し手のモードを表す小辞) … 

 

3.2. C類(1年次でも学習したが､正しく覚えていない人も多いだろうからもう一度) 

r V ao; yg  bl;  (1) r V awmh yg  bl; 

 V  yg ao; w,f  (2)  V  yg awmh w,f 

 V  yg tkH; r,f    V  yg awmh r,f 

r V  yg  eJY tkH; (3) r V  yg  eJY awmh 

  V  yg  φ tkH;   V  yg  φ awmh
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ビルマ語文法・2 年次 

第６課 動詞の連続 
 

 
  1 年次のポイント （1 年次第 10 課・第 11 課）

連続する出来事を表す動詞連続 

 raeYu  a½TykpGefrSm rkefY 0,fpm;ovm;/ -- 0,frpm;ygbl;/ 
 

主動詞＋補助動詞 

 'Dqkdifu xrif;aMumf t&rf; aumif;vkdY enf;enf; jrnf;MunfhygtkH;/ 
 ykdufqH pkrxm;yJ tukefvkH; okH;vkdufrdw,f/    urÇmat;bk&m;a½SUrSm "gwfykH ½kdufay;r,f/ 

 umwGef;pmtkyfbJ zwfraeeJY/        *syefoH½kH; a&mufwJh tcg 'DtaMumfqkdif zGifhaew,f/ 

 Armpum; awmfawmf ajymwwfvmNyD/   ESpfESpfavmuf Mum&if ArmvlrsKd;tppfvkd wwfoGm;r,f/ 

 xrif; pm;NyD;NyDvm;/ -- pm;NyD;NyD?pm;vkdY rNyD;ao;bl;/ 
 

副詞的動詞＋主動詞 

 bwfpum;u pD;vkdY odyfraumif;bl;/ 'gayr,f ä NrKdUywf&xm;u ykdqkd;w,f/ 

 ½Sif cPcP aemufvkdY usr qufrajymcsifbl;/   'DaeYu ukvm;½kyf½Sifum;topf pjyr,f/ 

 "gwfykH Munfhawmh c&D;taMumif; jyefowd&w,f/  puFmylukefwkduf b,frSmvJvkdY xyfar;&r,f/ 
 

 

※動詞連続は､(意味的にはともかくとして)文法的に独立した
．．．．．．．．

複数の動詞が並んだものである｡ 

 

 

１．副詞的動詞 

・ BuKd ｢前もって､あらかじめ｣(通常の動詞としては｢出迎える｣) 

 usr ar;wJh ar;cGef; BuKdodovkd ol csufcsif; ajzw,f/ 

・ avQmuf ｢でたらめに､やみくもに｣(通常の動詞としては｢歩く｣) 

 r[kwfwmawG avQmufrajymeJY/ -- avQmufajymwm r[kwfbl;/ xkdifajymwm/ 

・ vkduf ｢連れ立って､いっしょに｣(通常の動詞としては｢いっしょに行く｣) 

 usaemf aezkdY tdrfukd twlwl vkduf½Smay;rvm;/ 

・ 0kdif; ｢大勢で､いっしょに｣(通常の動詞としては｢取り巻く｣) 

 sUNy'KYN':etWaA:luM: kYmaim'mHA aA:rpà:r TmN':hN': wuiN':cA:Ùkty'/ 

・ ckd; ｢こっそり｣(通常の動詞としては｢盗む｣) 

 olu rdbawG rodatmif tjyif ckd;xGufNyD; qdyfurf;bufukd ajy;vmw,f/ 
 

 

２．動詞連続vm-V?oGm;-V <場面設定>｢その場所に来て/行ってＶする｣；転じて｢Ｖしに来る/行く｣ 

raeYn armifarmif usrqDukd vmajymw,f/   'Duav; pdefpdeftem;ukd oGm;uyfw,f/ 

reufzeff (5)em&DcGJrSm "gwfykH ,lEkdifw,f/ rarhatmif vm,lygaemf/ 

usaemf [kdvufzuf&nfqkdifrSm Muufom;yvmwm oGm;pm;r,f/ 
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第６課 動詞の連続 

３．動詞連続の意味の多様さ 
3.１. -vm?-oGm; を含む動詞連続 

<動作＋移動> tvkyfrSm &vmwJh aiG wjym;rS rusefawmhbl;/ 

NrKdYxJukd oGm;r,f qkd&if armifbukdvJ ac:oGm;yg/ 

pufbD; pD;vmwJh vlu vGJNyD; tm;vkH; wuúpDeJY oGm;w,f/ 

rkd;&moDrSm aeYwkdif; ausmif;ukd vrf;avQmufoGm;&w,f/ 

<移動＋方向> 'DaeY w½kwfjynfu ynmawmfoif(5)-a,muf a&mufvmw,f/ 

acgif;avmif; jrnfwmeJY wNyKdifeuf uav;awG tjyif xGufoGm;w,f/ 

<出来事の持続>(半ば補助動詞化) -vmは過去から現在-oGm;は現在から未来への持続｡ 

txajrmufatmif BuKd;pm;vmw,f? BuKd;pm;oGm;r,f/ 

'Dvl jrefrmpum;wckyJ okawoe vkyfvmw,f/  'DtaMumif;ukd qufpOf;pm;oGm;r,f/ 

<変化の進行/完了>(完全に補助動詞)     xrif; usufvmNyD/      rD;zkd ysufoGm;NyD/ 

tck rEÅav;wkdif;rSm awmfawmf at;vmNyD/       [if;csKd awmfawmf at;oGm;NyD/ 
 

3.2. -ay;を含む動詞連続 

<動作＋授与>  nDav;u tarhukd rkefY 0,fay;ygvkdY em;ylw,f/ 

<恩恵を与える>(補助動詞) tbd"meftopf xkwf&if ykdYay;r,fvkdY q&mr uwday;w,f/ 

   usaemhtwGuf wHcg zGifhay;rvm;/  

<動作の方向性を示す> oifay;w,f ⇔ oif,lw,f/ acs;ay;w,f ⇔ acs;,lw,f/ 

<他動の意味を付加する> tar orD;ukd *syef0wfpkH  0wfay;w,f/ 

   aemufrSm cifAsm;ukd qkdif½SifeJY rdwfqufay;r,f/ 

※最後の2つの場合はイディオム化しており､全ての動詞について可能なわけではない｡ 

 

 

４．動詞連続の文法的ふるまい 

4.1. 否定辞の位置 

・通常の連続と｢副詞的動詞＋主動詞｣の場合には､つねに最後の動詞に前接｡ 

xrif; csufrpm;bl;/   xyfrajymygeJYtkH;/ 

・｢主動詞＋補助動詞｣の場合には､最後の動詞に前接しないこともある｡ 

wHcg; zGifhrMunfhbl;/ ??rzGifhMunfhbl;/  rkefY pm;raeeJY/ ＊rpm;aeeJY/ 
 

4.2. -NyD;による言い換え 

・通常の動詞連続と｢副詞的動詞＋主動詞｣の場合は可｡ 

xrif; csufpm;w,f/ ＝ xrif; csufNyD; pm;w,f/  xyfajymygtkH;/ ＝ xyfNyD; ajymygtkH;/ 

・｢主動詞＋補助動詞｣の場合には不可 

wHcg; zGifhMunfhw,f/ ≠ wHcg; zGifhNyD; Munfhw,f/ cJwH usKd;oGm;w,f/ ＊cJwH usKd;NyD; oGm;w,f/
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ビルマ語文法・2 年次 

第2単元｢動詞の構造｣のまとめと補足 

 

☆動詞のもと
．．．．．

と動詞 

・動詞のもと(言語学では｢動詞形態素｣と呼ぶ)…それ以上分解すると意味をなさなくなる最も基本的な

言語単位のうちで､動作･変化･状態などの意味を表すもの｡ 

・動詞…格句(主語･補語)や従属節などを取っ

て動詞句を形成し､さらに文や節をつくる小

辞に取られて､それぞれの文･節を形成する､

という文法的な働きを持った単位｡ 

              文 

        動詞句 

格句や従属節など    動詞  文をつくる小辞 
 

★動詞のもとの使われかた 

・単独で動詞になる(単純動詞) 

※ 全ての動詞のもとが､単独で動詞になれるわけではないことに注意！もともと複合動詞中でしか

使われないもの､複合動詞の中でしか生き残っていないものなどがある｡ 

・名詞のもとと結びついて動詞になる(NVイディオム) 

・他の動詞のもとと結びついて動詞になる(複合動詞)…第４課で学習 

・接辞を付加することで名詞になる(派生名詞)…次の課で学習 

・名詞のもとと結びついて名詞になる(複合名詞)… 同じく､次の課で学習 

 

※ 実際には､動詞･名詞を問わず､語の形成はもっと複雑である｡ 

  例：tultnD ay;vkdufcsif- ｢援助を与えてやりたい｣ 
           V 

v = 動詞のもと         複合 

V = 動詞        V    v 

N = 名詞        付加 

       V   補助する小辞 

         イディオム形成 

    N     v 

    並列 

  N    N 

  派生    派生 

 前接辞  v  前接辞  v 

 a  kU  a  FI  ep:  luik'  KYN' - 

まともに考え始めると頭が痛くなってくるが､このような要素の再生産(再利用?)によって語彙は豊か

になっていくのである｡(新しい概念を表すたびに新しい形を作っていたのではとても覚えきれない｡) 

 

☆動詞連続の表す意味･果たす機能 

・動詞連続の意味のうち最も基本的なものは､<連続する出来事>｢…てそれから…｣と考えられる｡ 

・動詞連続の意味の取り方や働きのバラエティーを生み出す要因となっているのは､ 

(1)連続する出来事
．．．．．．．

というもののとらえかた：実際には出来事は同時に起こっているかもしれないし､重な

り合っているかもしれない｡それをともかくも連続する出来事としてとらえて動詞連続の形で表すか

ら､解釈上のバラエティーが生じるのである｡ 

(2)文法的パターン化：｢とりまく要素－主の要素｣｢主の要素－補助する要素｣といった文法的なパター

ンに従って､動詞連続の要素が解釈しなおされる｡副詞的動詞は前者の例｡補助動詞は後者の例｡ 
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第７課 名詞句の構成要素 

第７課 名詞句の構成要素 
 

 
 
 1 年次のポイント（1 年次第 4 課・第 12 課）

特殊な意味を持つ名詞(句) 

・指示名詞 近い 少し離れた かなり離れた 疑問 

 ものを指示する dà ｢これ｣ aXdà ｢それ｣ huihA ｢あれ｣ BA ｢何｣ (By'hA ｢どれ｣) 

 場所を指示する dI ｢ここ｣ aXdI ｢その｣ hui ｢あそこ｣ By' ｢どこ｣ 

・人称名詞  話し手｢私｣  聞き手｢あなた｣ その他｢彼(女)｣ 疑問｢誰｣ 

 男性話者  女性話者 男性話者  女性話者 

より丁寧 uRefawmf?usaemf  uRefr?usr cifAsm;  ½Sif ol b,fol 

 uREfkyf?usEkyf?usKyf     nnf; 

  ig   rif; 

より丁寧でない     eif 

・人称名詞の下降調形…主語と-eJYの場合を除いて､最後の音節の声調が下降調になる｡ 

※cifAsm;など基本形が高平調で終わる場合には､変化する形と変化しない形の両方がみられる｡ 
※もとから下降調で終わるkYmの場合には､変化しようがないのでそのまま｡ 

 sU.kui etW.ty'/ cf. sUnX. etW.ty'/ KN'bYAä(KN'bYA:)mHA ÔHislA:/ kYmkui eKúmy'/ 

 cf. aemäkui etW.PU:slA:/ 

・局所名詞 txJ?tjyif?tay:?atmuf?a½SU?aemuf?tem;?tMum;?nmbuf?b,fbuf?qD etc. 

 txJukd 0ifyg/  tcef;xJukd 0ifyg/ 
 

名詞をとりまく要素 
・人称名詞の名詞修飾形…下降調形と同形 

 uRefawmhtrsKd;orD;?  b,folYcJzsufvJ/  cifAsm ä(cifAsm;)tvkyf?  usrZmwd?  cf. aemälk'cWp' 

・指示名詞の名詞修飾形…場所の指示名詞と同形 

 dImYk'mHn'|   aXdIcAaup'kel:|   huiaeCAk'aauM|   By'pn':kn'luM: 

・名詞を修飾する格句 

 a-t-k(1)k ekYAN':aup'ÛkI:|   misA:cuatWk' lk'eCAN'|   aXdIlui cAaup'mYái: 

・名詞修飾節 

 odyfacsmwJh rdef;uav;?    ig ½kdufwJh vl?    ighukd ½kdufwJh vl?    ol rvmwJh taMumif; 

 reufjzef vmr,f ä vl?    ol vmr,f ä tcsdef?    ol vmr,f ä owif; 

・等位接続と列挙 

AND: BAsAckA:nX. yf'ekY:mø  OR: bU:sI:eÙkA' sui.mhut' aAlU:eÙkA' 

列挙： løiN'ry'| ÙkF'äRmN'tuiN'ry'| buil'teTAN'ry' …   bmAerA tÔut'erA kulA:erA … 

 

 

 

１．名詞をとりまく要素 

1.1.指示名詞の２つの用法 

(1)目の前の｢もの｣を指示する 

a&mh wvkH; jrnf;Munfhyg/ -- 'Dyef;oD; b,fu 0,fcJhwmvJ/
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ビルマ語文法・2 年次 

(2)文脈中に現れた｢もの｣を指示する 
jrefrmjynfrSm urÇmtBuD;qkH;acgif;avmif; ½Sdw,fvkdY Mum;bl;w,f/ 

 -- [kwfw,f/ 'Daumif;avmif;BuD;[m rif;uGef;rSm ½Sdw,f/ 
 

1.2.名詞を修飾する格句：格句をつくる小辞によってつくられるもの 

・…N-&JU <所有者><動作･出来事･状態の主体>｢…の｣ 

 ※文の主語に対応する｡人称名詞の名詞修飾形と同じ働きをする｡ 

 q&mOD;aomif;xG#f&JU pmtkyf? ucsifjynfe,f&JU vlOD;a&? tvkyform;&JU txiftjrif 

・…N-eJY <持ちもの･付随するもの>｢…をもった､…つきの｣  ※文の-eJY 格句に対応する｡ 

 rsufrSefeJY tbkd;BuD;? qHxkH;BuD;eJY rdef;r(｢緬漢詞典｣)? aumfaZmeJY tcef; 
 

1.3.名詞を修飾する格句：格名詞によってつくられるもの 

・txd 'Dtxd pmrsufESm (Okell)? yJcl;txd vrf;c&D; 

・tjyif armifarmihftjyif vlawG? cf. 'djyif qkdif 

・vkdvkd ydawmufvkdvkd yef;?    cf. ol.vkd vlrsKd;? 'Dvkd udpö 
 

1.4.名詞を修飾する複合名詞 

・…VzkdY   o,fzkdY ypönf;? ypönf; o,fzkdY vl     ・…VNyD;om;   ig zwfNyD;om; pmtkyf 
 

 

２．再帰表現  ukd,fh-N… ukd,fh (olY-N… ol? igh-N… ig etc .)｢自分の…を自分で｣ 

 ukd,fhwm0efukd ukd,f ,lr,f/ armifarmif olYtvkyfukd ol vkyfw,f/ 

 ighukd,f ig oem;rdw,f/ ukd,fhukd,f(ukd) (ukd,f) tm;ukd;yg/※２つの( )のどちらかが必要 

 ukd,fh[m ukd,f?olY[m ol?igh[m ig um; armif;w,f/      ukd,fhbmom ukd,f 
 

 

３．名詞を補助する小辞 

3.1. -awG <名詞の複数>(特定の個人を指す名詞－人称名詞･個人名･親族呼称など－以外の名詞) 

 cJawG? 'gawG? vlawG? ausmif;q&mawG?  rkd;awG &Gmw,f/ atmfoHawG Mum;&w,f/ 

3.2. -wkdY ｢…たち(＝…を含む人々)｣(人称名詞･個人名･親族呼称などのみ) 

 usrwkdY? olwkdY? armifarmifwkdY? tazwkdY? q&mwkdY? usaemfwkdYtdrf? cifAsm;wkdYrdom;pk 
 

 

４．例示の表現 

・Ａ-wkdY B-wkdY(どんな名詞でも)?Ａ-awG B-awG(固有名以外と)｢AやBなど｣ 

・…wkdY bmwkdY?…awG bmawG｢…など｣ 

 armifarmifwkdY armifbwkdY? MunhfjrifwkdifwkdY vIdifwkdY? o&ufyifawG iSufaysmyifawG 

 rGefpm oifcsif&if usaemhqDrSm ½SdwJh pmtkyfawG bmawG tm;vkH; iSg;vkdufr,f/
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第８課 数量を表す表現 

第８課 数量を表す表現 
 

 
  1 年次のポイント （1 年次第 7 課）

・数名詞 wpf(1)? ESpf(2)? okH;(3)? av;(4)? ig;(5)? ajcmuf(6)? ckepf(7)? ½Spf(8)? ukd;(9)  

※疑問の数名詞は｢何…｣はb,fESpf- 

・数量表現＝数名詞(1～9)－計数･計量名詞の複合      数えられる/計られる名詞の後に置かれる 
 計数名詞…数えられる名詞(またはその一部)と形が同じものと､そうでないものとがある｡ 

 vlESpfa,muf? oabFmoD;b,fESpfvkH;? cJwHig;acsmif;? tvkyfw(pf)ck? acG;w(pf)aumif 

 tdrfajcmuftdrf? EkdifiHukd;EkdifiH? tykdif;½Spfykdif;? opfyifav;yif? a&cGufokH;cGuf? txnfckepfxnf 

 計量名詞aumfzDokH;cGuf? qDESpfykvif;? *sKHrIefYw(pf)tdwf? MoZmoD;ESpfjcif;? rD;jcpfw(pf)Al; 

・位の数の名詞…計数･計量の名詞に準ずる -q,f(-0)? -&m(-00)? -axmif(-000)? 

 -aomif;(-0000)? -odef;(-00000)? -oef;(-000000)/ wpfaxmifh ukd;&mY av;q,fh ckepf 

・位の数と数量表現 

 10の倍数でない(＝wpf ～ ukd;で終わる)場合  数－計数･計量名詞  

 ausmif;olausmif;om; q,fhckepfa,muf? apwDykxkd; ESpfaxmifhESpf&mhw(pf)q,fhckepfql 

 10の倍数である場合    (t-計数名詞)＋数  

 'Dtcef;xJrSm uGefysLwm (tvkH;)ESpfq,f ½Sdw,f/ cf. NrKdU w(pf)&mhESpfq,f? 

※10の場合には､上のパターンに加えてq,f＋計数名詞 も可能 

 vl q,fa,muf? vl (ta,muf)w(pf)q,f  ※wpfq,fa,mufは不可｡ 

・数量表現を補助する小辞 cJwH ig;acsmif;avmuf ,lxm;yg/ 
 

 

※数･計数･計量などの表現はすべて名詞である｡なぜなら､単独で主語･補語になれるからである｡ 

※そうだとすると､数名詞と計数･計量名詞の複合からなる数量表現も､やはり名詞の一種であること

になるだろう｡以下ではこれを数量名詞と呼ぶことにしよう。 

 

 

１．単位の数量名詞 数名詞(1～9)－単位名詞 

 olYt&yfu ajcmufay½Spfvufr ½Sdw,f/ &efukefu rEÅav;txd b,fESpfrkdif ½SdovJ/ 

 'Dyef;jcHukd q,fhokH;{u csJUw,f/  tdrfazmfrdef;ru ½Srf;qef jynfESpfq,f 0,fcJhw,f/ 

 'DokH;a,muf 0ufom; wpfydómukd pm;ukefNyD/   jynfBuD;ig; wpfusyfom; ay;yg/ 

 olYukd wpfem&D rdepfESpfq,favmuf apmifhckdif;w,f/ 

 'DuaeY tjrifhqkH;tylcsdefcefYrSef;csufu (104)'D*&D jzpfygr,f½Sif/ 

 Muufom;qDjyefwyGJ 85usyf? c&rf;csOfoD;okyf 40? bD,m 50? pkpkaygif; 175usyf/ 
 

２．動詞を修飾する数量名詞 

2.1. 数名詞＋回数を表す計数名詞 

 bk&m;pmukd okH;Budrf &Gwfqkdw,f/    usr 'DwHqdyfukd okH;av;cg jrifbl;ygw,f/ 

jrefrmjynf roGm;cif Zmwdukd aemufw(pf)acguf jyefvmyg/ 

cf. 'Djyóem wcgwnf; ajyvnfoGm;NyD/
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2.2. 数名詞＋動詞 

 opfom;ukd "m;eJY w(pf)xpfESpfxpf xpfw,f/     w(pf)uyf uyfvkdufprf;ygOD;/ 

 tdrftxd wajy;wnf; ajy;oGm;w,f/  'DteD;w0kdufrSm wNidrfwnf; Nidrfaew,f/ 
 

３．数名詞を含まない数量名詞 

tm;vkH;｢全部(の)｣ tm;vkH;u olYukd vlrkdufvkdY ,lqMuw,f/ 

 'Dc&D;onfu &Gmol&Gmom;tm;vkH;ukd EIdwfqufNyD; jyefoGm;w,f/ 

trsm;｢多く(の)｣ (&yfuGufuvl)trsm;u 'DaygufuGJrItaMumif;ukd odw,f/ 

awmfawmfrsm;rsm; ｢かなり多く(の)｣   ol ½kyf½Sifrif;orD;awmfawmfrsm;rsm;eJY awGYbl;w,f/ 

tenf;i,f｢少し(の)｣ [if;xJukd rqvmtenf;i,f xnfh&if ykdt&om½Sdr,f/ 

wcsKdU｢いくつかの､ある…｣ ※他の表現と違って､名詞にかかる場合､必ず前からかかることに注意｡ 

  wcsKdUqkdifu vufzufokyfxJrSm c&rf;csOfoD; ygw,f/ 
 

４．さまざまな数の表現 

4.1. 序数  数詞＋計数･計量の名詞の後に-ajrmufをつける｡ 

 atmifqef;tm;upm;uGif;rSm (27)Budrfajrmuf tm;upm;NydKifyGJ usifyw,f/ 

※1～10の序数を表す場合には､パーリ語起源の語も用いられる｡ 

 yxr? 'kwd,? wwd,? pwkw¬? yÍör? q|r? owår? t|r? e0r? 'or 

4.2. 倍数  数詞＋q 

 olYvc okH;q wkd;vmw,f/   ]ukdeD½SDuD} tav;csdefu ]rkdifEkdtlrD}&JY ESpfqcGJavmuf ½Sdr,f/ 

4.3. 分数  (分母)-ykH (分子)-ykH   ※1/2､1/4については､特別の形がある｡ 

 udwfrkefYu ajcmufykHwpfykHyJ usefawmhw,f/  tpfru okH;ykHESpfykH pm;ypfvkdufwmyg/ 

 'DaygufpD w0ufavmuf jrnf;Munfhyg/       ESrf;qD tpdwfom; b,favmufvJ/ 

4.4. 小数  'orはここでは｢小数点｣の意 

 okH; 'or wpf av; wpf ig; ukd; ESpf ajcmuf ig; okH; ig; … 
 

５．数量名詞を補助する小辞 

-eD;yg; wrkdif rubl;? ESpfrkdifeD;yg;avmuf ½Sdvdrfhr,f/ (Ohno) 

-ausmf wkdusKdrSm w(pf)ESpfausmf(ausmf)yJ aeao;w,f/ 

-wdwd (10)-em&DwdwdrSm olYqDukd zkef;qufw,f/ 

-pvkH; olwkdY okH;a,mufpvkH; tom; a½Smifw,f/    ESpfbufpvkH; rSm;w,f/ 

-vkH; reufzef jrefrmjynf w(pf)‘jynfvkH; om,mygr,f/ 

 cf. w(pf)tdrfom;‘vkH;u tat;rdw,f/ 

-pD igwkdY oDcsif;w(pf)yk'fpD qkdw,f/ w(pf)a,mufukd okH;vkH;pD ay;w,f/ 
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第９課 動詞からの派生・複合名詞(1) 

第９課 動詞からの派生･複合名詞(1) 
 

 
 
 1 年次のポイント（1 年次第 8 課・第 11 課・第 14 課の各コラム）

・前接辞t-による動詞からの派生名詞 

 tultnD? tauR;? tNiKdtjiif? tpnf;ta0;? twuftqif;? tawGYtMuHK? tjyef? t½Suf? 

 tvJtvS,f? tvS? todtrSwf? tokH;tEIef;/ taumif;? taMumf? tMuH? tMuD;? tcJ? tcuftcJ? 

 tcspf? tcsKd? tppf? tpdrf;? tawmf? txl;? tNzL? tajz? trSef? tvkyf? t0? tod? tat; 

・動詞の重複によってできた派生名詞 

 aumif;aumif;? BuD;BuD;? awmfawmf? EkEknHhnhH? jrefjref? ao;ao;av;? tuGufusus 

・動詞と複合する名詞要素 

 Arm[if; csufenf;jyKwfenf;ukd enf;enf;yg;yg; odw,f/ 

・-Pui.による複合名詞の｢もの｣用法 

 uav; pm;zkdY ½Sdovm;/ 

参考：-tAによる名詞化節の｢もの｣用法 

 cifAsm; BuKdufwm 0,fay;r,f/ ykdvSwm vkdcsifw,f/ 

 ynm qkdwmrSm trSm;trSeftcsdeftcgukd csifhcsdefodjcif;vnf; ygw,f/ 

 
※このテキストでは､ビルマ語の語類として名詞･動詞･小辞の３類を立てる｡具体的な意味を持つ語で

動詞類でないもの(文をつくる小辞-ty'などと結び付かないもの)はすべて名詞類に属するとみなす｡ 

 

１．派生･複合名詞について理解するためのポイント 

1.1. 指し示すものの種類 

・出来事名詞…｢Vしたということ｣｢Vであるということ｣などに当たるもの｡ 

・｢もの｣名詞…｢Vする人｣｢Vされるもの｣｢Vする場所｣｢Vする時間｣｢Vするしかた｣など｡ 

※どちらか一方のタイプに属するものが多いが､tV?Vp&mなど両方のタイプに属し得るものもある｡ 

 

1.2. 文法的ふるまい 

・普通の名詞らしいもの…人称名詞･指示名詞の名詞修飾形(sU.-|dI-など)･名詞修飾句(N-rXåなど)･名

詞修飾節(-tXä|-my'ä)などを取る｡他動詞の場合は､対象の補語も取り得る｡ 

sU. er:nF': kel:etWaA:luM: sitXä kcA:nF': TmN': KYk'nF': 

・文に近いもの…名詞を修飾する要素は取らず､かわりに文に現れる主語･補語･従属節などを取り得る｡

(取らねばならない､とは言っていない｡文の場合だって､要素の省略はごくあたりまえに起こる｡) 

ÓuiN'NMRKA:sA: ekAN':ekAN': akYN'ämrpX bmAckA: mHn'mHn' asMTWk'Pui. (Kk'ty'/) 

 

２．派生名詞 

2.1. 派生のいろいろ     ・ほとんどが､ものや出来事の様態を表わし､普通の名詞らしい性質を持つ｡ 

cyfVV ｢やや…｣ cyfus,fus,f? cyfEkEk? cyfwnfwnf? cyfNyKH;NyKH;? cyf00 

wVV wjznf;jznf;? &ifwxdwfxdwf? wvl;vl;wvnf;vnf; 

tVV twlwl? txyfxyf? tEkdifEkdif? tvdkvdk 

N wV (NV熟語動詞から) pepfwus? ae&mwus? tuRrf;w0if? ta&;w,l 
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N rV (NV熟語動詞から) pepfrus jzpfoGm;w,f/   cf. pepfrusbl;/ 
rV1 rV2  rcsrf;rom? r½Sif;rvif;? romr,m? rajyrvnf 

rV wV ｢…するかしないか｣ rusufwusuf? rMum;wMum;? ryGifhwyGifh 

VueJ aigufueJ? vTm;ueJ cf.(擬音語･擬態語) ½kwfueJ? jzKef;ueJ 

Ｖp&m <原因･必要な物> aMumufp&m? pOf;pmp&m? zwfp&mrSwfp&m? odaumif;p&m 

    <必要性･可能性> ‘'DaeY aps; oGm;0,fp&m rvkdbl;/    jzpfEkdifp&m ½Sdw,f/ 
 

2.2. 派生名詞を含む熟語表現 

tV ckdif;-<言葉による指図> taz om;ukd tdrfay: twuf ckdif;w,f/ 

tV cH&-<被害> usaemf (olY)t½kduf cH&w,f/ usaemf olYqDrSm t½kduf cH&w,f/ 

 oBuFefrSm ol awmfawmf a&yuf cHw,f?cH&w,f/ (a&yuf=a&+tyuf) 

tV-BuD;<甚だしさ>'g tMumBuD; rcHEkdifbl;/ pdwf tysufBuD; ysufoGm;w,f/ 

tV-qkH;<最上級> rcsKd tjrefqkH; vmw,f/ urÇmay:rSm tBuD;qkH; avsmif;awmfrlbk&m; 

Vp&m aumif;- (感情動詞とともに)｢その感情を引き起こす性質に満ちあふれている｣ 

 'Daumif pdwfnpfp&m aumif;w,f/   cf. ig 'Daumifukd pdwfnpfw,f/ 
 

 

３．動詞からの複合名詞･普通の名詞らしいもの 

a)｢もの｣名詞 

※ここでいう｢もの｣は､狭義の物の他に､人･場所･時間などを含んだ通常より広い意味で用いられる｡ 

3.1. Vcsuf 思考･認識･伝達した内容；評価判断のポイント   ※tcsufは｢中心｣｢要点｣｢事項｣

xifjrifcsuf? cefYrSef;csuf? &nf&G,fcsuf? cHpm;csuf? aMumfnmcsuf? pD&ifcsuf? 

uefYowfcsuf? aumufEkwfcsuf? xl;jcm;csuf? uGJvGJcsuf? cRwf,Gif;csuf? >cif;csuf 

※(a)KYk'が常に動詞と複合するわけではなく､名詞と複合する例もある：   cf. cF':km':KYk' 

 

3.2. Vcsdef (動作･出来事などが起こることを人々が了解している)時間；時刻｡ ※tcsdefは｢重さ｣｢時

間･時点｣｡動詞csdef-｢量る､見積る｣からの派生名詞｡名詞修飾節とともに用いることも多い｡ 

xrif; pm;csdef vGefaeNyD/(Ohno) ausmif; wufcsdef rSDw,f/ tvkyfvkyfcsdef aemufusw,f/ 

ae0ifcsdef wefNyD/ tkdcsdefemcsdef a&mufwJh tcg?  cf. 名詞との複合の例 tvkyfcsdef 

 

b)出来事名詞 

3.3. VrI 抽象化された行為；出来事；状態･性質  ※trIは｢行い｣｢事件｣｡動詞rI-｢重要であるとみ

なす｣｢注意深く取り扱う｣(ただし､否定rrI-での使用がほとんど)からの派生名詞らしい｡ 

aumif;rI? qufqHrI? qkH;½IH;rI? em;vnfrI? vIyf½Sm;rI? tkyfcsKyfrI? usL;ausmfrI? ypfcwfrI? 

ckd;rI? vlowfrI? aysmf½TifrI? rGefjrwfrI? ,Ofaus;rI cf. pufrIvufrI? jrefrmrI? "m;jyrI 

 

3.4. Va&; (何らかの対処を要する)要件･問題   ※ta&;は｢書かれたもの｣｢用事･要件｣｢問題｣

ukefoG,fa&;? usef;rma&;? cspfMunfa&;? pD;yGm;a&;? pkdufysKd;a&;? ppfaq;a&;? qufqHa&;? 

awmfvSefa&;? tkyfcsKyfa&;  cf. wkdif;a&;jynfa&;? ekdifiHa&;? ynma&;? bmoma&; 
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第 10 課 動詞からの派生・複合名詞(2) 

第10課 動詞からの派生･複合名詞(2) 
 
４．動詞からの複合名詞･文に近いもの 

・これらの複合名詞が常に補語や従属節を多数従えて現れるわけではない｡単独で現れる場合もある｡ 

 

a) ｢もの｣名詞i：時間 

4.1. …Vcg 出来事が起こった時間 ※tcgは｢時間｣｢回数｣｡時を表す名詞の中で最も中立的｡ 

ol pD;yGm;a&; wkd;wufr,fvkdY MuHcg ½Sdao;w,f/    pkxm;wJh ykdufqH ukefcg eD;NyD/ 

jrefrmjynf a&mufcgprSm pum;tcuftcJ ½Sd&r,f/   rif; jyefcgeDrSm zdwfauR;r,faemf/ 
 

4.2. …Vwkef;(-rSm?-u)  比較的長い期間｢…している(いた)時｣｢…している(いた)間｣ 

※単独で用いられないのに-wkef;を名詞に分類するのは､小辞-rSm?-u(過去)などと結び付くから｡ 

tdrfaxmif ruswkef;u aysmfw,f/ (Okell) 

q&m EkdifiHjcm; oGm;wkef;rSm usaemf q&mYtpm; o'´g oif&r,f/ 

cf. i,fi,fwkef;u? ausmif;om;wkef;u? t&ifwkef;u? [kdwkef;u? b,fwkef;u 

 

4.3. …Vuwnf;(-u) 過去を起点とする期間｢…てから､…て以来ずっと｣ 

※これも格句(開始点の補語として働く)をつくる小辞-uなしでは用いられない｡ 

yXrOD;qkH; awGYuwnf;u usaemf oleJY tjrJ &efjzpfvmMuw,f/  cf. [kduwnf;u 

 

4.4. …Vwkdif; ｢…する毎｣  ※twkdif;の格名詞としての用法は第３課で学習済み｡ 

usaemf vmwkdif; q&mru ig;ajcmufukd vufaqmif ay;w,f/ 

cf. aeYwkdif;? tywfwkdif;? Ak'¨[l;aeYwkdif;? ESpfwkdif;          cf. vlwkdif;? NrKdYwkdif; 
 

b) ｢もの｣名詞ii：外見･様式 

4.5. …V[ef ｢…するしかた･様子｣(視覚･認識の動詞や､wl-?ay:-｢顕れる｣?½Sd-などとともに)； 

｢…するふり｣(動詞aqmif-｢ふるまう｣とともに)  ※単独で｢身振り･ポーズ｣｢様式･スタイル｣ 

olYpum;ajym[efkukd jrifbl;ovm;/ t&rf; &,f&w,f/ 

'Dt&m½Sd tvkyf rsm;[ef wlw,f/   orD; pmusuf[ef aqmifaew,f/ 

cf. tJ'Dawmh arsmufBuD;u awG;awG;csmcsm[efeJY ar;vkdufw,f/(ESif;ESif;at;) 
 

4.6. …VykH ｢…するしかた･様子｣(視覚･認識の動詞や､ay:-?&-などとともに) ※単独で｢かたち｣ 

ArmawG rsufESmopfykHukd owdxm;rdw,f/  olYnDukdkd ol awmfawmf cspfykH &w,f/(Ohno) 

olwkdY 'DrSm ae&wm odyf aysmfykH ray:bl;/ 
 

4.7. …Va,mif ｢…するふり｣(aqmif-とともに)｡前に-csifを伴うこともある｡(特に｢…したい｣という

意味を表すわけではない｡)  ※ta,mifは｢外見｣｢様子｣ 

'Drdef;uav; wa,mufa,mufukd apmifhaea,mif aqmifw,f/ 

ol usaemfwkdY ajymaewmukd rMum;csifa,mif aqmifNyD; pmtkyf zwfaew,f/ 
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cf. apmifhaewJh ta,mif aqmifw,f/ cf. usD;uef;u a'gif;(t)a,mif aqmifcsifw,f/ 
 

※どちらかといえば､…VeyAN'が動作をする側から見た｢ふり｣を､…VpuMはそれを観察する側の目に映

る｢様子｣を表すもののようである｡…Vhn'はこの点に関して中立であると言えよう｡ 

 

c) ｢もの｣名詞iii:その他 

4.8. …V&m もの､場所､場面  ※t&mは｢(轍や足の)跡･ありか･場所｣｢地位･役職･階級｣｢もの｣

BuKduf&m? xif&m? qkdif&m? ae&m? qkH&m? xGufcGm&m 

awGY&m jrif&m opfukdif;ajcmufu tp aumufxnfhvmw,f/ (armifom&) 

vlwa,muf MunfhvkdY aumif;w,fvkdY ajym&mrSm "rkdufw,f" qkdwJh pum;ukd okH;w,f/ 

"vufa&G;pif"vufzuf&nfqkdifrSm tem;,lae&m rjzL 0ifvmwmukd awGYw,f/ 
 

4.9. …Vol 動作や出来事の主体｡典型的には人｡｢…した人､…である人｣｡名詞修飾節とは用いられな

い｡  ※｢人｣がもともとの意味で､単独での意味｢彼･彼女｣はそこからの派生 

xkwfa0ol? tmrcHol? csrf;omol? ig;rQm;ol? tpfrjzpfol?     cf. jynfol? awmifol 

ukd,fhtvsif a&mufESifhaeol av;ig;a,muf ½Sdw,f/ (armifom&) cf. a&mufESifhaewJh vl 
 

d)出来事名詞 
4.10. …Vjcif; 個別具体的な出来事 ※tjcif;は｢出来事｣ 

usef;rma&; xdckdufapwwfvkdY tpm;taomuf vGefvGef;jcif;ukd a½Smifoifhw,f/ 

t&uf aomufjcif;? zJ upm;jcif;? rdef;r vkdufpm;jcif; pwJh tusifhqkd;rsm; (Okell) 

pma&;jcif;oufoufeJY toufarG;vkdY r&bl;/(Ohno)  ol 'Dvkd ajymqkdjcif; cH&w,f/ 
 

4.11. …VaMumif; 言語伝達される事柄；認識される事柄    ※taMumif;は｢線｣｢理由｣｢事柄｣ 

tm½kHpl;pkdufjcif; ta&;BuD;aMumif;ukd 'DykHjyifu azmfjyw,f/ 

>cif;csuf r½SdwJh pnf;urf; r½SdaMumif; ESvkH;oGif;xm;&r,f/ 

olu tar jyefrvmaMumif; ajymw,f/  cf. 'DqkdiftaMumif;ukd cPcP Mum;zl;w,f/ 
 

4.12. …VrSef; 事実と認識される事柄(ほとんどがod-と用いられる例) 

aeYcif;wem&D cGJawmhrS rdom;pk xrif; pm;&aumif;rSef; owd&w,f/(armifom&) 

jrefrmjynfrSm trJom; aps;aygrSef; odw,f/   cf. 'DOpöm bmrSef; rodbl;/(Okell) 

 

4.13. …V½kH ｢…だけ｣ 

cP Munhf½kHeJY wrsufESmvkH; rSwfrdw,f/  zwf½kHbJ zwfMunfhr,f/  cf. 'g½kH rubl;/ 
 

4.14. …Vvsuf(om;) ｢…ながら｣持続中･同時進行中の出来事；(必ず-eJYとともに)逆接の出来事 

jrwfpGmbk&m;u vrf;ay:rSm &yfvsuf(eJY) w&m; a[mMum;ay;cJhygw,f/ 

xrif;ukd pm;csifvsufeJY tiwfcHw,f/(Ohno) cf. xrif;ukd pm;csifvsufom;eJY… 
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第 4 単元｢動詞からの派生・複合名詞｣のまとめと補足 

第4単元｢動詞からの派生･複合名詞｣のまとめと補足 

☆名詞と名詞のもと
．．．．．

 

・名詞…名詞句の中心となる文法要素｡名詞句の形成については､第3単元｢名詞句の構造｣で学習｡ 

・名詞のもと(言語学では｢名詞形態素｣と呼ぶ)…動詞のもとがあるように､名詞のもともある｡それ以上

分解すると意味をなさなくなる言語単位のうち､動詞のもとが表す以外の具体的な意味(｢もの｣やその

種類の名称が多い)を表すもの｡ 

 

★名詞のもとの使われかた 

・単独で名詞になる(単純動詞) 

※動詞のもとの場合と同様､名詞のもとの中にも､本来的に複合名詞中でしか使われないもの､複合名

詞やNV熟語動詞の中でしか生き残っていないものなどがある｡ 

・動詞のもとと結びついて動詞を構成する(NV熟語動詞の名詞部分) 

・名詞のもと･動詞のもとと結びついて名詞になる(複合名詞)：この単元で学習した種類の複合名詞の他に､

数多くの語彙的な複合名詞が存在し､それがビルマ語の語彙を豊かにすることに貢献している｡ 

 

☆-Pui.による複合名詞(1年次テキストより再録) 

・-Pui.(もともとはaPui.)は､動詞句を取って､名詞化節なみの内容を持つ複合名詞をつくる要素である｡ 

・-Pui.による複合名詞には様々な用法があるが､その全てに共通する意味的性質は､次の2点である｡ 

  (1)動詞句の表す出来事がまだ実現していない｡ 

  (2)動詞句の表す出来事が実現することを､誰か(主語か話し手のどちらか)が望んでいる｡ 

 

1. 目的の補語として ｢…するために｣ 

sU kArAauiekmHA sIKYN': CuiPui. tc'pud'elAk' eläkYN'äenty'/ 

 

2. 対象の補語として１ ｢…するよう｣ 

CrA0n'k sU.kui asI: mYA:mYA: cA:Pui. mHAty'/ 

CrAk dIekYAN':sA:kui mnk' (5)-nArImHA aip'rAk TPui. eRpAty'/ 

 

3. 対象の補語として２ ｢…しようと｣ 

kYenA' Rmc'ÛkI:nA:mHA ÓHc'pt'ekYA' enPui. rF'rWy'ty'/ 

CuiN'ÔHN'k ¥:el:kui ck'BI: KYk'KYN': RpN'ep:Pui. ktiep:ty'/ 

 

4. 主語 ｢…するのが｣｢…したほうが｣ 

emAN'ea: mlAPui. esKYAty'/  ÔHN' dIekAN'nX. rn'RPc'Pui. mekAN':BU:/ 

 

※また､-Pui.による複合名詞には｢もの｣用法がある｡これについては第８課の｢1年次のポイント｣を参

照｡ 
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ビルマ語文法・2 年次 

 

第11課 話し手のモードの表示 
 

  
 1 年次のポイント （1 年次第 13 課）

-yg <丁寧な語調> armfvNrdKifNrdKU[m jrefrmjynfrSm wwd,tBuD;qkH;NrdKUyg/   pmtkyf zwfyg/ 

-yJ(bJ) <強調> ]eef;,l;}qkdwm w½kwfxrif;qkdifemrnfyJ/   armifarmifhtvkyfu ½kH;pma&;(yg)yJ/ 

 

-vm; <疑問：本課でより一般的な特徴づけを行う>   em;vnfovm;? em;rvnfbl;vm;/ 

 'DoDcsif; cifarmifwkd;oDcsif;vm;/     olwkdY oabmwlrvm; rajymwwfbl;/ 

-vJ <疑問：疑問詞を含む場合のみ>   bmjzpfvkdY rvmovJ/   bmjzpfvkdY rvmbl;vJ/ 

 'Dae&m b,fae&mvJ/     b,fawmh yk*HanmifOD; a&mufrvJ rodbl;/ 
 

-wJh <伝聞> *syefjynfrSm tcsKdrIefYrsm;rsm; rokH;awmhbl;wJh/  q&m0efu ]tjyif rxGufeJY} wJh/ 
 

-yg&ap <話し手の動作を容認するよう要求>  usr t0wf avQmfyg&ap? ravQmfyg&apeJY/ 

-(yg)ap <第3者の動作を容認するよう要求>  olwkdY vkyfcsifovkd vkyfygap? rvkyfygapeJY/ 
 <祈願･呪詛> ESpfopful; r*Fvm ½Sdygap/  opömazguf&if a>r ukdufvkdY ao&ygap/ 

-pkdY|-&atmif <勧誘>(否定はまれ)  usKdufxD;½kd;bk&m;ukd oGm;zl;MupkdY/ 'DrSm tem;,l(Mu)&atmif/ 
 

※ビルマ語の文のタイプ 

 動詞文…動詞句+文をつくる小辞からなる 

 小辞(r-)eJY?-φによるもの �����������願望文(願望の表明にかかわる) 

 小辞-w,f?-r,f?-NyD?(r-)-bl;などによるもの ��情報文(情報の受け渡しにかかわる) 

 非動詞文…動詞を持たず､文をつくる小辞も持たない ････････すべて情報文 

 

 

１．話し手の心理状態のモードを表す小辞(<丁寧><強調>もここに含まれる) 

1.1. -aygh <疑いの余地のなさ>(情報文で)｢もちろん…｣｢…だとも｣；(願望文で)｢必ず…しろ｣ 

 tmeE´mbk&m;[m yk*HrSm tvSqkH;bk&m;wqlaygh/  ig befaumufrSm wn wnf;rSmaygh/ 
 q&mr vufzufokyf auR;r,f/  ukdcifarmifMunfukdvJ ac:vmcJhaygh/ 
 

1.2. -ukd; <最終的な判断･総括>(情報文のみ)｢確かに…｣｢結局のところ､やはり｣； 

 olYtpfukdu wu,fh yg&*lukd;/  usaemf oabFmoD; rpm;&wm MumNyDukd;/ 

 olwkdY n(2)-em&Dtxd 'DqkdifrSm oDcsif; qkdMuwmukd;/ 

(r-yJukd;の形で)｢全くない｣ 

 vufrSwf r&EkdifyJukd;/   uAsm rzGJYwwfbJukd;/ 
 

1.3. -aum (文をつくる小辞-jyDとのみ)<感嘆･驚嘆を込める>｢…したね｣ 

 &xm; vmNyDaum/ rkd;csKyfoGm;NyDaum/ awmfawmf csrf;vmNyDaum/ 

 (8)-em&D cGJNyDaum/   rawGY&wm (3)-ESpf  ½SdNyDaum/ tck ajymygNyDaum/ 
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第 11 課 話し手のモードの表示 

1.4. -vdrfh (文をつくる小辞-r,fとのみ)<不確かな推量>｢たぶん…｣｢…かもしれない｣ 

 'Dn ESif;cJ usygvdrfhr,f/  reufzefvJ tcsdeftrsm;BuD; ukef&vdrfhtkH;r,f/ 
 

 

２．『対人戦略』のモードを表す小辞：聞き手に対するあの手この手 

(｢要求と祈願のモード｣も大きくまとめるとここに含まれる｡) 

2.1. -vm; <『低姿勢』モード；聞き手の完全優位> 

(情報文で)<疑問>(｢1年次のポイント｣を見よ)；(願望文で)｢…しないか?｣｢…てくれないか?｣ 

 kuiRmt'tWn': sMprArF' esAk'pàlA:/ mun'. mcA:pànX.etAälA:/ 
 

2.2. -av <『高飛車』モード；話し手の言いたい放題>(情報文で)｢…よ｣； 

ol pufrIwuúokdvfausmif;om;av/ bmrqkd jyifwwfwm tHhMozkdY rvkdbl;/ 

tBudrfBudrf owday;xm;w,fav/ 

(願望文で)｢…してよ･しなさいよ｣ 

 a[h bm vQKd0Sufxm;wmvJ/ ajymav/ qifajc ray;eJYav/ 
 

2.3. -aemf <『まるめ込み』モード;言いたいことは言って聞き手に同意を求める>(情報文で)｢…ね｣； 

 a½Twd*kHbk&m; zl;wm Munfñdkp&maumif;w,faemf/   'DaeY ewfawmfvjynfhaeYaemf/ 

(願望文で)｢…してね･しなさいね｣ 

 *syefjynfukd jyefawmh pm a&;aemf/  taESmifht,Suf rjzpfeJYaemf/ 
 

2.4. -wkH; (疑問詞と共に)｢…か?｣-vJよりややぶっきらぼう｡ 

 b,ftcsdef rtm;owkH;/ (Okell)  tJ'g bmwkH;/(Okell) 
 

2.5. -r[kwfvm; (情報文で)｢そうだろう(､違うか)？｣｢…ではないか？｣※もともとは独立の文 

 raeYu blwm½kHBuD;rSm OD;av;ukd oGm;BuKdw,f r[kwfvm;/  [kwfw,fr([kwf)vm;/ 
 

 

３．伝聞のモードを表す小辞 
3.1. -qkd <聞き手の言ったことをそのまま聞き手に返す>｢…と言ったろう･言ったじゃないか｣ 

⇔-wJh (第三者が言ったことを聞き手に伝える) 

 'D*syefrdef;uav; xrD 0wfwwfw,fqkd/ ½SifhZmwd jrpfBuD;em;NrKdYqkd/ 
 

3.2. -qkdyJ <不特定･多数の情報源から得た情報>｢一般に…だと言う･言われる｣ 

⇔-wJh(特定の情報源から得た情報) 

 (35)-vrf;rSm wkdufykHtuÐstaumif;qkH;ukd a&mif;w,fqkdbJ/ 
 

 

４．文をつくる小辞：話し手の心理状態の色合いが混じったもの 
4.1. -&JU<断定の回避>(単独で)｢…なのだが､なんだけど｣；(-vm;とともに)｢…なのだろうか｣ 
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※話し手が自分の発言内容を断定したくない→保留･疑いのニュアンス｡否定では用いない｡ 

 cifAsm;ajymwm tm;vkH; rSefyg&JU/ 'gayr,fh usaemf oabm rwlcsifygbl;/ 

 ol ighvdyfpm od&JUvm;/ wkdusKdEkdifiHjcm;bmomoifwuúokdvfu zl*sDawmif jrif&&JYvm;/ 

 aeaumif;&JUvm;/ -- aeaumif;ygw,f½Sif/     rm&JUvm;/ -- rmygw,fcifAsm/ 
 

4.2. -(u)a&m <出来事の瞬間的な描写> 
(ある状況の中に)いきなり割って入る出来事｡時にいらだちの感情を含む｡(例文は2つともOkell) 

 yGJ aumif;aewkef; rkd; &Gmygava&m/  vkHcsnf vJaewkef; {nfhonfawG a&mufua&m/ 
(時間的･因果的に)ただちに続いて起こる出来事｡ 

 xdvkdufwmeJY cGJoGm;a&m/(armifom&)   bmeJY oGm;&oGm;& a&muf&if NyD;a&m/(Okell) 

 

 

５．複合的文末表現 ※いずれも心理状態のモードを表す｡ 
5.1. -ygvdrfh (疑問詞を含む文で)<自問>｢(何/誰/どこ/いつetc.)…のだろう？｣ 

 'Dyk*¾Kdvf b,folygvdrfh/ b,fawmh &efukefwuúokdvfrSm oifcGifh &Ekdifygvdrfh/ 
 

5.2. -yg(u)vm; <驚き･意外性>｢…ではないか！｣ 

 'g ckepfq,fhig;usyfwefaiGpuúLygvm;/ b,frSm awGYcJhwmvJ/ 

 w,f cspfp&maumif;yguvm;/    a[h? pum; rajymMueJY/ vkH;0 rtdyfEkdifyguvm;/ 
 

5.3. -vScsnf(u)vm; (動詞文でのみ)<驚き･感嘆>｢…だなあ！｣ 

 zwfp&m rSwfp&m rsm;vScsnfuvm;/   'Daumif aysmufcsuf aumif;vScsnfvm;/ 
 
 

第5単元｢話し手のモードの表示｣のまとめ 
☆文のタイプと話し手のモードを表す小辞との相関 

心理状態 対人戦略 伝聞  

 願望文のみ 
 -yg&ap*1?-(yg)ap*1

 -pkdY?-&atmif 

すべての文 -yg*2?-aygh *3 -vm; *4?-aemf?-av -wJh?-qkd 

 情報文のみ 
 -vJ*4?-wkH; *4? 
 -r[kwfvm;  -qkdyJ 
-vdrfh  動詞文の情報文のみ  *5?-aum *6

-yJ?-ukd;  非動詞文のみ  *7

-ygvdrfh? 
名詞句と動詞に

．．．
接続 -yg(u)vm; 

動詞に
．．．

接続 
-vScsnf(u)vm; 

 

*1 -eJYの前に現れる｡ *3 -w,f?-r,fと共には用いられない｡ *6 -NyDの後だけに現れる｡ 

*2 -w,f(o)?-r,f(r)?-bl;?-eJYより前､

-wm?-rSmより後に現れる｡ 

*4 -w,f?-r,fのかわりに-o?-rを用いる｡ *7 Vwmukd;? rVyJukd; 

*5 -r,f(-r)の前だけに現れる｡ 
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第 12 課 非動詞文 

第12課 非動詞文 
 

  
 
 1 年次のポイント （1 年次第 2 課・第 15 課）

・名詞文(＝名詞(句)を述部とする文) 

 olYemrnf cifat;yg/ olYtaz pkdufysKd;a&;wuúokdvfausmif;tkyfBuD;(aygh)/ 

 usaemf u,m;yg/ [mv0g qkdwm jrefrmrkefYwrsKd;(yJ)/ 

・非動詞文の疑問･否定 

疑問： yXrqk &wJh vl&JY emrnf armif0if;armifvm;? armifarmif0if;vm;/  'g bm vJ/ 

否定： ol *syefoH½kH;t&m½Sd r[kwfbl;/ ※動詞文の形でしか否定を表せない｡ 

・さまざまな非動詞文 

格句を述部とする文: 0kdif-trf-pD-at b,frSmvJ/ -- r[mAE¨Kvvrf;eJY odrfNzLvrf; vrf;qkHrSmyJ/ 
 b,fuvJ/ -- ucsifjynfe,fuyg/   'Dvl ½kyf½Sifrif;om;vkdyJ/   tm;vkH; ol ajymwJh twkdif;yJ/ 

引用文を述部とする文: b,f oGm;rvkdYvJ/ -- usaemfvJ &efukefqdyfurf; oGm;rvkdYyg/ 

・-wm?-rSm文 

 ig orkdif;vrf;qkHu qkdufum;eJY jyefvmwm/  taz reufzef aq;½kH wuf&rSmyJ/ 

 raeYu ukdoef;ausmfeJY rawGYwmvm;/ cf. raeYu ukdoef;ausmfeJY rawGYbl;vm;/ 
 

※動詞句＋文をつくる小辞-w,f?-r,f?-NyD?-bl;?-eJY?-φ(命令の)という基本構造を持たない
．．．．

文を総称

して非動詞文と呼ぶ｡非動詞文は全て情報文(情報の受け渡しにかかわる文)である｡ 
 
 
１．派生･複合名詞を述部とする非動詞文 

 armifarmifwkdY vlpku wa,mufrusef armBuD;yef;BuD;yJ/ 

 ol um; rSm;NyD; pD;wJh tjyif cg;ykdufEIduf cH&ao;wm oem;p&maemf/ 

 'DoDcsif; usaemhtBuKdufqkH;yg/ usaemf 'DoDcsif;ukd tBuKdufqkH;yg/ 

 tck tar xrif; csufaewkef;vm;/  usr tHhtm;oifhNyD; olYrsufESmukd Munfh½kHyJ/ 

 ½kH;tvkyfeJY ywfoufNyD; ol tukefvkH; em;vnfNyD;om;/ 
 
 
２．焦点後置文 日本語の｢…のは～だ｣型の文に当たる｡ 

raeYu armifb yk*HpmtkyfqkdifrSm tbd"mefwpftkyf 0,fw,f/ 
名詞化節(前提となる真実の事柄を表す)                  焦点要素(伝達のポイン

ト) 
raeYu  yk*HpmtkyfqkdifrSm tbd"mefwpftkyf 0,fwm armifb(yJ)/ 

raeYu armifb yk*HpmtkyfqkdifrSm  0,fwm    tbd"mefwpftkyf(yJ)/ 

raeYu armifb  tbd"mefwpftkyf 0,fwm yk*HpmtkyfqkdifrSm(yJ)/ 

 armifb yk*HpmtkyfqkdifrSm tbd"mefwpftkyf 0,fwm raeYu(yJ)/ 

 olwkdY oGm;wm rD;&xm;eJY/  cf. olwkdY oGm;w,f/ rD;&xm;eJYav/ 

 armifarmif aemufuswm bm jzpfvkdYvJ/ -- (ol aemufuswm) pufbD; ysufvkdYyg/ 

cf. raeYu yk*HpmtkyfqkdifrSm tbd"mefwpftkyf 0,fwm armifb r[kwfbl;/ 
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３．…av(av) ～av(av)｢…すればするほど～だ｣ 

 'Dvkd tvkyfrsKd;[m apmav aumif;avaygh/ 

 ta½SUawmiftm½StaMumif;ukd odavav pdwf0ifpm;avavyJ/ 
 

 

４．非動詞文を引用文･名詞化節として用いる方法 

4.1. 引用文として     後に引用される要素を表す小辞-lui.をつけるだけでよい｡ 

 ol t½l;(yJ)vkdY vlwkdif; ,lqMuw,f/     'g bmvJvkdY armifarmifhukd ar;w,f/ 
 

4.2. 名詞化節として    qkdwm ｢…ということ｣を用いる｡ 

 ol trIonf qkdwm aocsmw,f/ ol b,folvJ qkdwmukd ½Sif;jyw,f/ 
 

 

５．ダミーの動詞     具体的な意味が薄れ､形式上の必要によって用いられる動詞 

5.1. ｢動詞で終わる文がきちんとした
．．．．．．

文だ｣というビルマ人の感覚 

※口語体としてはあまり普通の形とは言えないのだが…｡ 

 olYOD;BuD;u aq;wuúokdvfygarmu© jzpfw,f/ 

 usr &ckdifvlrsKd; jzpfygw,f/  ],kduef} qkdwm *syefrkefYwpfrsKd; jzpfw,f/ 

 usr 'D0w¬Kukd tBuKdufqkH; jzpfw,f/  vl rsm;av aysmfav jzpfw,f/ 
 

5.2. 動詞にしかつけられない要素を非動詞文で使うための｢アダプター｣ 

 'Dvl csif;vlrsKd; jzpfr,f/  [mv0g qkdwm jrefrmrkefYwpfrsKd; jzpfvdrfhr,f/ 

 q&mtopf &efukefu jzpf&r,f/ tar xrif; csufaewkef; jzpfcsifjzpfr,f/ 

 'DoDcsif; olYtBudKufqkH; jzpfEkdifw,f/  olYemrnf cifat; rjzpfEkdifbl;/ 

 tm;vkH; ol ajymwJh twkdif; jzpfvmw,f/   ]uRJyg;apmif;wD;} qkdovkd jzpfoGm;w,f/ 

※この点についてだけ言えば､否定の(r)[kwf-もダミーの動詞と言っていいかもしれない｡ 
 

5.3. 様態名詞とダミーの動詞：出来事の性質 

jzpf- 変化 tH0ifcGifus jzpfw,f/ ysm,D;ysm,m jzpfw,f/ vkH;vm;axG;vm; jzpfw,f/ 

½Sd- 状態 tH0ifcGifus ½Sdw,f/ pdwfaygufayguf ½Sdw,f/ av;av;eufeuf ½Sdw,f/ 

vkyf- 動作 csDwkHcswkH vkyfw,f/ w'kef;'kef; vkyfw,f/ 

cf. tywfwukwf vkyfw,f/ wkdatmif vkyfw,f/ 
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第13課 談話の流れの表示 
 

 
  1 年次のポイント （1 年次第 15 課）

-awmh <対比>｢…は｣ usaemf orkdif; avhvmw,f/ ESrav;awmh ocsFm avhvmw,f/ 

 wu,fawmh olwkdY ajymwm jrefvGef;vkdY usr vkH;0 em;rvnfbl;/ 

-vnf;(-vJ) <付加>｢…も｣ ukdausmfZif aMu;tkd; pm;w,f/ ukd&mZmatmifvnf; pm;w,f/ 

<文の並列>｢…も｡…も｡｣ t0wfvnf; avQmfw,f/ wHjrufpnf;vnf; vSnf;w,f/ 

-aum <対比疑問>｢…は?｣ usr NrKdUxJ oGm;r,f/ ½Sifaum (oGm;rvm;)/ 

 -- usaemfvnf; oGm;r,f? usaemf(awmh) roGm;bl;/ 
 
-rS (疑問名詞を含む表現､wpf-計数･計量名詞､その他少数を表す名詞と共に否定で) 

｢何(誰･どこetc.)も(…ない)｣｢１つ(1人･少しetc.)も(…ない)｣ 

 b,fawmhrS rtm;bl;/  bm rS r½Sdbl;/  b,fukdrS roGm;eJY/ 

 wpfa,muf rS rvmbl;/  wjym;rS ray;bl;/  enf;enf; rS rwwfbl;/ 
 
-yJ <限定>｢…だけ｣ 'gyJ ½Sdw,f/  enf;enf;yJ *Dwm wD;wwfw,f/ 

<強調>｢…こそ｣(訳出できないことの方が多い) rif; jyZmwf 0goemygvkdYyJ 'DvufrSwf ay;wmyg/ 
 

 

１．談話の流れを表す小辞が付加される要素  主文を除く全ての要素と思ってよい｡ 

1.1.格句(目に見える小辞を伴わないものも含む) 

 usr rif;uGwfoD; BudKufw,f/ qD;oD;awmh odyf rBudKufbl;/ 

 jrefrmjynfrSmawmh abmif;bD 0wfwJh vl rrsm;ao;bl;/ 

 pmtkyfqkdif yef;qkd;wef;rSm rsm;w,f/ AkdvfcsKyfaps;rSmvJ renf;bl;/ 
 
1.2.従属節 

 rkd; &Gm&ifvJ usaemf vmr,f/  ukd,feJY vkdufvkdYawmh vrf; rrSm;Ekdifbl;/ 

 rEÅav; a&mufawmhaum b,foleJYawGU&rvJ/ 
 

1.3.引用文 

 bmomjyef&if NyD;a&mvkdYawmh rxifygeJY/ olwkdY vkH;0 rrSefbl;vkdYvJ rqkdEkdifbl;/ 
 
1.4.NVイディオムの名詞部分 

 pdwfawmh npfw,f/'gayr,f ä vufajr§muf&r,f/  em;vJvnfw,f/oabmvJusw,f/ 
 
1.5.動詞連続(補助動詞･副詞的動詞を含む場合も) 

 'Dtxnf odyfawmh rvSbl;/   xrif; pm;awmhaew,f/ 
 
1.6.主動詞のコピー 

 0ufom;csKdcsOf csufawmh csufwwfw,f/ aumif;aumif;awmh r&bl;/ 

 jrifaum jrifbl;ovm;/ awGYyJawGYbl;w,f/ aumif;aumif;awmh rodbl;/ (Okell) 

 pdwfnpfawmh pwfnpfygw,f/   pm;awmh pm;aew,f/ 
２．談話の流れを表す小辞 
2.1.-csnf; <同一種類のものや出来事の反復>｢(どれも･いつも)…ばかり･だけ｣※動詞にはつかない 
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 b,f oGm;oGm; bk&m;csnf;yJ jrif&w,f/ (Okell) 'DqkdifrSmcsnf; pm;&wm NiD;vmNyD/ 

※非動詞文の文末に現れることもある｡ 

 tzGJY0ifu pmayorm;awGcsnf;ygyJ/ ta': pum; rajymbJ jyHK;aewmcsnf;bJ/ 

<排他>｢…だけ･ばかり｣ 

 armifarmifcsnf; pum; ajymw,f/  olwkdYcsnf; ae0HhMurvm;/ (Ohno) 

 

2.2.-om <排他>｢…だけ｣ 

 ydawmuf[m woufrSm wcgom yGifhygw,f/(Okell) 

 ukdpkd;0if;qDrSmom um; ½Sdw,f/ orD;ukd 'DrSm apmifhaeygvkdYom ajymxm;w,f/ 

<最低限度>｢…だけは｣｢(少なくとも)…で｣；(-&ifでつくられる節の中で)｢…だけ･さえ(～ならば)｣ 

 oleJYom &ef rjzpfcsifbl;/  oleJY &efom rjzpfcsifbl;/ 

 uefawmfBuD;[kdw,fa½SUrSmom um; &yfay;yg/  ig;ydaMumfom ½Sd&if xrif; pm;Ekdifw,f/ 
 

2.3.-awmif ｢…さえ(も)｣｢…でも｣ ※基本的な意味：｢これだけは該当しないだろう｣と思っていたも

のや事柄が､その先入観を裏切って該当すること 

 ol Armpum; aumif;aumif; wwfw,f/ Aef;pum;awmif odw,f/ 

 tckawmif r&dyfrdao;bl;vm;/  q&mr vmr,fvkdY usr pdwfawmif rul;bl;/ 

 &efukefNrKdUwNrKdYvkH; ½SmvkdYawmif &0rfoDcsif;wdyfacGukd rawGYbl;/ 
 

2.4.-rS   -awmifと同じ機能｡-awmifrSのように連続して用いられるのが普通｡ 

 'Dynm½Sif ausmufpmukdawmifrS avhvmzl;w,f/  ol 0efBuD;csKyfawmifrS jzpfoGm;w,f/ 

 vdyfpmrS rodyJ b,f ½SmawGYEkdifrvJ/ -- vrf;ay:u vlawGukd ar;r,f/ 

※｢1年次のポイント｣で扱った｢何も･１つも･少しもetc. …ない｣も､ここでの意味の特殊な場合｡ 
 

2.5.-rsm; <漠然とした予想>；(疑問名詞を含む表現と共に)｢いったい(何･誰･どこetc.)…｣ 

 bmrsm; 0,fvmcJhovJ/  b,folYukdrsm; ay;vkdufygvdrfh/ 

(それ以外の表現と共に)｢…とでも｣ 

 pum;ajymaMu;eef;XmerSmrsm; em&D xm;cJhrdovm; rodbl;/ 

 vm;½SKd;NrdKYukdrsm; ajymif;a½TYoGm;&if vG,fvG,fulul rawGYEkdifawmhbl;aemf/ 

 ighukd uav;vkdYrsm; atmufarhwmvm;/ tdyfrsm; tdyfaervm; rodbl;/ 

 33



第 6 単元「談話の中の文」の補足 

第6単元｢談話の中の文｣の補足 

☆ビルマ語の語順決定の大原則 

(1a)補足する句･節＋動詞 

主語･補語 ＋ 動詞 xrif; pm;-? um;eJY oGm;-? jrefjref ajym- 
従属節 ＋ 動詞 wwfEkdifatmif ulnD-? tm;&if vm- 

(1b)修飾する句･節＋名詞 

修飾句 ＋ 名詞 armifarmif&JU pmtkyf? jrefrmjynfu ausmif;om; 
修飾節 ＋ 名詞 raeYu 0,fwJh r*¾Zif;? vmr,f ä paeaeY 

(2)話題－その話題についての内容(はっきりした話題がつねにあるとは限らないが) 

主語 ： 述語動詞句 armifarmifu aeYwkdif; reufckepfem&DrSm tdyf&mu x(w,f)/ 

主語 ： 述語名詞句 OD;opöm[m wkdusdKEkdifiHjcm;bmomwuúokdvfu ygarmu©(yg)/ 

主語 ： 格句etc.  taru tcef;xJrSm(vm;)/   usr tck NrdKUxJukd oGm;rvkdY(yg)/ 

(3)既知の情報－未知の情報(わかりきっているという理由で既知の情報が省略されることもあるが) 

※動詞文の場合､(1a)ゆえに未知の情報を動詞より後に置くことはできない｡ 

動詞文： armifarmif bm[if; BuKdufovJ/ -- (ol) qdwfom;[if; BuKdufw,f/ 

※ただし､焦点後置文という｢ウルトラC｣を使えばこの限りではない｡ 

焦点後置文： armifarmif BuKdufwm bm[if;‘vJ/-- (ol BuKdufwm) qdwfom;[if;‘yJ/ 

※動詞文の場合には､未知の情報が先行することもある｡この場合､未知の情報が強調されている｡ 

 bm[if;ukd cifAsm; BuKdufovJ/   bmjzpfvkdY armifarmif aemufuswmvJ/ 
 

★主語の形について 

・格句-φ|-u|-[mのどれがどんな場合に用いられるか､はっきりしたことはまだわからない｡(ビルマ

人にも説明できないらしいし､したとしてもたぶん､あらゆる用法を斟酌考慮した結果ではない｡) 

(1)願望表明文の主語には､普通-uも-[mも付かない｡ 

 OK armifarmif vmyg/  armifarmifu vmyg/  armifarmif[m vmyg/ * *

(2)疑問名詞を含む名詞句が主語の場合､-[mは付かない｡ 

 OK b,fol vmovJ/  OK b,folu vmovJ/  b,fol[m vmovJ/ *

(3)文頭以外の位置にある主語には､-[mは付きにくい｡ 

 

☆主語でないものにつく-u/対象でないものに付く-ukd 
・たまにそういう例に出会うことがある｡何らかの｢強調｣を表すと考えられ､多くは訳しようがない｡ 

 oGm;&if; vm&if; aq;vdyfu aomufcsifvmwm/(Okell) 

 'Dtcef;xJrSmu ypönf; xm;zkdY ae&m r½Sdawmhbl;/  txJ 0ifvkdYu r&bl;/ 

 tJ'Dvkd vkyf&ifuawmh tqifajyr,f rxifbl;/(Okell) 

 aemufukd rawG.awmhbl;/   wuJhukd rSefovm;/   tJ'Davmufukd &ufpufwm/(Okell) 

 pmu t½Sif;BuD;bJ/ 'Dvlukdu Armpm rwwfvkdY t"dyÜg,f em;rvnfwm/(Okell)
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索引 
 
1.ビルマ語形式索引 

・配列はミャンマー連邦教育省ビルマ語委員会編纂の辞典にほぼ従った｡ 

・語類表示中に用いられる略号は次の通りである: 

 Ｎ…名詞､Ｖ…動詞､接…接辞､つ…｢つくる｣小辞､表…｢表す｣小辞､補…｢補助する｣小辞｡ 

下位分類の略号については､文法事項索引のそれぞれの項を参照｡ 

・等位接続と列挙の小辞の下位分類はまだよくわからないので､とりあえず保留しておく｡ 

・語より大きい単位に対しては､原則として語類表示を与えていない｡ 
 

k 
    

3,34 -k 1課ポイント､13課補足 つ:格句(主語) 

3,4 -k 1課ポイント,1.3 つ:格句(起点) 

6 -k cÚpI: 2課2.3  

6 -k en(ÚpI:) 2課2.5  

6 -k lWXÚpI: 2課2.1  

6 -k lWXrN' 2課2.1  

6 -k lWXlui. 2課2.1  

4 -k 1課1.3 つ:格句(過去の時) 

18 -k 7課ポイント つ:格句(名詞修飾) 

24 VktF': 10課4.3 Ｎ:複合 

22 -knX 9課2.1 Ｎ:派生 

  -(k)erA →erA (表:モード) 

27 -ekA 11課1.3 表:モード 

32 -ekA 13課ポイント 表:談話 

3 -kui 1課ポイント つ:格句 

20 kui: 8課ポイント Ｎ:数 

27 -kui: 11課1.2 表:モード 

20 ekAN' 8課ポイント Ｎ:計数 

11 VekAN': 4課1.2 Ｖ:複合 

13 -kun' 5課1.1 補:Ｖ 

19 7課2. kuiy'ä-N … kuiy'  

18 kYenAä- 7課ポイント Ｎ:人称 

18 kYenA' 7課ポイント Ｎ:人称 

18 kYm 7課ポイント Ｎ:人称 

18 kYm- 7課ポイント Ｎ:人称 

21 -ekYA' 8課5. 補:数量 

13,14 -Ùk 5課ポイント,3.2 補:Ｖ 

15 ÷ki- 6課1. Ｖ:副詞的 
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  ÙkA: →(a)ÙkA: 

4 -eÙkAN'ä 1課1.2 つ:格句 

25 VeÙkAN': 10課4.11 Ｎ:複合 

15 -ÙkF'ä 6課ポイント Ｖ:補助 

20 -Ûkim' 8課2.1 Ｎ:計数 

 

K 
    

20 Kà 8課2.1 Ｎ:計数 

24 VKà 10課4.1 Ｎ:複合 

20 Ku 8課ポイント Ｎ:計数 

20 Kunc' 8課ポイント Ｎ:数 

12 -KX 4課1.5 Ｖ:複合 

13 -KXä 5課ポイント 補:Ｖ 

15 Kui:- 6課1. Ｖ:副詞的 

20 eKàk' 8課2.1 Ｎ:計数 

5 (m-)-KN' 2課1.3 つ:従属節 

11,12 VKuiN': 4課ポイント,2.1 Ｖ:複合 

18 KN'bYA. 7課ポイント Ｎ:人称 

18 KN'bYA.- 7課ポイント Ｎ:人称 

18 KN'bYA: 7課ポイント Ｎ:人称 

22 Kp'VV 9課2.1 Ｎ:派生 

23 VKYk' 9課3.1 Ｎ:複合 

11 VKYN' 4課ポイント Ｖ:複合 

6 (VV)-KYN'; 2課1.6 つ:従属節 

20 eKYAN': 8課ポイント Ｎ:計数 

33 -KYF': 13課2.1 表:談話 

20 eRKAk' 8課ポイント Ｎ:数 

25 VRKN': 10課4.10 Ｎ:複合 

 

N 
    

19 7課2. Nàä-N … Nà  

20 Nà: 8課ポイント Ｎ:数 

 

c 
    

15 c- 6課ポイント Ｖ:副詞的 
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23 VcrA 9課2.1 Ｎ:派生 

23  VcrA ekAN': 9課2.2  

21 -cluM: 8課5. 補:数量 

21 -cI 8課5. 補:数量 

11,12 Vec 4課ポイント,2.1 Ｖ:複合 

27 (-pà+)ec 11課ポイント 表:モード 

27 -cui. 11課ポイント 表:モード 

 

C 
    

21 C 8課4.1 Ｎ:計数 

4,18 CI 1課1.4､7課ポイント Ｎ:局所 

28 -Cui 11課3.1 表:モード 

31 -CuitA 12課4.2  

28 -CuipX 11課3.2 表:モード 

15 Ck'- 6課ポイント Ｖ:副詞的 

20 Cy' 8課ポイント Ｎ:位数 

 

F 
    

18 FABk' 7課ポイント Ｎ:局所 

 

t 
    

22 tVV 9課2.1 Ｎ:派生 

22 NtV 9課2.1 Ｎ:派生 

21 tKYái. 8課3. Ｎ:数量 

9,22 -tA 3課コラム､9課ポイント つ:名詞化節 

21 -titi 8課5. 補:数量 

9,18 -tXä 3課コラム､6課ポイント つ:名詞修飾節 

27 -tXä 11課ポイント 表:モード 

6 -etAä 2課1.5 つ:従属節 

13,14 -etAä 5課ポイント,3.2 補:Ｖ 

32 -etAä 13課ポイント 表:談話 

21 etA'etA'mYA:mYA: 8課3. Ｎ:数量 

19 -tui. 7課3.2 補:Ｎ 

19 A-tui. B-tui. 7課4.  

19 …tui. BAtui. 7課4.  
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33 -etAN' 13課2.3 表:談話 

24 VtiuN': 10課4.4 Ｎ:複合 

20 tc' 8課ポイント Ｎ:数 

11 Vtt' 4課ポイント Ｖ:複合 

24 Vtun': 10課4.2 Ｎ:複合 

28 -tuM: 11課2.4 表:モード 

9 -ty' 3課コラム つ:文 

19 -etW 7課3.1 補:Ｎ 

19 A-etW B-etW 7課4.  

19 …etW BAetW 7課4.  

 

T 
    

15 -TA: 6課ポイント Ｖ:補助 

  TX →aTX 

7 Tk' 3課ポイント Ｎ:格 

11 VTuik' 4課1.1 Ｖ:複合 

20 eTAN' 8課ポイント Ｎ:位数 

15 Tp'- 6課ポイント Ｖ:副詞的 

 

d 
    

21 dsm 8課4.4 Ｎ 

18 dà 7課ポイント Ｎ:指示 

18 dI 7課ポイント Ｎ:指示 

18 dI- 7課ポイント Ｎ:指示 

 

n 
    

  nA: →(a)nA: 

21 -nI:pà: 8課5. 補:数量 

15 -en 6課ポイント Ｖ:補助 

3 -nX. 1課1.1 つ:格句(相手･道具) 

6  -nX. töpiN'tF': 2課2.4  

6  -nX. pt'sk'ÚpI: 2課2.2  

6  -nX. pt'sk'rN' 2課2.2  

6  -nX. pt'sk'lui. 2課2.2  

19 -nX. 7課1.2 つ:格句(名詞修飾) 
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18 -nX. 6課ポイント 等位接続 

9 (m-)-nX. 3課コラム つ:文 

28 -enA' 11課2.3 表:モード 

18 enAk' 7課ポイント Ｎ:局所 

11 VÓuiN' 4課ポイント Ｖ:複合 

22 VnF': 9課ポイント Ｎ:複合 

13 -ÓHNä' 5課1.2 補:Ｖ 

20 ÓHc' 8課ポイント Ｎ:数 

 

p 
    

14,27 -pà 5課3.2､11課ポイント 表:モード 

29 -pà(k)lA: 11課5.2  

  -pà+ec →(-pà+)ec 

  -pà+rec →(-pà+)rec 

29 -pàlim'ä 11課5.1  

5 -epmy'ä 2課ポイント つ:従属節 

16 -ep: 6課3.2 Ｖ:補助 

27 -pX 11課ポイント 表:モード 

32 -pX 13課ポイント 表:談話 

5 (m-)-pX 2課ポイント つ:従属節 

27 -epàä 11課1.1 表:モード 

  epú →aepú 

15 pui- 6課ポイント Ｖ:副詞的 

21 puM 8課4.3 Ｎ:計数 

24 VpuM 10課4.6 Ｎ:複合 

15 -ÚpI: 6課ポイント Ｖ:補助 

5,16 -ÚpI: 2課ポイント､6課4.2 つ:従属節 

19 -ÚpI:sA: 7課1.4 Ｎ:複合 

15 Rpn'- 6課ポイント Ｖ:副詞的 

14 -Rpn' 5課2.1 補:Ｖ 

 

P 
    

13 -PU: 5課ポイント 補:Ｖ 

12,19,22 -Pui. 4課2.2､7課1.4､9課ポイント,まと

め 
Ｎ:複合 

31 RPc' 12課5. Ｖ:ダミー 
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13 -RPc' 5課1.3 補:Ｖ 

 

B 
    

18 BA 7課ポイント Ｎ:指示 

9 (m-)-BU: 3課コラム つ:文 

  -BU: →-PU: 

27 -BX 11課ポイント →-pX 

  (m-)-BX →(m-)-pX 

18 By' 7課ポイント Ｎ:指示 

18 By'- 7課ポイント Ｎ:指示 

18 By'Bk' 7課ポイント (Ｎ:局所) 

18 By'sU 7課ポイント Ｎ:人称 

18 By'sU. 7課ポイント Ｎ:人称 

18 By'sU.- 7課ポイント Ｎ:人称 

18 By'hA 7課ポイント (Ｎ:指示) 

 

m 
    

11,16 m- 4課､6課4.1 接 

23 NmV 9課2.1 Ｎ:派生 

m--KN'   →(m-)-KN' 

23 mVtV 9課2.1 Ｎ:派生 

m--nX.   →(m-)-nX. 

m--pX   →(m-)-pX 

23 mV mV 9課2.1 Ｎ:派生 1 2

m--mKYN':   →(m-)-mKYN': 

m--BU:   →(m-)-BU: 

m--BX   →(m-)-pX 

6 (m-)-mKYN': 2課1.4 つ:従属節 

30 mhut'BU: 12課ポイント Ｖ 

28 -mhut'lA: 11課2.5 表:モード 

13 -mi 5課ポイント 補:Ｖ 

9 -my' 3課コラム つ:文 

9,18 -my'ä 3課コラム､6課ポイント つ:名詞修飾節 

33 -mYA: 13課2.5 表:談話 

5 -mH 2課1.1 つ:従属節 

32,33 -mH 13課ポイント,2.4 表:談話 
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3 -mHA 1課ポイント つ:格句 

9 -mHA 3課コラム つ:名詞化節 

23 Vmø 9課3.3 Ｎ:複合 

25 VmHn': 10課4.12 Ｎ:複合 

9 mó 2課2. Ｎ:格 

 

y 
    

20 eyAk' 8課ポイント Ｎ:計数 

24 VeyAN' 10課4.7 Ｎ:複合 

 

r 
    

13 -r 5課ポイント 補:Ｖ 

27 (-pà+)rec 11課ポイント 表:モード 

27 -reaAN' 11課ポイント 表:モード 

20 rA 8課ポイント Ｎ:位数 

25 VrA 10課4.8 Ｎ:複合 

23 Ver: 9課3.4 Ｎ:複合 

12 VrX 4課1.8 Ｖ:複合 

28 -rXå 11課4.1 つ:文 

19 -rXå 7課1.2 つ:格句 

29 -erA 11課4.2 表:モード 

18 -erA 6課ポイント 列挙 

14 -rk' 5課1.4 補:Ｖ 

5 -rN' 2課ポイント つ:従属節 

5 -rN': 2課1.2 つ:従属節 

18 -ry' 6課ポイント 列挙 

25 VÔuM 10課4.13 Ｎ:複合 

14 -ÔHA 5課2.2 補:Ｖ 

31 ÔHi 12課5.2 Ｖ:ダミー 

18 eÔH. 7課ポイント Ｎ:局所 

18 ÔHN' 7課ポイント Ｎ:人称 

20 ÔHc' 8課ポイント Ｎ:数 

 

l 
    

15 lA-V 6課2.  
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16 -lA 6課3.1 Ｖ:補助 

27,28 -lA: 11課ポイント,2.1 表:モード 

14 -lu 5課1.5 補:Ｖ 

28 -el 11課2.2 表:モード 

31 12課3. … -el(el) ～

el(el) 

 

20 el: 8課ポイント Ｎ:数 

27 -lX 11課ポイント 表:モード 

  -lX(-lF':) →-lF': 

7,18 lui 3課ポイント､7課ポイント Ｎ:格 

7,19 luilui 3課1.3､7課1.2､7課1.3 Ｎ:格 

5 -lui. 2課ポイント つ:従属節 

5  -lui. ekAN':- 2課ポイント  

5  -lui. r- 2課ポイント  

10,38 -lui. 1単元まとめ､12課4.1 表:引用 

11 VelAk' 4課1.3 Ｖ:複合 

7 elAk' 3課ポイント Ｎ:格 

20 -elAk' 8課ポイント 補:数量 

15 luik'- 6課1. Ｖ:副詞的 

13 -luik' 5課ポイント 補:Ｖ 

32 -lF': 13課ポイント 表:談話 

31 lup' 12課5.3 Ｖ:ダミー 

28 -lim'ä 11課1.4 表:モード 

  -lim'ä →-pàlim'ä 

20 luM: 8課ポイント Ｎ:計数 

21 -luM: 8課5. 補:数量 

25 VlYk'(sA:) 10課4.14 Ｎ:複合 

11 VlWy' 4課1.6 Ｖ:複合 

14 -lWn': 5課1.6 補:Ｖ 

14 -lH 5課1.7 補:Ｖ 

29 -lHKYF'(k)lA: 11課5.  

 

w 
    

15 wuiN':- 6課1. Ｖ:副詞的 

11 VwM. 4課1.8 Ｖ:複合 
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s 
    

12 VsA 4課1.4 Ｖ:複合 

33 -sA 13課2.2 表:談話 

18 sU 7課ポイント Ｎ:人称 

25 VsU 10課4.9 Ｎ:複合 

18 sU. 7課ポイント Ｎ:人称 

19 sU.-N … sU 7課2.  

13,14 -es: 5課ポイント,3.2 補:Ｖ 

18 sui.mhut' 7課ポイント  

11 VsNä' 4課1.1 Ｖ:複合 

20 esAN': 8課ポイント Ｎ:位数 

20 sn': 8課ポイント Ｎ:位数 

20 sin': 8課ポイント Ｎ:位数 

16 sip'- 6課ポイント Ｖ:副詞的 

20 suM: 8課ポイント Ｎ:数 

16 -sWA: 6課3.1 Ｖ:補助 

15 sWA:-V 6課2.  

 

h 
    

34 -hA 13課補足 表:談話 

18 hui 7課ポイント Ｎ:指示 

18 hui- 7課ポイント Ｎ:指示 

18 huihA 7課ポイント (Ｎ:指示) 

30 hut' 12課ポイント Ｖ 

24 Vhn' 10課4.5 Ｎ:複合 

 

a 
    

22 a- 9課ポイント 接 

22 aV 9課ポイント Ｎ:名詞 

23 aV KuiN': 9課2.1  

23 aV KMr 9課2.1  

23 aVÛkI: 9課2.1  

23 aVCuM: 9課2.1  

22 aVV 9課2.1 Ｎ:派生 
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18 (a)ÙkA: 7課ポイント Ｎ:局所 

7 acA: 3課1.1 Ｎ:格 

7 atuiN': 3課ポイント Ｎ:格 

7,18 atWk' 3課ポイント､7課ポイント Ｎ:格 

7,19 aTi 3課ポイント､7課1.3 Ｎ:格 

18 (a)TX 7課ポイント Ｎ:局所 

18 (a)nA: 7課ポイント Ｎ:局所 

8 aen-nX. 3課1.  

18 (a)epú 7課ポイント Ｎ:局所 

18 aRpN' 7課ポイント Ｎ:局所 

7,19 aRpN' 3課ポイント､7課1.3 Ｎ:格 

8 aPui. 3課1.5 Ｎ:格 

7 aRPc' 3課1.6 Ｎ:格 

21 amYA: 8課3. Ｎ:数量 

7 ar 3課1.2 Ｎ:格 

8 aluik' 3課1.4 Ｎ:格 

11 VaA: 4課1.7 Ｖ:複合 

20 aA:luM: 8課3. Ｎ:計数 

14 -aA:ÛkI: 5課1.6 補:Ｖ 

18 aXdà 7課ポイント (Ｎ:指示) 

18 aXdI 7課ポイント (Ｎ:指示) 

18 aXdI- 7課ポイント (Ｎ:指示) 

18 eaAk' 7課ポイント Ｎ:局所 

5 -eaAN' 2課ポイント つ:従属節 

11 Vap' 4課1.1 Ｖ:複合 

13,14 -¥: 5課ポイント,3.2 補:Ｖ 

 

φ 
    

9 3課コラム -φ つ:文 

1,3,34 文法概観､1課ポイント､13課補足 -φ つ:格句(主語) 

1,3 文法概観､1課ポイント -φ つ:格句(対象の補語) 

 
    

VV 6 2課1.7 つ:従属節 
  VV-KYN': →(VV)-KYN': 
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２.文法事項索引 
 
 

あ行 
    

 3,4 相手の補語 1課1.,2. 
 2 ｢表す｣小辞 文法概観 

1,2  引用(される要素)を— (表:引用) 文法概観 
2,32-33  談話の流れを— (表:談話) 文法概観､13課 
2,27-28  話し手のモードを— (表:モード) 文法概観､11課 

    
 1 言い切り 文法概観 
 3,4 位置の補語 1課ポイント､1.2 
   引用文 
 1,30  —を述部とする文 文法概観､12課ポイント 
 1 引用要素 文法概観 

 
か行 

    
 1,3-4,7-8,10 文法概観､1課､3課､1単元まとめ 格句 
 18,19  名詞を修飾する— 7課ポイント,1.2,1.3 

1  —を述部とする文 文法概観  
1,2,10  —をつくる小辞 文法概観､1単元まとめ  

 1,2,7-8,10 文法概観､3課､1単元まとめ 格名詞 
 8-9,10  名詞修飾節を取る— 3課2.､1単元まとめ 
 7-8  —句 3課 

  下降調形  
 18  人称名詞の— 7課ポイント 

27 11課 願望文  

    
1 文法概観 祈願  

 34 既知の情報 13課補足 
 3,4 起点の補語 1課ポイント,2. 
 2 機能語類 文法概観 
 1 疑問 文法概観 
 2,18 文法概観､7課ポイント 局所名詞 

    
 20 8課ポイント 位の数の名詞 

    
 2,20 文法概観､8課ポイント 計数名詞 
 20  回数を表す— 8課2.1 
 2,20 文法概観､8課ポイント 計量名詞 

    
 1 口語体 文法概観 
 34 語順決定の大原則 13課補足 

 
さ行 

    
 19 再帰表現 7課2. 
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 2,18 指示名詞 文法概観､7課ポイント 
 18  ものの— 7課ポイント 
 18  場所の— 7課ポイント 
 19  文脈中に現れた 7課1. 

｢もの｣を指示する— 
 18 7課1.  目の前の｢もの｣を指

示する— 
 18  —の名詞修飾形 7課ポイント 
 4 自動詞 1課2. 
 1,5-6,10 従属節 文法概観､2課､1単元まとめ 
 1,2  —をつくる小辞 文法概観 
 3 主語 1課ポイント 
 34  —の形について 13課補足 
 2 主動詞 文法概観 

32  13課1.6  —のコピー 
 2,22 小辞類 文法概観､9課 
 21 小数 8課4.4 
 2 状態動詞 文法概観 
 30,34 焦点後置文 12課2.､13課補足 
 27 情報文 11課 
 21 序数 8課4.1 

    
 2,20 数名詞 文法概観､8課ポイント 
 20-21 数量名詞 8課2.,3. 
 20  単位の— 8課1. 
 20  動詞を修飾する— 8課2. 
 21  数名詞を含まない— 8課3. 
 20,21  —を補助する小辞 8課ポイント,5. 

20-21  8課 数量表現 
    

 2 接辞類 文法概観 
 

た行 
    

 3,4 対象の補語 1課ポイント,2. 
 4  2つの— 1課2. 
 2,32 談話の流れを表す小辞 文法概観､13課 
 32  —が付加される要素 13課1. 
 4 他動詞 1課2. 
 31 ダミーの動詞 12課5. 
 31  副詞的名詞と— 12課5.3 

    
 3,4 着点の補語 1課ポイント,2. 

    
 1,2 ｢つくる｣小辞 文法概観 

1,2,10  格句を— (つ:格句) 文法概観､1単元まとめ 
1,2  従属節を— (つ:従属節) 文法概観 
1,2,28  文を— (つ:文) 文法概観､11課4. 
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2  名詞化節を— (つ:名詞化節) 文法概観 
1,2  名詞修飾節を— (つ:名詞修飾節) 文法概観 

    
 22 出来事名詞 9課1.1 
 28 伝聞のモード 11課3. 

    
 18 等位接続 7課ポイント 
 3 道具 1課1. 
 2 動作動詞 文法概観 
 1,17 動詞 文法概観､2単元まとめ 
 2  主— 文法概観 
 2  状態— 文法概観 

31  ダミーの— (Ｖ:ダミー) 12課5. 
 2,11,17  単純— 文法概観､4課ポイント､2単元まと

め 
 2  動態— 文法概観 

2,11,17  複合— (Ｖ:複合) 文法概観､4課ポイント､2単元まと

め 
2,15  副詞的— (Ｖ:副詞的) 文法概観､6課ポイント,1. 
2,15  補助— (Ｖ:補助) 文法概観､6課ポイント 

 22  —の重複 9課ポイント 
 17  —のもと 2単元まとめ 
 13-14  —を補助する小辞 5課 
 1,3-10  —をとりまく要素 文法概観､1課-3課､1単元まとめ 
 1 動詞句 文法概観 
 1 動詞文 文法概観 
 2,22 動詞類 文法概観､9課 
 15-16 動詞連続 6課 
 15 6課ポイント  継起的な出来事を表

す— 
 2 動態動詞 文法概観 

 
な行 

    
1 文法概観 内容語類  

    
2,18 文法概観､7課ポイント 人称名詞  

 18  —の下降調形 7課ポイント 
 18  —の名詞修飾形 7課ポイント 

 
は行 

    
 21 倍数 8課4.3 
 2,22-23 派生名詞 文法概観､9課 
 22  前接辞a-による— 9課ポイント 
 22  動詞の重複による— 9課ポイント 
 27 話し手のモード 11課 
 2  —を表す小辞 文法概観 
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   否定 
 30  非動詞文の— 12課ポイント 
 1,30-31 非動詞文 文法概観､12課 
 1,30  名詞(句)を述部とする

— 
文法概観､12課ポイント 

 1,30  格句を述部とする— 文法概観､12課ポイント 
 1,30  引用文を述部とする 文法概観､12課ポイント 

— 
 30  —の疑問 12課ポイント 
 30  —の否定 12課ポイント 
 31  —を引用文として用

いる 
12課4. 

 31  —を名詞化節として

用いる 
12課4. 

    
 11,17 複合動詞 4課ポイント､2単元まとめ 
 11  語彙的な— 4課ポイント 
 11-12  文法的な— 4課 
 10,22-26 複合名詞 1単元まとめ､9課､10課 
 19  名詞を修飾する— 7課1.4 
 19,22  -Pui.による— 7課1.4､9課ポイント 
   ｢副詞的｣ 
 2  —な名詞 文法概観 
 31  —な名詞とダミーの

動詞 
12課5.3 

 2,15 副詞的動詞 文法概観､6課ポイント,1. 
 2 普通名詞 文法概観 
 22 9課1.2 普通の名詞らしい派生･

複合名詞 
 22 文に近い派生･複合名詞 9課1.2 
 1,2,28 文をつくる小辞 文法概観､11課4. 
 1 文語体 文法概観 
 21 分数 8課4.3 

    
 3 補語 1課ポイント 
 3,4  相手の— 1課1.,2. 
 3,4  位置の— 1課ポイント,2. 
 3,4  起点の— 1課ポイント,2. 
 3,4  対象の— 1課ポイント,2. 
 3,4  着点の— 1課ポイント,2. 
 2 ｢補助する｣小辞 文法概観 

20,21  数量表現/名詞を— (補:数量) 8課ポイント,5. 
2,13-14  動詞を— (補:Ｖ) 文法概観､5課 
2,19  名詞を— (補:Ｎ) 文法概観､7課3. 

 2,15 補助動詞 文法概観､6課ポイント 
 

ま行 
    

 34 未知の情報 13課補足 
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 1 名詞 文法概観 

1,2,10  格— (Ｎ:格) 文法概観､1単元まとめ 
2,18  局所— (Ｎ:局所) 文法概観､7課ポイント 

   位の数の— (Ｎ:位数) 
2  計数— (Ｎ:計数) 文法概観 
2  計量— (Ｎ:計量) 文法概観 

 2  固有— 文法概観 
2,18  指示— (Ｎ:指示) 文法概観､7課ポイント 

 2  主— 文法概観 
 2  数— 文法概観 
 2  数量— 文法概観 
 20  単位— 8課1. 
 2  単純— 文法概観 
    出来事— 

2,18  人称— (Ｎ:人称) 文法概観､7課ポイント 
 2  派生— 文法概観 
 2  副詞的— 文法概観 
 2,10  複合— 文法概観､1単元まとめ 
 2  普通— 文法概観 
    もの— 
 2  様態— 文法概観 
 18  —を修飾する格句 7課ポイント 
 1  —をとりまく要素 文法概観 
 2  —を補助する小辞 文法概観 
 1,30 名詞化節 文法概観､12課2. 
 1  —を単独で用いる文 文法概観 
 2  —をつくる小辞 文法概観 

1  文法概観 名詞句 
 1,18 名詞修飾形 文法概観､7課ポイント 
 1,18  指示名詞の— 文法概観､7課ポイント 
 1,18  人称名詞の— 文法概観､7課ポイント 
 1,8-9 名詞修飾節 文法概観､3課2. 
 1,8-9  —を取る格名詞 文法概観､3課2. 
 1,2  —をつくる小辞 文法概観 
 1,30 名詞文 文法概観､12課ポイント 
 2,22 名詞類 文法概観､9課ポイント 

    
   モード 
 27-28  話し手の— 11課 
 27  心理状態の— 11課1. 
 27-28  『対人戦略』の— 11課2. 
 28  伝聞の— 11課3. 
 22 もの名詞 9課1.1 
 22 ｢もの｣用法 9課ポイント 

 
や･ら･わ行 
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 1 要求 文法概観 

    
 19 例示の表現 7課4. 
 18 列挙 7課ポイント 

    
 34 話題 13課補足 
 34  —についての内容 13課補足 

 
その他 

    
 1,22 文法概観､9課ポイント -tAによる名詞化節の

｢もの｣用法 
 1,30 文法概観､12課ポイント -tA|-mHA文 

 2,11,17 NVイディオム 文法概観､4課ポイント､2単元まと

め 
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