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本語彙集はポー・カレン語 (Pwo Karen)の東部方言と西部方言の基礎語彙を対照して示した
ものである。ポー・カレン語はカレン系諸言語のひとつで、その話し手人口は東西あわせて 100
万人とも 200万人とも言われる。カレン系諸言語の中では、ほぼ同数の話し手人口を擁するとさ
れるスゴー・カレン語 (Sgaw Karen)にならぶ大言語である。しかしそのわりには詳細な報告の
少ない言語でもある。

Kato (1995) などに述べたとおり、ビルマに住むカレン人の間ではいわゆるカレン語に「ス
ゴー・カレン語 (Sgaw)」「東部ポー・カレン語 (East Pwo)」「西部ポー・カレン語 (West Pwo)」
の 3言語があるとされることが多い。これはこの 3言語の相互理解が不可能なことを根拠として
いる。確かに、スゴー・カレン語とポー・カレン語の間はもとより、東西のポー・カレン語の間に

おいても、交流経験のない者同士の相互理解は相当に難しく、ビルマ語を使わなければ円滑な会

話はできない。ただしどの 2言語をとっても、慣れてくれば相手の言うことがある程度は類推で
きるようになるとも言われている。したがって、「カレン語はひとつであるからカレン民族とい

う概念は自明である」という文言が正しくないのと同様に、カレン語の相互理解が初期段階にお

いては困難だという事実にのみ基づいて「カレン民族という概念は人為的である」というような

結論を出してしまうことは早計に過ぎる。この対照語彙表によって、東部ポー・カレン語（ポー・

カレン語東部方言）と西部ポー・カレン語（ポー・カレン語西部方言）の異同の一端を感じ取っ

ていただければ幸いである。

ポー・カレン語の東部方言と西部方言が通じにくい最大の理由は発音の違いである。特に声調

は、東が「高」なら西は「低」、西が「高」なら東は「低」というように高低が逆転している場

合が多く、このことが意志疎通の最大の障害になっているように思われる。また、同源語でも意

味が異なる場合も多い。例えば、東部方言の �����は「歩く walk」という意味を持つが、対応す
る西部方言の �����は「走る run」という意味である (項目番号 173,174参照)。同様に、東部方言
の��- は非現実法を表す標識 (irrealis marker)であるが、これに対応する西部方言の�	
は「～

したい」という意味を表す (452,452-b参照)。もうひとつは借用語の問題であろう。スゴー・カ
レン語もポー・カレン語も過去にモン語 (Mon)の影響を強く受けたと考えられるけれども、特
にポー・カレン語東部方言は近代以降にもモン語の影響を受け続けており、他のカレン語よりも

モン語からの借用語が多い。例えば、東部方言では「砂 sand」を表すのにモン語からの借用語
����を用いるが、西部方言ではカレン語固有の形式���を用いる (287参照)。仏教にまつわる語
彙には特にモン語起源の語彙が多く、例えば東部方言では僧侶が「死ぬ」ことを、モン語の借用

語を用いて ���と言う (137,138-c参照)。
東西の方言が同じでないことは、1911 年に既に Settlement Officer の Duffin が記している

(Duffin 1913:viii)。また Purser and Saya Tung Aung (1922)は、東西方言の話者が会話をした
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い時にはビルマ語に頼らざるを得ないことを指摘している (p.172)。同様に、Linguistic Survey
of India も、L.F.Taylorの言として東西の方言が異なることを伝えている (Vol.1, part II, p.15)。
東西方言の差異は、ポー・カレンがイラワジ・デルタに入ってから決して短くない時間が経過し

ていることを示唆する。

東部方言の話される地域はカレン州を中心とし、モン州 (Mon state)やテナセリム管区 (Tenasse-
rim division, Tanindhari division)を含む地域である。本稿のパアン方言 (Hpa-an dialect)、Jones
(1961)のMoulmein Pho、またKato (1995)の扱ったTavoy dialect等はこの方言に属する。Purser
and Saya Tung Aung (1922)はこの方言群を Tenasserim Pwo と呼んでいる。一方、西部方言の
話されるのはイラワジ管区 (Irrawadi division, Ayeyarwadi division)を中心とする地域である。
本稿のチョウンビョー方言 (Kyonbyaw dialect)、Jones (1961)の Bassein Pho はこの方言に属
する。Purser and Saya Tung Aung (1922)はこの方言群をDelta Pwo と呼んでいる。ビルマ語
では東部方言を話す人々を ���	���
、西部方言を話す人々を ��������
と呼ぶ。なお、Purser and
Saya Tung Aung (1922)におさめられた語彙は西部方言が中心になっている。
ところで、タイ側のポー・カレン語諸方言の大部分もビルマ側の東部方言と同じ方言群に属す

ると思われる (Cook et al.1976, Phillips 1996,2000 参照)。しかしタイ側の方言の中に、同じタ
イ側の諸方言との相互理解がかなり困難な方言が存在するという (Phillips p.c.)。したがって将
来、ポー・カレン語を東西の 2大方言に分けるのとは違った方言分類の必要が出てくることもあ
り得るだろう。

基礎語彙表についての注意事項は以下のとおりである。

• EPは東部方言を示し、WPは西部方言を示す。同一項目に対応する形式が 2つ以上ある場合
には、「,」で区切って並べた。東部方言 (EP)の形式はパアン方言 (Hpa-an dialect; Burmese
/�������/)、西部方言 (WP) の形式はチョウンビョー方言 (Kyonbyaw dialect; Burmese
/��
������/)のものである。パアン (Hpa-an)はカレン州 (Karen state)の州都であり、カ
レン文化の中心地とも見なされることがある。チョウンビョー (Kyonbyaw, Chonbyaw)
は、バセイン (パテイン;Bassein,Pathein)の北東訳 80kmに位置する都市で、イラワジ管区
(Irrawadi division)に属する。第 3代ビルマ大統領マン・ウィンマウン (Mann Win Maung)
の故郷でもある。

• 掲載項目は服部編 (1957)『基礎語彙調査票』の必須項目 (457項目)を中心に選んである。
総項目数は約 840である。項目の選択にあたっては藪 (1982)を参考にした。なお、項目番
号に A,B, ...がついているものは藪 (1982)が独自に付加した項目である (原著では小文字
で示してある)。また、a,b, ...がついているものは筆者が独自に付け加えた項目である。

• 意味的に対応するスゴー・カレン語形式 (Sgaw Karen)も参考のため可能な限り挙げてあ
る。(SK ... )のように括弧でくくって示す。スゴー・カレン語の表記は加藤 (1993)で用い
たものを少し改変して用いる。挙げてあるのはパアン方言 (Hpa-an dialect of Sgaw Karen)
の形式である。これは 1991年にタイ国メーサリアンでパアン方言を調査したときの資料に
基づく。調査協力者はプータームー (Phu Tah Moo)さん (男性)である。なお、借用語の可
能性の高い項目は、参考のために現代ビルマ語 (Modern Burmese)や現代モン語 (Modern
Mon)などの形式を付記する場合がある。モン語形式は坂本 (1976, 1994)の表記によって
いる。
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次に、両方言の音韻についての注意事項を示しておく。両方言の子音音素、母音音素、声調、

およびすべての韻母のリストは巻末に掲げてある。両言語の音声についての詳細はKato (1995)
を参照されたい。注意事項を以下に述べる。

• パアン方言——この方言の音節構造は C1(C2)V1(V2)(C3)/Tと表すことができる。C2と
して現れることのできるのは、�, �, �, �の４種類である。一方、C3として現れることので
きるのは、�のみである。�は音声学的には口蓋垂と舌の接近運動 (approximation of uvula
and tongue)であり、完全な閉鎖は形成しない。この運動により母音の最後尾が鼻音化さ
れる。

• チョウンビョー方言—–この方言の音節構造は C1(C2)V1(V2)(C3)/Tと表すことができる。
C2として現れることのできるのは、�, �, �, �の４種類である。一方、C3として現れるこ
とのできるのは、�, �の２種類である。�はパアン方言と同じく音声学的には口蓋垂と舌の

接近運動であり、完全な閉鎖は形成せずに母音の最後尾を鼻音化する。なお、�で終わる

音節（促音節;stopped syllables)は常に下降調でかつ短く発音される ([41])。これについて
の解釈には、(1)促音節は声調を持たないが自動的に [41]で発音されるとする解釈、(2)促
音節には �	�と同じ声調のみが現れ得るとする解釈、(3)促音節のピッチはあくまでも別個
の声調であり �は声調に付随する特徴であるとする解釈、以上 3つの可能性があり得るが、
どの解釈が正しいかについては今後の検討を要する。本稿では、母音記号の後に �を置く

ことのみにより促音節を表すので、(2)の解釈は排除しているかのように見えるかもしれな
いが、これはあくまでも表記上の便宜である。

主な調査協力者は、パアン方言がSaw Hla Chitさん (男性)、チョウンビョー方言がNan Dahlia
Winさん (女性)である。お二人には筆者のビルマ留学 (1992 ∼ 95)以降、カレン語の学習のみ
ならずさまざまな点でお世話になっている。ここに記して厚くお礼を申し上げたい。

東西ポー・カレン語の対照基礎語彙

＜人体＞
1. 頭 head EP ����, ������� WP ���
, ���
���� (SK ����)

1-a. 頭が痛い head aches EP ������� ��
�� WP ���
���� �����

1-b. 髪をとかす to comb EP ���	 ���� WP ���� ���
 (SK ����� ����)

1-c. 櫛 comb(n) EP ������ WP ������ (SK ���)

1-1. 髪の毛 hair EP ����� 	� WP ���
��� (SK �������)

1-2. 頭がはげた bald EP ��������� ���� WP ���
 ����� (SK ���� �	
�)

1-3. 脳 brain EP �������� WP ���
�
�� (SK �������)

2. ひたい forehead EP ��������� WP �����!�� (SK ���������)

3. 目 eye EP ��� WP ��� (SK ���)

3-a. 目を開ける open eyes EP ���� ��� WP ���� ��� (SK ��� ���)

3-b. 目を閉じる close eyes EP ����� ���, �� ��� WP "���� ��� (SK ��� ���)

4. まゆげ eyebrow EP ����	�� WP �����	� (SK �����)

5. 涙 tear EP �����	 WP ������ (SK ��� ����)

6. めくらの blind EP ��� ���� WP ��� "���� (SK ��� �	��)
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7. 鼻 nose EP �	� WP ������� (SK ����
�)

7-a. 鼻がつまる be choked up EP �	� ����, �	� ������ WP ��� "���, ���- "������

8. 耳 ear EP �#� WP �	� (SK ��)

9. つんぼの deaf EP �#� ���� WP �	� ��� (SK �������)

9-a. 耳が遠い EP �#� �	�� WP �	� ���

10. 口 mouth EP ��
 WP �
� (SK ����, ���������)

11. 唇 lip EP ��
����� WP �
���� �� (SK �	 
�)

12. 舌 tongue EP ����$ WP ����� (SK �	
�)

13. 唖の dumb EP ��
���� WP ������� (SK � �������)

14. 歯 tooth EP �� WP ���� (SK ���) cf. Burmese ���� (注)EP
に対応するWP形式 ����は「動物の牙 (きば)」の意。

15. 唾液 saliva EP ��
��	 WP �
����

16. 息をする breathe EP ��� WP ��� (SK ���, �����)

17. 声 voice EP ��� #� WP ���	� (SK ��	 �)

18. 咳をする cough EP ���� WP "���
�� (SK ����)

19. くしゃみする sneeze EP �����$ WP %������ (SK ����)

20. あくびする yawn EP ���� ����� WP ��� �����, ��� ����� (SK ����� ����)

(注)EPの �����およびWPの �����は動詞につく助辞で、「のぼる、上がる」を意味する動

詞に由来する (EP ����, &���, WP ����という発音もある)。この助辞は「上昇」「出現」「変
化」「勢いの強さ」などをはじめとする意味をつけ加える。「あくびする」につくのは「上

を向いてあくびをする」ためか。なお、EPの ����およびWPの ����も同じく動詞につく助

辞で、「おりる、下がる」を意味する動詞に由来する。こちらは「下降」「消滅」などをは

じめとする意味をつけ加える (cf.236,237)。
21. あご jaw EP ����, ������#��� WP ������� (SK ����)

22. 顔 face EP ������ WP ������ (SK ������)

23. 頬 cheek EP ��
��� WP ������ (SK �����
�)

24. ひげ EP ��
���
� (口ひげmustache), ������� �� (あごひげ beard) WP �
������� (口
ひげ mustache), ������������� (あごひげ beard) (SK ��������, ��������)

25. 首 neck EP ���
��
� WP ��
�"���� (SK ������)

26. 喉 throat EP ���
� #� WP ��
�� 	�������� (SK ������)

27. 肩 shoulder EP � 	���������� WP ��
�"�������� (SK �����������)

28. 腕 arm EP � ��'�� WP ���!�� (SK � ��� ��)

29. ひじ elbow EP � ���#
����	��� WP ����	
�������� (SK � ��������)

29-1. 手首 wrist EP � �����
 WP ���!���� (SK � ��������)

30. 手 hand EP � �� WP ��� (SK � ��)

31. 指 finger EP � ����
� WP �����
�� (SK � �����)

32. 爪 nail EP � ���� WP ����� (SK � �����)

33. 胸 breast EP ����	� WP ������ (SK ����������)

34. 乳房 breast (of woman) EP � #� WP �	� (SK ��)

34-3. 肺 lung EP ��
��
 WP �
��
� (SK �����)

35. 心臓 heart EP ��� WP ��� (SK ����)

36. 腹 belly EP %�����	
�� WP %
�����
�� (SK �������)

37-1. 腸 intestines EP ����� WP ����� (SK ����)

37-2. 胃 stomach EP ��	� WP ���� (SK ���� ��)

38. 肝臓 liver EP ����� WP ��� (SK ���)
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39. へそ navel EP '�$ WP !�� (SK ���)

40. 背中 back EP ����
����	�� WP ����
����������
 (SK ��	��)

41. 腰 waist EP �#��'���� WP �	��!���� (SK �����)

42. 尻 buttock EP ��	��� WP ������ (SK ����)

42-1. 糞 (大便) excrement EP �����$ WP ��������

42-2. 糞 (大便)をする void excrement EP ��$��	� WP ������� (SK �������)

42-4. 小便 urine EP ������ WP �����

42-5. 小便する urinate EP �����	� WP ������� (SK ��������)

42-6. おならをする break wind, pass gass EP �	�� ��$ WP ��� ���

42-7. 陰茎 penis EP ���$ WP ����

42-7a. 睾丸 testicles EP '���� WP !����

42-6. 陰門 vulva EP �#��� WP �	���

42-11. もも thigh EP ����#
� WP ����� (SK ���� ��)

43. ひざ knee EP ������#
������ WP ��!�� (SK ����	�����)

44. 脚 leg EP ����� WP ����� (SK ����)

45. 足 foot EP ������	���� WP ������ 	����


46. びっこをひく limp EP ����� ���� ������� ��� WP %������ ��	��	
��	��	
 (SK

���� ���	�)

47. からだ body EP �#��#� WP �	
�	� (SK ������)

48. 毛 hair EP �����
� WP �������� (SK ����)

49. 皮膚 skin EP ������� WP ������� (SK �����)

50. 膿 pus EP ����� WP ����� (SK ������)

51. 汗 sweat EP ��#���	� WP ��	
���� (SK ���
�)

52. 垢 dirt EP ���� WP ���� (SK ��������)

53. 血 blood EP ��� WP ��� (SK ����)

54. 骨 bone EP ����� WP ����� (SK �����)

55. 肉 flesh EP ����� WP ����� (SK �����)

56. 力 strength EP ��%#���, ��%#��������� (��%#���より格式ばった言い方) WP ��%	���,
��%	�����"�� (��%	���より格式ばった言い方) (SK ���������)

57. 見る look at EP �#� WP �	
 (SK ���)

57-a. 見える see EP '�� WP !�� (SK ����)

58. かぐ smell (vt) EP �����	�� WP ������ (SK ���)

59. 聞く listen EP ��	
���� WP ��
���� (SK �����)

59-a. 聞こえる hear EP %	�� WP %�� (SK ���)

60. 笑う laugh EP �# WP �	 (SK �
�)

61. 泣く cry EP %��� WP %��� (SK ���)

62. 叫ぶ shout EP ��
��� WP �
���� (SK ���������)

＜衣＞
63. きもの clothes EP �����
������
 WP ������������
� (SK ��������
�)

64. 着る clothe (shirt, coat, shoes, etc.) EP ��
 WP �
� (SK ����)

64-a. はく (腰布,ズボンなど) clothe (sarong, trousers, etc.) EP ��
� WP ����� (SK

���)

65. 脱ぐ take off EP ��� ���� WP ��� ���� (SK ��� 	
�)

66. はだかの naked EP �����
�� WP ��
����
�� (SK �������)

66-1. ぼうし hat, cap EP �������� WP ���
�
�� (SK ������	��)
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66-1a. 笠 bamboo hat EP ������
 WP ���
�
� (SK �������)

66-1b. (ぼうしを)かぶる wear (hat) EP ������ WP ��� 	�

66-1c. 傘 umbrella EP ������
 WP �����

66-1d. ターバン turban EP ���������� WP ���
����

66-2. シャツ shirt EP ��	��� WP ���
�� (SK �����
�) cf. Mon ����(�

66-3. 腰布 sarong EP ���'�
� (男用), �� (女用) WP ���� (男用), �� (女用) (SK

�����
�, ���)

66-8. ぞうり sandal EP ���������� WP ���������� (SK ���������)

66-10. 布 cloth EP ����������� WP ����������� (SK ��������) cf. Mon
����

68. 針,くぎ needle, nail EP ���� WP ���� (SK �����)

69. 糸 thread EP � ���� �� WP ����� �� (SK 	 ��)

70. 縫う sew EP ���� WP ���� (SK �����)

＜食＞
71. 食べ物 food EP ������������� WP �������������� (SK ����������)

71-1. ご飯 rice EP ��$ (炊いた米; 食事), % 	����� (炊く前の米), � �� (脱穀前の米,
稲) WP ��� (炊いた米;食事), % 	����� (炊く前の米), " �� (脱穀前の米,稲) (SK

�
�, ������, � ��)

71-1a. おかず side dish EP �	�� WP ��� (SK �����)

71-1b. 餅米 glutinous rice EP ��$����� WP �������� (SK �����)

71-1c. わら straw EP �#������ WP �	������� (SK 	�)

71-7. 豆 bean EP �# WP ��	
, �� (SK �������) cf. Burmese �� 

72. 小麦粉 flour EP �	
�� WP ��
���� (SK ��������) cf. Burmese
��
��

72-a. やまいも yam EP �� ��# WP ������	 (SK ������)

72-b. さといも taro EP � ����# WP �����	 (SK ������)

72-c. キュウリ cucumber EP ������ WP ������ (SK ���)

72-d. ダイコン radish EP �����# WP "����	

72-2. とうもろこし corn EP � ����	 WP " ����� (SK � ������)

73. 肉 (食べ物としての) meat EP ������ WP ����� (SK �����)

73-1. たまねぎ, にんにく onion, garlic EP �	��������� WP ������
���

74. 実 fruit EP ����� WP ����� (SK �
����)

75. 種 seed EP �������� WP ��������� (SK �
���	��)

76. 卵 egg EP ��'� WP ��!� (SK �����)

77. 塩 salt EP ��	��� WP ������ (SK ������)

77-a. 胡椒 pepper EP �������� WP �������� (SK ���������)

77-b. トウガラシ chillie EP ���%� ��� WP ���%������

77-c. 魚醤 fish sauce EP ���� ����	 WP ���%������

77-1. 砂糖 sugar EP ��	�����	�� WP ����������

77-3. 油 oil EP ��� WP ��
 (SK ���)

78. 脂 grease EP ����� WP ����
 (SK ���)

79. 乳 milk EP ���� #���	 WP ����	���� (SK ��� �����)

79-a. 牛乳 cow’s milk EP ��������� #���	 WP ���	���	���� (SK �	�� �����)

80. 水 water EP ��	 WP ��� (SK ����)

80-2. 湯気 steam EP ����� WP �����
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80-3. 緑茶 green tea EP ������	�� WP ��������� (SK ������	��)

80-3b. 茶葉 tea leaf EP ������� WP �������

80-3c. そそぐ to pour EP ��� ���� WP ����� ����

80-5A. スープ soup EP �	����� WP ������

80-7. 酒 liquor EP ���� WP %����� (SK ����, �������)

80-7a. ひかえる,避ける abstain (liquor) EP ' �� WP ! �� (SK ���)

80-8. 酒に酔う drunk EP ���� ���� WP ��� %����� (SK ��� ����)

80-9. たばこ tobacco EP ��
 WP ���
� (SK ���, �������)

80-9a. たばこを吸う to smoke EP ��� ��
 WP ���� ���
�

80-9b. キンマ betel EP �� #���� WP �� 	����

80-9c. 菓子 confectionery, bread EP ��� WP ��
 (SK ���)

81. 料理する cook EP ������	
� WP ���������� (SK ����)

81-a. 煮る boil, simmer EP ������# WP ������	

81-1. 焼く roast EP ������� WP ������� (SK ���)

81-1a. あぶる broil, toast EP ������� WP ������


81-1b. 揚げる,炒める fry, deep-fry EP ��������, �	� (Burmese ���の借用語。日常会話では

これを使うことが多い) WP �������� (SK �����)

81-1c. 蒸す steam EP ����%	
�� WP ����%�
�� (SK ���)

81-1d. 炒る parch EP ������� WP �������

81-3. 生の raw EP �	��� WP ����� (SK ���)

82. 熟する ripe EP �	��� WP ����� (SK ���)

83. 食べる eat EP ���� WP ���� (SK ���)

84. なめる lick EP ��������� WP ��������� (SK 	��)

84-a. なめる (飴玉などを) keep in the mouth (candy) EP ������� WP ������


84-b. 飲み込む swallow EP � #� ���� WP � 	� ����

85. かむ chew EP ����� WP ����� (SK ���)

85-a. かみくだく chew to pieces EP ����� ���� WP ����� ���� (SK ��� �	���)

86. 飲む drink EP ��� WP ���� (SK ���, ���)

87. 吸う suck EP ��������� (口で直接), ������ (ストローなどで) WP ������
�� (口
で直接), ����� (ストローなどで) (SK �����)

88. 吐く vomit EP ���
 WP ��
� (SK �����) cf. Burmese ��	


89. (つばを)吐き出す spit EP ��������� WP ���
������ (SK ���������)

90. 腹減った hungry EP ����# ��$, ������
 ��$ WP ���"��� ��� (SK ����
�)

90-a. 腹いっぱいの full EP ��� WP "�� (SK �	
�)

91. のどが乾いた thirsty EP ����# ��	 WP ���"��� ��� (SK �������)

92. おいしい tasty EP ��� WP ��� (SK ���)

93. 甘い sweet EP ��	�� WP ���� (SK ����)

93-1. 塩辛い salty EP %	�� WP %��� (SK ���)

93-1A. 辛い hot, spicy EP %� WP %��� (SK ���)

94. 苦い EP ���� WP ���� (SK ����)

94-1. すっぱい sour EP ������ WP ������ (SK ����)

94-2. くさい bad smelling EP ���� WP ��� (SK ���)

95. くさった rotten EP � ������ (肉などが), �	���� (汁などが) WP � �� (肉など
が), ��������� (汁などが) (SK � ��)

95-1. かび mould EP ���� WP ���
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＜住＞
96. 家 house EP %���� WP ����� (SK ���)

96-a. ビル bilduing, edifice EP ���� WP ��� (SK ����) cf. Burmese
����, Mon ����

96-b. 小屋 hut, shed EP ���� WP ����

96-c. 便所 toilet EP ����'��� WP ����	��������

97. 建てる build EP ����� WP ��� (SK ���)

98. ドア,窓 door EP �������	�� WP ������ (SK �������) cf. Mon
�����), ��*�����)

98-1. 部屋 room EP '��� WP !
�� (SK ����) (注)タイ (Thai)側の
ポー・カレン語では家 (house)を表すようである。

98-2. ゆか floor EP %����'�� WP �������� (SK ����������, �����������)

98-2A. ござ mat EP ����� WP ������ (SK ��	��)

98-3. 柱 pillar, post EP ���� WP ��� (SK ��) cf. Burmese �����,
Mon ���)

99. 壁 wall EP ���'�
� WP ���!���� (SK �����)

99-a. 寝台 bed EP ���� WP ���� (SK �����)

99-b. テーブル table EP ����# WP ����� (SK ������) cf. Burmese
+���� 

100. 屋根 roof EP %�������� WP ��������
 (SK �������)

101. 火 fire EP ��$ WP ��� (SK ���)

102. 煙 smoke EP ��$�� �� WP ������� (SK �������� ��)

103. 灰 ash EP ��	����������� WP ����������� (SK ��������(Burmese Sgaw),

��������(Thai Sgaw))

103-2. 薪 firewood EP ������	� WP ������	� (SK ���� ��)

104. (火を)消す extinguish EP ��� �	 ��$ WP ��� �� ��� (注) EP ���お

よび WP ���は使役を表す助辞 (causative particle)のひとつで、無意志動詞 (unvolitional
verb)につく。「火が消える」は両方言とも、「死ぬ」を表す �	, ��を用いて、��$ �	, ��� ��

と言う。104に挙げた形式はこれに対応する使役文である。
104-a. (電灯を)消す turn off EP ��� ��������� ��$ WP ��� ��������� ��� (SK

�
� 	
����) (注)「電灯が消える」は、EP ��$ ���������, WP ��� ���������。
104-b. 火をつける to light EP '�� ��$ WP ��
�� ���

105. 燃える burn EP ��$ ���� (ex. %���� ��$ ����家が燃える) WP ��� ���� (SK

��� ���)

105-a. 火がつく catch on fire EP ��$ ��� WP ��� ��	�� (EPとの対応では �����が

予想されるが、実際には ��	��が使われる) (SK ��� �
�)

106. 座る sit EP ��	���� WP �������� (SK �����
�)

107-1. 横たわる lie down EP �	���� WP ������ (SK ����
�)

108. 眠る sleep EP �	 WP �� (SK ���)

108-a. うとうとする sleepy, nod EP �	��	��� WP �������� (SK �������)

109. 夢を見る dream EP �	�#� WP ���	�� (SK �����)

109-1. めざめる wake EP ��� ��� WP ���� ��� (SK ����������) cf. 234-b
110. 起きる (寝た状態から) get up EP %# ������ WP %	������ (SK �
���������)

111. 立つ,立っている stand EP ��	������ WP �������� (SK ��������)

111-1. 井戸 well EP ����	�� WP ������� (SK �����
�, �������	��)
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111-2. 垣根 hedge EP ���
 WP ����	� (SK �����)

112. 閉める shut EP ��� ����, ���� (Burmese ����の借用。日常会話ではこれを使うこ

とが多い) WP ���� "��� (SK ���� ���)

113. 開ける open EP ���� ����� WP �	�� ����� (SK ���� ����)

114. 住む live EP ��� WP ���� (SK ���, ��������)

＜道具＞
114-a. うちわ fan EP ����#� �� WP ��
��
���������

114-2A. 機械 machine EP �� WP � � (SK ���������) cf. Burmese � �

114-3. 鏡 mirror EP ���� WP ���� (SK ���������	
�)

114-5. 皿 dish EP ���	� WP "����

114-6. 匙 spoon EP ������
�� WP ��
���
�� (SK ����
�)

115. つぼ pot EP �	
� (大きいもの), �#
�� (小さいもの) WP ����� (大きいも
の), �	
�� (小さいもの) (SK ���
�, ���, ���
�)

116. 鍋 pan EP �	������� (炒め物用の鍋), ��$����� (炊飯用の鍋) WP ������� (炒め
物用の鍋), ������� (炊飯用の鍋) (SK ���
�)

116-3. こぼれる to spill out EP ��������� WP ���������

117. 包丁 knife EP ��� (包丁), '�� (斧) WP ��� (包丁), !��� (斧) (SK

���, ���)

118. 刃 edge EP ����� WP ������ (SK ��������)

118-1. 臼 mill EP ������ WP ������ (SK ����)

118-4. つく pound EP ��#
� (小さい物を), ������ 	� (大きい物を), (ex.) ��#
� ��� (魚を
つく) WP !
� (SK ��)

118-13. 研ぐ whet EP ������ WP ������ (SK �	��)

119. 土ぼこり dust EP �������� WP ���������, �������� (SK ���������)

120. 拭く wipe EP ���� WP ����!
�� (SK �����)

120-a. こする rub EP ����� WP ��
��

120-b. 掃く sweep EP ��� WP ��� (SK ���)

120-1. 箱 box EP ���	� WP ����� (SK ��	��) cf. Mon �����

120-3. かご basket EP '��� WP !��� (SK ��)

120-3a. かごを頭にのせて運ぶ carry a basket on one’s head EP ���� '��� WP � �� !���

120-3b. ゆりかご cradle EP ����� WP ��
�� (SK � ��)

120-4. 袋 bag EP ���
�� WP ���
�� (SK ����)

121. つな,ひも rope, cord EP ���� WP ��� �� (SK �	
�)

122. 魚とりの網 fishing net EP ���� WP ���� (SK ���)

122-1. 杖 walking stick EP ������
 WP ��
��
� (SK �����������)

123. 棒っきれ stick of wood EP �����
� WP ��
�� �� (SK ������) cf.
Mon ����

123-a. しゃもじ rice paddle EP ������ WP ��
��� (SK ����������)

＜生活・戦い＞
123-3. 生まれる be born EP ���� ����� WP ����������, ���������� (SK �����	��)

125. 育つ grow EP '�� ����� (人,植物が) WP ��
 ����� (人が), ���� ����� (植物
が) (SK ��� ����)

125-a. 芽が出る sprout EP �� ����� WP ���� �����

126. 生きている alive EP �	�� WP ��� (SK ���)
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127. 太った fat EP ���� WP "���� (SK ���)

128. やせた thin EP ��# WP ��	� (SK �
�)

129. 疲れた (全身が) tired (all the body) EP ����� ��� WP ��� ��� (SK

����� ����) cf. 234-b
129-a. 疲れた (身体の一部分が) tired (a part of the body) EP �������� WP ���

130. 病気の sick EP ������	�, ��	
������ WP �
������, ��� ��� (SK �������)

131. 傷 wound EP �����	�������#�� WP �������	�� (SK �
�	�)

131-a. きずあと scar EP ����
���#�� WP ����
���	��

132. 痛い pain EP ��	� WP ���� (SK ����)

133. かゆい itchy EP ��� WP ��� (SK ����)

133-a. くすぐったい ticklish EP ��� WP ��� (SK ������)

134. 掻く scratch EP ����� WP ����（注：無気音） (SK ���)

134-1. 薬 medicine EP �� WP �������� (SK �����)

135. 治す cure EP ����� WP "���� (介子音の違いに注意) (SK ����	��)

135-1. 治る get well, be cured EP ���� WP "��� (SK �	��) cf. Mon
��� ��

136. 殺す kill EP ��� �	 WP ��� ��

137. 死ぬ die EP �	 WP �� (SK ���)

137-2. 墓 tomb EP �������� WP �������


138. 神 god EP (���)��� (精霊), �#� (守護神), ��� ∼ ����� (霊魂), ���� ������ (悪霊),
��������#� (魔女), ���� (キリスト教の神) WP ���
������ (精霊), �	
���	�� (精霊?),
����	����� (キリスト教の神) cf. Mon ����
�

138-a. おばけ,幽霊 ghost EP �� ���# WP ����	
����

138-b. 信仰する believe in (religion) EP ��� WP "��

138-c. 僧侶 buddhist monk EP ������	� WP �������� cf. Pali ��),�� (注)EP
では僧侶が来る (come)ことを ��*��と言う (cf. Mon *��‘出迎える (receive,greet)’。また僧
侶が死ぬ (die)ことを ���と言う (cf. Mon ��)

138-d. 仏塔 pagoda EP ���
�, ���� WP ������, �	�� cf. Mon ����

139. けんかする quarrel EP ����� ��
��� WP ��� �
���� (SK ��� 	������)

(注) EP ��
���, WP �
����は共に、相互関係 (reciprocality)を表す助辞。
139-1. 戦争する fight, make war EP '��� WP !��� (SK ����)

139-2. 勝つ win EP ���� WP ��� cf. Burmese ����� (SK �
����)

139-3. 負ける defeat EP ��� WP ��� (SK ���, ���)

140. 逃げる run away EP �����%�� WP ��������
� (SK �� ���� ����)

141. 追いかける pursue EP ��
� WP ����� (SK 	
�)

142. 刀 sword EP ��� ����'�� WP ��� ����!�
 (SK ���)

144. 弓 bow EP ���� WP ���� (SK ��	��)

145. 矢 arrow EP ���#� WP ���	� (SK �	�)

＜人間・人間関係＞
146. 人間 EP ����
��, ���# (人間を表す格式ばった言い方) WP ����� (SK

��
������)

146-a. ポー・カレン人Pwo Karen EP ����
��, ����
���#� (格式ばった言い方) WP ����
��,
�	
����� (「母方」の意) , ����
���	
 (格式ばった言い方) (SK ���)

146-b. ビルマ人 Burmese EP ������ WP !������
��, ������ (SK ���
�)
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146-c. タイ人 Thai EP �	��� (シャン人Shanに対する呼称も �	���) WP ������ (注)
カレン州やモン州に住むビルマ人、カレン人、モン人、パオ人たちは、ビルマ語でもタイ

人を ���� (=Shan) と呼ぶ。
146-d. モン人 Mon EP ��� WP ��
���	


146-e. スゴー・カレン人 Sgaw Karen EP ���� WP ��	������ (「父方」の意)
(SK ��
�)

146-f. 西部ポー・カレン人 West Pwo Karen EP ��������� WP なし
146-g. パオ人 Pao EP ��
��	� WP なし cf. Burmese �����-��

146-h. 中国人 Chinese EP ������ WP ���
�� cf. Burmese ���
��

146-i. インド人 Indian EP ������� WP ���
��� cf. Burmese �����

146-j. 民族 race EP �� ı̀ WP �� ı́ (SK �
�)

147. 男 male EP �����	� WP ������� (SK �������)

147-a. オス male animal EP ����	� WP ������

148. 女 female EP ����� WP ����� (SK ��� ��)

148-a. メス female animal EP ���#� WP ���	


149. 子供 child EP ���� WP ���
 (SK ����)

149-a. 未婚男性 unmarried male EP ����������	� WP ���
��������

149-b. 未婚女性 unmarried female EP ���������� WP ���
������

149-c. 少女 maiden, girl EP ��������� WP ����������
 (SK �����
�)

150. 若い young EP ��� ���� WP ��� "���, ��� ����� (SK ���� ���, ���� ��)

151. 年取った old EP ��� �#� WP ��� �	� (SK ���� ���)

152. 父 father EP ��#�, ����	� (幼児語), ����	� (幼児語) WP ��	� (SK ��)

153. 母 mother EP �#�, �#��	
�� (幼児語), ��
���	
�� (幼児語) WP �	
 (SK

��)

153-1. 父母 parents EP �#���#� WP �	
��	� (SK ����)

153-2,3. 義父母 parents-in-law EP ������#� WP ������	�

153-3a. まま父 stepfather EP ��#��#� WP ��	��	�

153-3b. まま母 stepmother EP �#��#� WP �	
�	�

153-4. 祖父 grandfather EP �� 	� WP ���� (SK ����)

153-5. 祖母 grandmother EP ��	 WP ��� (SK ����)

153-6. おじ uncle EP ���� WP ����

153-7. おば aunt EP %#� WP %	� (SK ����)

154. 息子 son EP �������	� WP ���
����� (SK ���������)

155. 娘 daughter EP ������� WP ���
��� (SK �������)

155-1. 孫 grandson, granddaughter EP �� WP �� (SK 	
�)

156. 年上の兄弟姉妹 elder sibling EP �# WP �	�� (SK ��)

157. 年下の兄弟姉妹 younger sibling EP ��#� WP �� 	� (SK � �)

157-5. 従姉妹,従兄弟 cousin EP �����	� WP �������

157-a. きょうだい sibling, brother(s) and sister(s) EP ���� 	��# WP ������ 	��	�� (SK

���� ���)

158. 夫 husband EP ��� WP ��� (SK �
�)

159. 妻 wife EP �	� WP ��� (SK ���)

159-a. 夫婦 husband and wife EP ��	���	����� WP ����"����� (SK �������
�)

159-b. 王 king EP ������, ������� WP ������ (SK �
��
�) cf. Sawbwa
of Shan

159-c. 奴隷 slave EP �#
� WP �	���
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159-3. 結婚する marry EP �������, ������#� WP ��������, ������	� (SK

���� ��)

159-3a. 家族 family EP %�����	����#� WP ��������
�������


159-6. 友人 friend EP �����
, %�
����� WP ����
�, �	
��� (SK �
�������)

159-7. 敵 enemy EP ����� WP ! ��!�� cf. Mon ���� (SK ������)

159-10. 名 name EP ������� WP ������� (SK ���
�)

159-10a. 名づける give a name EP ����
 WP ���
�

＜社会・職業・生産＞
160. 村 village EP ���	�� WP ������ (SK �����) cf. Mon ����

160-a. 国 country EP ��	��#�� WP �����	�� (SK ��)

160-1. 町 city EP '�
�� WP �	��� (SK ��) cf. Mon '�), ���), Thai
���)

160-2. 市場 market EP ���	� WP +�� (SK �����) cf. Mon ����,
Burmese +��

162. 撃つ shoot EP ���� WP ���� (SK �����)

162-a. パチンコ slingshot EP ������#����	
�� WP ��
��

162-2. 釣る to fish EP �������	� WP ��������� (SK �������)

162-4. 貧しい poor EP ���� WP ���� (SK �����)

162-4a. 金持ちの rich EP �� ��	 (n. rich person) WP ����!�
 (v) cf. Burmese
������, Mon �����, Pali seThi

163. 盗む steal EP ����% �� WP ����%�� (SK ���)

163-2. 田 rice-field EP ����� WP ����� (SK ���)

163-3. 畑 field EP ���� WP ���� (SK � ���, �� ���)

164. 仕事する work EP ��� ���	
�� WP ��� ������ (SK �
� ���
�)

165. 休む rest EP �������� WP ������� (SK ��������)

165-1. 耕す to plow EP ��	 WP ��� cf. Mon ����, Burmese ��� ,
Thai ��.��

165-2. 蒔く to seed EP ��� WP ��� (SK �����)

165-3. 稲を刈る reap rice EP ���� � �� WP �
�� " �� (SK ����)

165-3a. 稲を植える plant rice EP ����� � �� WP ����� " �� (SK ��	���)

166. 剥く peel EP � �� ����, ��
 ����� WP ��� ����, �
� ����� (SK ���� ����)

166-a. はがす knock off (ex. bark of a tree) EP ���
 WP ��
�

166-b. つける fix, attach EP ���'��, ���
 ���� WP ��
� "
��

166-c. とりつける furnish, install EP ��	�� ����� WP ��	� �����

166-1. 編む knit EP ��	��� WP ������ (SK ����)

166-3. 織る weave EP ���� WP ����

＜移動・交通＞
167. 行く go EP ��$ WP ��� (SK 	
�)

168. 来る come EP %	 WP %��� (SK ���)

168-1. 帰る return EP ������ WP ������ (SK �
�)

168-2. 残る remain EP �����#� WP ������	�� (SK �����)

168-3. ついていく follow EP ����� WP ��
� (SK ���)

169. 出る go out EP ����� WP ����� (SK ���� ����)

170. 入る enter EP ���� WP ���� (SK ���)
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171. (道を)曲がる turn EP ����� �������� WP ���� ������� (SK ������)

171-3. 着く arrive EP ���
� WP ������ (SK � 
�)

172. 止まる stop EP ������� WP ������	� (SK ��� ��, ��������) cf.
Mon ����, ������

172-1. 越える go beyond, cross EP ��	�� WP ����� (SK ����)

173. 歩く walk EP ����� WP %������ (SK ���������)

174. 走る run EP ��� WP ����� (SK ���)

175. 速い fast EP ���� WP ������� (SK ��	��)

176. 遅い slow EP �� WP �	�� (SK ������, ���
�)

176-a. ゆっくり slowly EP �� �� WP �	���	��

177. 這う creep, crawl EP ���� (蛇,ヤモリなど), ���#��� (ワニなどが), ���� (赤ちゃ
んが) WP ���� (人間,蛇,ヤモリ), ������ (大型の動物が) (SK ����)

177-1. 乗る ride EP ����� WP ��
�� (SK ����)

177-2. 運ぶ carry EP ���
 WP ��
� (SK ���)

177-2a. 持ち上げる lift EP ��
 WP �
� (SK ���) cf. Thai ��
�

178. 道 road EP �������� WP �������� (SK �	��)

179. 橋 bridge EP ���
� WP ������ (SK �
�) cf. Mon �����
�

180. 車 (牛車,馬車など) carriage EP ����� WP ����� (SK 	��)

180-a. 車を運転する drive a carriage EP �	�� ����� WP ���� ����� (SK ���)

181. 車輪 wheel EP ������#��� WP "���� (SK ��������) cf. Burmese �����

182. 舟 boat EP ���	 WP ���� (SK ��	��)

182-a. 船 ship EP ������ WP ��"��� (SK �����) cf. Mon �����)

182-2. 舟をこぐ row a boat EP ���# ���	 WP ��� ����

＜言語・伝達＞
183. ことば language EP ���������� WP ���������� (SK �	��)

184. 話す speak EP ������� WP ������� (SK ���
�)

185. 言う say EP ���� WP ���� (SK ����)

185-a. 語る tell EP ��� WP ����

185-1. 黙る keep silent, say nothing EP ��� �� �� WP ���� ��� ��

186. 尋ねる ask EP ������� WP �������� (SK ������)

186-1. 答える answer EP ��������� WP ���� ������ (注)WPの ������は「再び

～する」ことを表す助辞。元来の意味は「帰る」(cf. 168-1)。EPでは ���������というと単

に「語る」ことを表し、「答える」は ���������と言う。
186-1a. 返事する reply to EP �	'���� WP �����!����

186-3. 嘘をつく to lie EP �����	� WP ��������

186-4. 本当 truth, real thing EP ����� WP �����

186-5. 文字 letter, writing EP ���� WP ���� (SK 	��) cf. Mon ����

186-6. 書く write EP ���, ���� WP ���� (SK �����)

186-7. 読む read EP �#� WP ��	� (SK �����) cf. Mon ��
�,
Burmese ����

186-8. 紙 paper EP �����	� WP �������� (SK ��������) cf. Burmese
� ����, Mon �������

187. 呼ぶ call EP ��
 WP �
� (SK ����)

187-1. 命令する order, command EP �����	�� WP ������� (SK ���)
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＜遊び・芸術＞
189. 遊ぶ play EP ��
���� WP ��
���� (SK 	����
�)

190. 歌う sing EP ��� �������� WP ������ (SK �������)

191. 踊る dance EP �������# WP %���������� (SK �
���	��)

＜授受＞
192. やる give EP ���$�	��, ���	�� WP ��������, ������ (SK ���)

(EP) ��- ���	�� ���	� ���

1sg やる 3sg 菓子

　　　「私は彼に菓子をやった」

(WP) ��- ������ ����� ��


1sg やる 3sg 菓子

　　　「私は彼に菓子をやった」
192-1. 手に入れる get EP �#$ WP �	� (SK ��)

192-2. 売る sell EP ������	� WP �������� (SK ����)

192-3. 買う buy EP ���� WP ���� (SK ��
�)

192-4. 貸す,借りる lend, borrow EP �����#
� WP �����	��� (SK �����	�)

192-5. (金で)貸す,借りる lend, borrow (with money) EP ��������� WP ��������� (SK

�����	�)

192-5a. お金 money EP ������	�� WP ��� cf. Burmese ��������� (SK

���)

192-6. 送る send EP �	
�� WP ��
�� (SK �����, ���)

＜対人動作・対物動作＞
193. 会う meet EP '�����
�, ��
���
� WP !���
�, !�������� (SK ����(Burmese

Sgaw), �������(Thai Sgaw))

194. 待つ wait EP ������
, �������
 WP ��
� (SK ��������)

194-1. 真似る imitate, mimic EP ���'�
� WP ���!����

194-2. ほめる praise EP ���� WP �
��

194-3. 叱る scold EP ������� WP �������

195. 殴る,たたく hit, strike EP '�� WP !�
 (SK ���)

195-a. たたく knock (door) EP '�����
 WP !�
��
� (SK ������	���)

195-b. 抱く embrace EP ���
��%	
�� WP �	�

195-1. 頼む ask, request EP ��������� WP ��������� (SK ���)

195-2. 手伝う help EP �������� WP ������� (SK �
��
�)

195-2a. 救う save EP ����� WP ��� ����������� (SK �
� �
���	���) cf.
Mon ����

195-a. ぶつかる bump EP �������� WP "�������

196. かみつく bite EP ����� WP ����� (SK ���)

197. 取る take EP ����#$ WP ����	� (SK �
���, ������)

198. 持つ,つかむ hold EP ���� WP ������ (SK ����)

199. つかまえる catch EP ���
� WP ������ (SK ����)

200. 放す release EP ��� ����#� WP ���	� (SK �	�)

201. 投げる throw EP ������ WP ������ (SK ����)

201-1. 棄てる throw away EP ��������
 WP �������
�

225



202. さわる (無意志的に) touch (unvolitionally) EP ���, �������� WP "��,
"������� (SK ���)

202-a. さわる (意志的に) touch (volitionally) EP ���� WP ������

203. こする rub EP ����� WP ��
�� (SK �� ���)

204. (ビンなどを)振る shake EP ������ WP ����	� (SK ����)

204-a. ゆする rock, swing (vt) EP ������� WP ���
���

204-b. ゆれる rock, swing (vi) EP ������
 WP �	���
�

205. 押す push EP ����� WP ����� (SK ����)

206. 引く pull EP ���� WP �
�� (SK �� ���)

206-a. 引きずる drag, trail EP ������� WP �
�������

207. しぼる squeeze EP ���� WP "��� (SK ����)

207-a. はさむ put something between two things EP ����� WP ����� (SK ���)

208. 背負う carry on one’s back EP ���� WP �� �� (SK ���)

209. 蹴る kick EP ��� (足の甲で), ��	�� (足のひらで) WP ���� (足の甲,ひらで)
(SK ���	��, ����)

210. 踏む step on, tread on EP �#��� WP �	��� (SK ��)

210-2. なくなる be lost EP �����#� WP �����	� (SK �����)

211. かくす hide, conceal EP ��
��$� �� WP ���������� (SK ��� �������)

212. さがす seek EP ����� 	� WP �	
��	� (SK � ��)

213. みつける find EP '�� WP !�� (SK ����)

214. 見せる show EP '���� WP !������� (SK � ������)

215. 置く put EP ��
��$ (口語的), �����$ (格式ばっている) WP ������� (SK

���)

215-1. 包む wrap EP ��
� WP "���� (SK ���)

215-2. 広げる unfold EP '�� ���� WP !�� ���� (SK ���)

215-2a. たたむ to fold EP '�� WP !�� (SK ���)

215-4. 入れる put in EP �� 	� ���� WP ��	��� ����

215-4a. よそう ladle (cooked rice) EP ���� ���� WP "��� ����

215-5. 出す put out EP ����� ����� WP ����� ����� (SK �� ���)

215-5a. 追い出す drive out, expel EP �	�� WP ���� (SK ���)

216. 集める collect EP ����
�� WP ��������� (SK ���������) cf.
Mon ����
�

217. 作る make EP ����� WP ����� (SK ���)

218. こわす break(vt) EP ��� %��%�
� WP ��� %��%���� (SK �
� �����
�)

218-a. こわれる break(vi) EP %��%�
� WP %��%���� (SK �����
�)

218-b. 割れる break(vi)(as dish, glass) EP �������� WP ��	����� (SK ��������)

218-c. 欠ける break off(vi)(as edge) EP ���
 WP ��
� (SK ����)

218-d. ひびが入る crack(vi) EP �� WP ���� (SK �
�)

219. 直す mend, repair EP ����� %�$ WP ��� %�� (SK ����)

220. 裂く tear EP �	�� WP ���� (SK �����)

220-a. 裂ける be torn EP ��� WP ��� (SK ���)

221. 曲げる bend EP ��
 ����� WP "
� ����������� (SK ���� ���)

221-a. 曲がる to be bent EP ����� WP ����������� (SK ���)

222. 折る bend to break EP ��
 ��#� WP "
� ��	� (SK ���� ��)

222-a. 折れる to be broken (long thing) EP ��#� WP ��	� (SK ��)
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223. 洗う wash EP �����	��� (手足,皿などを), ������ 	����� (衣類などを), ���#� (顔を),
������� �� (頭を) WP ������ (手足,皿などを), �������
��� (衣類などを), ���	� (顔
を) , ������� �� (頭を) (SK ���手足・皿を , ��� ��衣類を , �	� ���顔を , ��
�頭を )

223-a. 水浴びする bathe EP ����� #� ��	 WP ����� 	� ��� (SK 	 � ����)

224. 巻く wind, roll EP �� 	� ������ (紙などを), �� �� (糸などを) WP ���� ���	��� (紙
などを), "���� (糸などを) (SK ����)

225. むすぶ tie EP ��������� (糸を結ぶ), ���������� (物を何かにゆわえつける), ����� (何
かを糸で束ねる) WP ��� (糸を結ぶ), ��� (物を何かにゆわえつける) (SK ���)

226. ほどく untie EP ��� ���� WP ��� ���� (SK ��� 	
�)

227. かぶせる,おおう cover EP ��� ����, ���� ���� WP ��
� "��� (SK

���� ���, �
� ����)

228. ふくらむ swell EP ��� ����� (風船などが), ���� ����� (水疱などが) WP ���
 ����� (風
船などが), "�
 ����� (水疱などが) (SK ������ ����)

229. 突き刺す stab, pierce EP ���� WP ���� (SK �����)

229-a. 引き抜く pull out EP ���� WP ���� (SK �����)

230. 切る cut EP ��� ���� (糸などを), ���� ���� (木などを), '��� ���� (魚などを),
����� (髪の毛を) WP ��� ���� (糸などを), ���� ���� (木などを), !��� ���� (魚
などを), ����� (髪の毛を) (SK ���, �	��)

230-a. 切れる to be cut EP ���� WP ���� (SK ���)

230-b. 剃る shave EP ��
�� WP ��
��

231. 混ぜる mix EP �� '���� WP ���� ���� (SK ��� � ��)

231-a. こねる knead EP ��#��� WP ��	"
� (SK �����)

232. 掘る dig EP ������ WP ���� (SK ����)

＜一般動作＞
233. する do EP ��� WP ��� (SK �
�)

233-1. 始まる begin (vi) EP ���� ����� WP ��� ����� (SK ���� ����) cf.
Mon ��� ‘go out’

233-2. 終わる end EP %�
� WP %���� (SK �
�)

234. うごく move (vi) EP ��� WP %������ (SK ����)

234-a. 移動させる move something to another place(vt) EP ���� WP ���� (SK

� ���)

234-b. 移動するmove to another place(vi) EP ���� ��� WP ���� ��� (注)EP ���,
WP ���は「再帰」を表す助辞である (reflexive particle)。元来は「心臓, 心 heart」を表
す (cf. 35, 249)。ここに挙げた形式では他動詞についているが、109-1, 129 の例のように
自動詞につく場合もある。

234-2. 転ぶ fall down EP ������	��#� WP ���������	�

235. 跳ねる jump EP �� 	� WP �� �� (SK ����)

236. のぼる go up EP ����� WP ����� (SK ����)

237. おりる go down EP ���� WP ���� (SK 	
�)

238. 落ちる fall EP �������� WP �������� (SK 	
����)

238-a. ぶら下がる hanging, pendent EP ������� WP ���������

239. 濡れた wet EP ��� WP "������ (SK ��� ��)

240. 乾いた dry EP �	��� (魚など), � 	� (洗濯物,池など) WP ����� (洗濯物,魚な
ど) , ��� (池など) (SK ���, ���)
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240-1. 比べる compare EP ������
� WP �	
�����

240-2. 選ぶ choose EP ��# WP ��	 (SK ����) cf. Burmese ����,
Mon ����

240-3. 慣れる get used EP � 	��#� WP ���	�

240-6. 変える change EP ������ WP ��������

＜知識・精神活動＞
241. 考える think EP ��	
���
� WP ����������� (SK ���������)

242. 知る know EP ��$�	� WP ������ (SK ������)

242-1. わかる understand EP ��� ��$ WP ������ (SK ����)

243. 忘れる forget EP ������ WP ������� (SK �����
����)

243-1. 思い出す remember EP ��� ����� WP ���� ����� (SK ������ ����)

243-1a. 覚える memorize EP ���
������ WP ��	��������

244. 教える teach EP ������ ���$ WP �������
 (SK ���	��)

244-1. 教わる,学ぶ learn EP ������ WP �����
 (SK �
�	��)

245. 恐れる fear EP ����� WP ������� (SK �	
�)

245-a. 注意する be careful EP ��� ������ WP ���� �����

245-1. 驚く bet surprised EP ���� (驚かされたりしてドキッとする) , ����	�� ��� ��� (驚
嘆する) WP ���� (驚かされたりしてドキッとする) , ������������� (驚嘆する)
(SK ����������)

246. 好む like EP ������ WP ���� (SK ���) (注)ポー・カレン語で「好
む」を一語で言い表すのは難しい。ここで挙げたEP ������は「欲しい want」、WP ����は

「愛する love」の意に近い。それでは「好む」はどのように表現されるのか？ 一例を挙げ
ると、食べ物であれば「食べておいしい」、娯楽などであれば「して楽しい」ということを

動詞連続を用いて表す。これがポー・カレン語において「好む」という心理を表現する最

も一般的な方法である。

(EP) ��- ���� ���
��� ���

1sg 食べる マンゴー おいしい

　　　「私はマンゴーが好きだ」

(WP) ��- ���� ��
���� ���

1sg 食べる マンゴー おいしい

　　　「私はマンゴーが好きだ」

(EP) ��- �#� �������� ��
 ����

1sg 読む 本 この 楽しい

　　　「私はこの本が好きだ」

(WP) ��- ��	� �����
�� ��� ����

1sg 読む 本 この 楽しい

　　　「私はこの本が好きだ」
246-a. 愛する love EP �� WP ���� (SK ���)

246-b. 楽しい,心地よい happy, amused, comfortable EP ���� WP ���� (SK

���)

246-1. 嫌う,憎む dislike EP ���%	��� WP ���%����, ������� (SK �������)
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247. 喜ぶ glad EP �����	 WP ������ (SK ���������)

247-1. 悲しむ sad EP ������� WP ������� (SK ����� ���)

247-3. 信ずる believe EP �� ���� WP ���� (SK ���)

248. 怒る get angry EP �������� WP �������� (SK ���� ����)

248-1. ゆるす forgive EP ��� ��� WP ���	�

248-2. 恥ずかしがる be ashamed EP ������ WP ����	�� (SK ���������)

248-3. 心配する be anxious EP ����� WP ����������

248-4. がまんする be patient EP ��#
�� WP ��	
�� (SK ��)

248-5. 馬鹿な stupid EP ���� 	� WP �������

249. 心 heart, mind EP ��� WP ��� (SK ����)

249-1. きちがいの insane, mad EP ��� #� WP ��� 	� (SK �	 �)

＜地学＞
250. 空 sky EP �������� WP �
�����
 (SK �������)

251. 雲 cloud EP �������� WP ������ (SK �����)

252. 霧 fog EP ����� WP ����� (SK ���
�)

253. 雨が降る to rain EP ����� WP ���� (SK �
�)

254. かみなり thunder EP �	�� WP ���� (SK 	��)

254-a. かみなりが鳴る to thunder EP �	�� ������ WP ���� ������ (SK 	�� ��
�)

255. 稲妻が光る to lighten EP �	�� �# '��� WP ���� �	��!��� (SK 	�� ��	���)

256. 虹 rainbow EP �	�����������	 (「水を飲みに下りたかみなり」の意) WP ���� (「か
みなり」に同じ) (SK ����
�)

257. 雪 snow EP なし WP なし
258. 氷 ice EP ��	������
� (「凍った水」の意) WP ����	
�� (「水の石」の意)

(SK ������	�)

259. 凍る freeze EP ������
� WP �����������!�� (SK 	
����
�)

260. 溶ける melt EP ���# ���� WP ��	 ����� (SK ���)

261. 太陽 sun EP �#���� WP �	���� (SK �����)

262. 月 moon EP ��� WP ��� (SK 	��)

263. 星 star EP ��� WP ��� (SK ����)

264. 光 light EP �������� WP �������� (SK �����
�)

265. かげ shade EP ���� �� WP ���! ��, ���!�� (SK ����� ��)

266. 明るい light, bright EP ����� WP ����� (SK ���
�)

267. 暗い dark EP ����� WP ����� (SK �����)

268. 風 wind EP �� WP �� (SK ��	
�)

269. 風が吹く wind blows EP �� %	 , �� � �� WP �� %���, �� ��� (SK ��	
� ���)

269-1. 静かな silent EP � #������ WP ��� ��

269-1a. うるさい noisy EP ���� WP �
��

270. (客観的に)暑い hot (objectively) EP ��#� WP ��	
 (SK ��)

270-a. (主観的に)暑い hot (subjectively) EP ��#���� WP ��	
���� (SK

�������)

271. (客観的に)寒い cold (objectively) EP ������� WP ������� (SK ����)

271-a. (主観的に)寒い cold (subjectively) EP %#
� WP %	��� (SK ��)

272. 暖かい warm EP ���� WP ��� (SK 	�)

272-1. 地面 ground, land EP %������� WP %������
 (SK �������)

272-1a. 地震が起きる to earthquake EP %������� ��� WP ������� % 	�
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273. 山 mountain EP ������
�, �	��� (岩山) WP ���
����� (SK ����)

274. 森,ジャングル forest EP �������� WP �
� (SK ���)

275. 野原,平原 field, plain EP ��#������, �#������ WP ������������ (SK

�	���
�)

276. 湖,沼 lake EP ��
� WP ����� (SK ���)

276-a. 池 pond EP ���	� WP ����� cf. Mon �����

277. 川 river EP �������
, ��	����
 WP "����
�, ������
� (SK �����	��)

cf. Mon ��

278. 泡 bubble EP ����� WP ������ 	� (SK ����������, ������	��)

279. 沈む sink EP �������� WP ����"�� (SK 	
��	��)

280. 浮かび上がる float EP �������	� WP ��������� (SK ��������)

281. 流れる flow EP �������� WP �������� (SK 	
���
�)

282. 川岸 shore EP �������� WP ������
������ (SK ���
�)

283. 海 sea EP �	�������� WP ������ (SK ���	��) cf. Mon �����������,
Burmese ����� 

284. 波 wave EP ����� WP ����� (SK 	����) cf. Mon �� �����

285. 島 island EP ��
 WP ���
�� (SK ����) cf. Mon ������, Thai
����

286. 石 stone EP �#
�� WP �	
�� (SK 	�)

286-a. 石灰 limestone EP ���� WP "��

287. 砂 sand EP ���� WP ��� (SK ����) cf. Mon ����(�

288. 土, 泥 soil, mud EP ����� WP ����� (SK ���)

288-3. 鉄 iron EP ���� WP ���� (SK �����)

288-4. 金 gold EP ��	
� WP ������ (SK ����)

288-5. 銀 silver EP ��$ WP ��� (SK ���)

288-6. 銅 copper EP ��#
� WP ��	��� (SK ��)

＜植物＞
289. 木 tree EP ����� WP ����� (SK ���)

290. 草 grass EP ����, ��� WP ���� (SK ���)

290-a. 草をむしる pick off grass EP ���� ��� WP ���� ����

291. 幹 trunk EP ����� �������� WP ����� ������ (SK ������)

292. 樹皮 bark EP ���������� WP ���������� (SK �����)

293. 茎 stem EP ����
���� WP ��"������� (SK �����)

294. 枝 branch EP �������� WP �������� (SK ������)

295. 葉 leaf EP ����� WP ����� (SK ��	��)

295-1. つる creeper, vine EP �#� WP �	�

295-2. 棘 prickle, thorn EP ����� �� WP ������� (SK ����� ��)

296. 花 flower EP ��	� WP ����� (SK ����)

297. 根 root EP ���# WP ���	 (SK ����)

298. 生える grow, come out EP �� ����� WP ���� ����� (SK ��� ����)

298-1. 実がなる bear fruit EP ��� ����� WP ��� ����� (SK ��� ����)

299. 枯れる wither EP ������ WP �������� (SK 	
������)

299-a. ココヤシ coconut EP ����� WP ������ (SK �
�)

299-b. サトウキビ sugar cane EP ��	���
 WP �����
� (SK �������)

299-1. 竹 EP ��� WP ��� (SK ���)
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299-2. きのこ mushroom EP ���� WP ���

＜植物＞
300. 動物 animal EP ������������ WP ������
����	� (SK ��������������)

301. 鳥 bird EP ���� WP ���
 (SK ����)

302. 魚 fish EP ��� WP ��� (SK ���)

303. 虫 insect EP �����������#� WP ������
����	� (SK ��������)

304. 犬 dog EP ���� WP ���� (SK �����)

304-1. 猫 cat EP ����� WP ������ (SK �������
�)

304-2. 馬 horse EP ����$ WP ��� (SK �����)

304-3. 牛 cattle, etc. (注)両方言とも地域によって様々な呼び方がある EP ���#�, ��������,
����	�� WP ���	��, �������� (SK �	�) cf. Mon ��� �

304-3a. 水牛 baffalo EP ���#� WP ���	� (SK ����)

304-6. 豚 pig EP ���
 WP ��
� (SK �����)

304-7. 鶏 chicken EP ��	�� WP ����� (SK ����)

304-9. 虎 tiger EP ��	$ WP "	� (SK ������)

304-14. 猿 monkey EP ������� WP ����
�� (SK �
�� ���)

304-15. 兎 rabit EP ��'� WP ��!	�� (SK �����) cf. Mon ������

304-16. 鼠 mouse EP � #� WP �	� (SK � �)

304-17. 象 elephant EP ����	�� WP ������� (SK ������)

304-21. 蟹 crab EP ���� WP ����� (SK �����)

304-22. 蝦 shrimp EP ��'��� WP ��!��� (SK �����)

305. 貝 shellfish EP ����� WP ����
 (SK ��	��)

305-a. 貝がら shell EP � �� WP ���

305-4. 鵞鳥 (ガチョウ) goose EP �������� WP ���
���� (SK �������)

305-5. 山鳩 rufous turtle-dove EP ��# WP ��	 (SK 	��)

305-6. 鴉 (カラス) crow EP ���� WP ����

305-7. 雀 sparrow EP ��������� WP ���
�����, ���
�
�����
 (SK ���������)

305-8. 蝶々 butterfly EP �	����
������ WP ���!
����� (SK �
����
�)

306. アリ ant EP ��#�����# WP �� 	� (SK ��)

306-1. 蜘蛛 spider EP �������� WP ����� (SK ���
�)

306-2. 蜜蜂 bee EP �	$ WP ��� (SK �����)

307. 蚊 mosquito EP ����
� WP ������
 (SK ���
�)

307-a. 蚊帳 mosquito net EP ��
�� WP ������ cf. Mon �����


308. ハエ fly EP ' ���	� WP ! ����� (SK ������	��, ������	��)

308-a. ゴキブリ cockroach EP ���������#� WP ���������

310. しらみ louse EP ����� WP ��� (SK ���)

311. ヘビ snake EP �#� WP %	� (SK � �)

311-1a. ヤモリ house lizard EP '����#��� WP !����	���

311-1b. カメ turtle EP ������ WP ������ (SK ��	���)

311-1A. カエル frog EP '�$ WP !�� (SK ���)

312. つの horn EP ����
�� WP ����
�� (SK ���
�)

314. 尾 tail EP ���#$ WP ���	� (SK ����)

315. くちばし beak EP ����
 WP ���
� (SK ������)

316. つばさ wing EP ��'��� WP ��!��� (SK ������)

317. 羽毛 feather EP �������
� WP ���
������ (SK ������)

318. 巣 nest EP ����	 WP ����� (SK ������)
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319. 飛ぶ to fly EP � �� WP ��� (SK �
�)

320. 泳ぐ swim EP �#� ��	 WP �	� ��� (SK �� ����)

320-1. 鳴く cry (animals or insects) EP %�����
 WP %����
�

320-1a. 吠える bark (dog) EP ���� WP ���� (SK �
�)

320-2. 卵を生む lay eggs EP '� ���� WP !� ���� (SK ��� 	
�)

320-3. 飼う raise, rear EP ����� �� ���� WP ����� 	� (SK ��� 	
�)

＜形・色・音・匂＞
321. 円い round (circle) EP ���������� WP ������ (SK ���
�)

321-a. 丸い round (sphere) EP ��
����
��, ���
����
�� WP ����
�� (SK

��	��)

322. するどい (包丁の刃など) sharp EP ����� (85.「かむ」に同じ) WP ���� (170.
「入る」に同じ) (SK ���)

322-a. とがっている (針など) sharp-pointed EP � �� WP ��� (SK ���)

323. 鈍い dull EP �������� WP �������� (SK 	
�)

323-1. 平らな flat EP � 	�, � 	����� WP ���� (SK �
�)

324. 穴 (壁などの突き抜けた穴) hole EP �����#
�� WP ����	
��

324-a. 穴 (地面などの突き抜けていない穴) hollow EP �������� WP ������ (SK

���
�)

324-1. くぼんだ be hollow EP ������
�� WP ������
�� (SK 	
��
�)

325. まっすぐな straight EP ��
� WP ����� (SK 	
�)

325-4. 物 thing EP ����, ��#� WP ��	� (SK ��)

326. 大きい big EP '�� WP ��
 (SK ���)

327. 小さい small EP �	$ WP ����� (SK �����)

328. 長い long EP ����� WP ��	� (SK ����)

328-a. (時間が)長い long (time) EP ���� WP ���� (SK ���)

329. 短い short EP �� ı́ WP �� ı̀ (SK ����)

329-a. (時間が)短い short (time) EP �#� WP �	�

330. 厚い thick EP ���� WP ���� (SK ���)

331. 薄い thin EP ���� WP "�� (SK ���)

332. 色 color EP ����#�, ���	
� WP ����	� (SK ��	���) cf. Mon.
�� ���� ��, Burmese �������

333. 赤い red EP %��, ��� WP %��� (SK �
�)

334. 青い blue EP �	� WP ���� (SK 	��)

335. 黄色い yellow EP ���� WP "��� (SK ���)

336. 緑色の green EP �	$ WP ��� (SK 	�����)

337. 白い white EP ���� WP "��� (SK ���)

338. 黒い black EP �	�� WP ��� (SK ���)

338-a. 茶色い brown EP ���� WP �
�� (SK ����)

338-1. 塗る to paint EP % �� WP % �� (SK ����)

339. 音 sound EP ���	� WP ������ (SK �����)

340. におう to smell EP �	�� WP ��� (SK ���)

＜性質＞
340-4. 勇気のある brave EP ����� (一時的な気持), ' �� (恒常的性格) WP ��� (一

時的な気持), '�� (恒常的性格) (SK ���, ���)
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340-8. 怠ける lazy EP ����� WP ��� (SK ��)

341. 強い strong EP ���
� WP ������ (SK ����)

343. 正しい correct, right EP ��� WP "�� (SK ���)

343-A. 間違った wrong EP ��� WP "����� (SK �����)

344. 良い good EP %�$ WP %��, ��)	� (SK �
�)

344-A. 似合う,ふさわしい to suit, to fit EP ���̀ı WP ��/� (SK �����)

cf. Mon �����

345. 悪い bad EP ���� WP ��� (SK ���)

345-1. 易しい easy EP �	� WP ���� (SK ���)

345-2. 難しい difficult EP ��� WP ��� (SK ���)

345-2a. 困難 difficulcy, hardship EP ���������%� WP ���������%���

345-4. きつい tight EP ������� WP ��� (SK ����)

345-5. ゆるい loose EP ���	�� WP ������ (SK �	��) cf. Burmese
������ (Written Burmese ���
)) , Mon ����*

346. すべっこい smooth EP ���	$ WP ����� (SK �	��)

347. 古い old EP �#���� WP �	���� (SK 	
�)

348. 新しい new EP �	�� WP ���� (SK ���)

349. 美しい beautiful EP �	��� WP ����� (SK ���	
�)

349-1. みにくい ugly EP ������� WP ��
�	�

350. 清潔な clean EP �����, ��	��� WP �����, ������ (SK �������)

351. 汚い dirty EP �	��� WP "�������
 (SK ������) (注)WP形式に対応
する EPの ������は「気味が悪い detest,loathsome」の意。EP形式に対応するWPの形式
は存在しない。

352. 固い hard EP ��
� WP ����� (SK �
�)

352-a. 堅固な firm, solid EP ��	�� WP ���� cf. Burmese ������, Mon
����)

353. 柔らかい (綿など) soft (as cotton) EP ����� WP ��
�� (SK ��� ��)

353-a. 柔らかい (調理した肉など) soft (as meat) EP �� WP "���

353-b. 柔らかい (肌が) soft (as skin) EP ���� WP "���

＜空間＞
353-1. 場所 place EP ���#�� WP ���	�� (SK ��	�)

354. 前 front EP ������	� WP �������� (SK ��������)

355. 後 back EP ���#����	��� WP ���	�������� (SK ��	�����)

356. 間 between EP ������, ��������� WP ������ (SK ���	��)

357. 上 upside EP ����	������ WP ����������
 (SK ����������)

358. 下 downside EP ����	����� WP ���������� (SK ������	��)

359. 中 inside EP ������� WP ������ (SK ���
�)

360. 外 outside EP ��	
� WP ������ (SK ����	��)

361. 右 right EP ����
 WP �������� (SK � �������)

362. 左 left EP ����$ WP ������ (SK � �����)

363. 先端 point, tip EP ���������
 WP �������
� (SK ���������)

363-a. 端 (はし) edge EP ������� WP �������

364. 近い near EP ���� WP "
�� (SK ����)

365. 遠い far EP ����� WP ����� (SK �
�)

366. 高い high EP ��	� WP ����� (SK ����) cf. 328
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367. 低い low EP �� ı́ WP �� ı̀ (SK ����) cf. 329
368. 深い deep EP ��
 WP �
� (SK ���)

369. 浅い shallow EP �� #� WP �� ı̀ (SK ���)

370. 広い wide EP �# WP �	�� (SK 	�)

371. 狭い narrow EP ����� WP ����� (SK ���)

372. いっしょに together EP ���������� WP ���������� (cf. 455) (SK

������������)

373. 満ちた full EP ���� WP ���� (SK ��
�)

374. 空っぽの empty EP �������� WP ��
����
 (SK �����	��)

374-a. 暇な free EP ������ WP ����� (SK �����)

375-1. 東 east EP �#������ WP �	������ (SK ������)

375-2. 西 west EP �#����� WP �	����� (SK �����)

375-3. 南 south EP ������������ WP �	�������, ����� (SK ��	
������)

375-4. 北 north EP ������������� WP ������� (SK ��	
����) (注)南と
北の呼び方は地域によって異なることが多く、両方言とも 375-3, 375-4 は一例にすぎない。
また南と北の呼び方を知らないポー・カレン人も多い。スゴー・カレン語でもこれと似た

傾向がある。

＜時間＞
376. 朝 morning EP ��%��, ����� WP %�������� (SK ���
�)

376-1. 正午 noon EP �#������� WP �	����� (SK ������)

377. 昼間 daytime EP ���#���	� WP �	����� (SK ������)

378. 夕方 evening EP ��%�� WP �	�%�� (SK �����)

379. 夜 night EP ��� #���� WP �	���� (SK ���
�)

380. 早い early EP ��	� WP ���
 (SK ����)

380-a. 朝早い early in the morning EP %��, ��� WP %��� (SK �
�)

381. おそい late EP ����#, ������ WP �����	��, �	����� (SK ��	���, �
�����)

cf. Burmese �����	�

382. 今 now EP ����	���
 WP "�
��� (SK �����
�)

383. ～する前に before EP ���#�... '��� ��� WP ��������... !��� "�� (注)EP
の ���#�は Pali �#���の借用か？一方、WPの ��- ������は ������「間に合う」に negative
marker がついたもの。

(EP) ���#� ���	� ��- %	 '��� ���, ��- ��- ��$

SCM 3sg NEG 来る まだ NEG 1sg IRR 行く

　　「彼が来る前に私は行く」(SCM=subordinate clause marker;IRR=irrealis marker)

(WP) �������� ����� ��- %��� !��� "��, ��- ��- ���

SCM 3sg NEG 来る まだ NEG 1sg IRR 行く

　　　「彼が来る前に私は行く」
383-a. 以前 before, formerly EP ���# WP ��% 	�

384. あとで afterwards EP ���#����	���, ����	��� WP ���	��������, �������� (SK

	�� ����)

385. いつも always EP ���� WP ������	�� (SK �������)

386. しょっちゅう often EP ������#�������#�, ������������������ WP ��
����0

��
���� (SK ����������)
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386-1. ときどき sometimes EP �����������#� WP "����������

387. 今日 today EP ������
 WP ������� (SK ���
��
�)

388. 昨日 yesterday EP �#�%�� WP �	�%�� (SK ��������)

388-a. 一昨日 the day before yesterday EP ��%�� WP ��%����, ��%����

389. 明日 tomorrow EP ������
 WP ��
�	�������� (SK ����������)

389-a. 明後日 the day after tomorrow EP ���������
 WP ��
���������

390. 毎日 everyday EP ��
 �� '��, �����	���� WP �
� �� !��, ��
����
�� (SK

���� �
� ����)

391. 日 day EP �#��� WP �	��� (SK ����
�)

391-A. 時間 time EP ����	������#�, ����	�������	� WP ����������	�,
�������������� (SK ����������)

391-1. 一週間 one week EP ��- ��	� WP ��- ��� (SK ��- ����)

391-2. 月 month EP ��� WP ��� (SK 	��)

392. 年 year EP ����� WP ����� (SK ���)

392-a. 昨年 last year EP ��%# WP ������������

392-b. 来年 next year EP �#�� ����� '�� WP �	�� ����� !��

392-c. 暑期 hot season EP ��������	� WP �����������

392-d. 雨期 rainy season EP ����������	� WP �����������

392-e. 涼期 cool season EP ���%#
���	� WP ���%	�������

392-1. 年齢 age EP ������ WP ��� (cf. 35, 249) (SK ����) cf. Mon
�����, Pali #���

＜数・量＞
393. 数える count EP ��� WP �	 (SK ��)

394. 1 EP �	�� / ��- WP ��� / ��- (SK ���) (注)EP,WPともにスラッ
シュの左は単独で使われる場合の形。スラッシュの右は助数詞が後続する場合の形。以下

同様。併記しない場合はどちらも同じ形が使われる。
395. 2 EP �	 / �# WP �� / �� (SK ����)

396. 3 EP �	�� / �#�� WP ��� / ��� (SK ���)

397. 4 EP �# WP �	 (SK 	��)

398. 5 EP �# WP �	�� (SK ��)

399. 6 EP � 	� / � #� WP ��� / ��� (SK � ��)

400. 7 EP ��	� / ��#� WP ��� / ��� (SK ����)

401. 8 EP ��
 WP �
� (SK ����)

402. 9 EP ���# WP ���� / ���� (SK �����)

403. 10 EP ����	 WP ����� (SK ������)

404. 20 EP �#��	 WP ����� (SK ��������)

405. 100 EP �����, ����#�� (物の価格についてのみ使われる形) WP ����� (SK

�����
�)

405-11. 1,000 EP ����	
�, ���	�� (物の価格についてのみ使われる形) WP �������� (SK

��������)

405-14. 10,000 EP ����� WP �����

406. 回 time EP ��	��, ����� (かしこまった言い方) WP ���, "���� (かしこまっ
た言い方) (SK �	��)

406-a. １個 (一般的) one thing EP ��- ' �� WP ��- ! �� (SK ��- ���)

406-b. １回 one time EP ��- ��	�� WP ��- ��� (SK ��- �	��)
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406-c. １枚 one flat thing EP ��- ����� WP ��- "���� (SK ��- ���)

406-d. １個 (丸いもの) one round thing EP ��- ����
�� WP ��- ����
�� (SK

��- ��	��)

406-e. １本 one long thing EP ��- ��
� WP ��- "���� (SK ��- ���)

406-f. １人 one person EP ��- %�� WP ��- %�� (SK ��- �
�)

406-g. １匹 one animal EP ��- ' �� WP ��- ! �� (SK ��- ���) (注)
両方言とも哺乳類を数えるときにはこれを用いるが、鳥類・爬虫類・昆虫などを数えると

きには EP �����, WP "����を用いる (cf.406c)。
406-h. １台 one vehicle EP ��- ���� WP ��- ���
 (SK ��- ����)

406-5. 二人目 second person EP �# %�� ��- %�� WP �� %�� ��- %�� (SK

���� �
� ��- �
�)

407. 全部 all EP ������	��� WP ���� ���
� (SK ����	��)

407-1. 誰も everyone EP ��
 %�� '�� WP �
� %�� !�� (SK ���� �
� ����)

(注)EPは ��
と '��で、WPは �
�と!��で助数詞をはさむことによって every ∼ を表す
(cf. 390)。

408. 半分 half EP ������� WP ������� (SK ������)

408-4. 測る,計る,量る measure EP ���� WP ���
 (SK ����)

409. 重い heavy EP �	�� WP ��� (SK ���)

410. 軽い light EP ��	 WP ��� (SK �����)

411. 多い many EP ��� WP ��� (SK ���)

412. 少ない few EP ��� WP ��� (SK ��
�)

＜代名詞など＞
413. わたし I EP ��� WP ��� (SK �
�) (注)人称代名詞は、動詞や前置

詞の目的語位置に現れる形を挙げておく。
414. わたしたち we EP ��� WP ��� ("でなく �であることに注意) (SK ��
�)

415. おまえ thou EP ��� WP ��� (SK �
�)

416. おまえたち ye EP ���� WP ���� (SK � ��)

417. 彼,彼女 he, she EP ���, ���	� WP ����� (SK �
�, �����)

418. 彼ら,彼女ら they EP ���� WP ������� (SK ��������)

419. 自分 oneself EP �	������#� WP ��������	� (SK ����)

420. これ this one EP ����
 WP ����� (SK ���
�)

421. あれ,それ that one EP ����� WP ����� (SK �����)

422. ここに here EP �	� ��
, ��#
� ��
 WP ��- ���, ������ (SK 	�� �
�)

423. あそこに,そこに there EP � 	� ��� WP ��- ��� (SK 	�� ���)

423-a. あそこに (遠い場合) there (very far) EP � 	� ��
 WP ��- ��


424. 誰 who EP ����
��, �	� WP ����� (SK ���
�)

(EP) ����
�� ��$ �	 

誰 行く か

　　　「誰が行ったのか？」

(WP) ����� ��� ����

誰 行く か

　　　「誰が行ったのか？」
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425. 何 what EP ������ WP �����, ������ (SK ��� 
�)

(EP) ��- ���� ������ �	 

2sg 食べる 何 か

　　　「あなたは何を食べたのか？」

(WP) ��- ���� ����� ����

2sg 食べる 何 か

　　　「あなたは何を食べたのか？」
426. どれ which EP ������	�+助動詞 , 助動詞+助動詞 WP ������- +助動詞 ,

���- +助動詞 +助動詞

(EP) ��- ���� ������	� ' �� �	 

2sg 食べる どの 個 か

　　　「あなたはどれを食べたのか？」

(WP) ��- ���� ������- ' �� ����

2sg 食べる どの 個 か

　　　「あなたはどれを食べたのか？」

(EP) ��- ���� ' �� '�� �	 

2sg 食べる 個 個 か

　　　「あなたはどれを食べたのか？」

(WP) ��- ���� ���- ' �� '�� ����

2sg 食べる どの 個 個 か

　　　「あなたはどれを食べたのか？」
427. どのように how EP �	���$�	 , �	���$��
�� , ��$��
�� WP ��������� (SK ����	��)

(EP) ��- ���� ��$ �	���$�	 

2sg 食べる ご飯 どのように

　　　「あなたはご飯をどのように食べますか？」

(WP) ��- ���� ��� ���������

2sg 食べる ご飯 どのように

　　　「あなたはご飯をどのように食べますか？」
428. どこ where EP ��	��� WP �������, ������� (SK ����	��)

(EP) ��- ���� ��$ ��	��� 

2sg 食べる ご飯 どこで

　　　「あなたはご飯をどこで食べましたか？」

(WP) ��- ���� ��� �������

2sg 食べる ご飯 どこで

　　　「あなたはご飯をどこで食べましたか？」
429. いつ when EP ��$��$�	 , ���������	 WP ����������� (SK ������ ����	��)

(EP) ��- ���� ��$ ��$��$�	 

2sg 食べる ご飯 いつ

　　　「あなたはご飯をいつ食べましたか？」
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(WP) ��- ���� ��� �����������

2sg 食べる ご飯 いつ

　　　「あなたはご飯をいつ食べましたか？」
430. いくつ how many EP ��#� WP ��	� (SK ��
�) (注)後ろに助数

詞を置いて用いる。

(EP) ��- ���� ���
��� ��#� ����
�� �	 

2sg 食べる マンゴー いくつ 個 か

　　　「あなたはいくつマンゴーを食べたのか？」

(WP) ��- ���� ��
���� ��	� ����
�� ����

2sg 食べる マンゴー いくつ 個 か

　　　「あなたはいくつマンゴーを食べたのか？」
430-1. いくら how much EP ����	 WP ��	�������� (SK ��������	��)

(EP) ��� ���	�� ����	 

当為 払う いくら

　　　「いくら払ねばならなかったのか？」

(WP) "�� ������ ��	��������

当為 払う いくら

　　　「いくら払ねばならなかったのか？」
431. いくつか some EP ��������, �������� WP ���������� (SK ���
��
�)

431-a. 少し a little EP ���� WP ������� (SK ������)

＜副詞・接続詞など＞
431-1. とても,非常に very EP ��	�, ����, ��������� WP !�
���, �����,

��������� (SK �������, ��������) cf. Burmese �����

(EP) %�$ ��	�

良い 大変

　　　「非常に良い」

(WP) ��)	� �����

良い 大変

　　　「非常に良い」
431-1a. あまり ∼ でない not very EP ������ WP ��
����

(EP) %�$ ������ ���

良い あまり NEG

　　　「あまり良くない」

(WP) ��)	� ��
���� ���

良い それほど NEG

　　　「あまり良くない」
431-2. 最良の best EP %�$ ����� WP %�� ����� (SK ��� ����)

431-3. 全然 not at all EP �#�� ... ��� WP ���� ... ��� 両方言とも、間に助数

詞を入れ、全体を文末に置く。 (SK ��� ��- ... ���)
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(EP) ����
�� ��� �#�� %�� ���

人 いる NAN ∼ 人 NEG

　　　「人が一人もいない」

(WP) ����� ���� ���� %�� ���

人 いる NAN ∼ 人 NEG

　　　「人が一人もいない」
431-4. ∼ すぎる too ... EP ... ����	�� WP ... �̀ı (SK ... 	 ������)

(EP) �	$ ����	��

小さい すぎる

　　　「小さすぎる」

(WP) ����� �̀ı
小さい すぎる

　　　「小さすぎる」
431-5. より良い better EP %�$ '�� WP %�� ����� (SK ��� ��) (注)EP

の '��およびWPの �����はともに動詞に後接する助辞。前置詞ではない。

(EP) ����
 %�$ '�� �����

これ 良い より あれ

　　　「これはそれより良い」

(WP) ����� %�� ����� �����

これ 良い より あれ

　　　「これはそれより良い」
432. また again EP '��, �#�� ��	�� '�� WP !��, �	�� ��� !�� (SK ������,

��� ��- �	��)

433. まだ yet, still EP '��� WP !��� (SK ����)

(EP) ���	� ���� ��������� '���

3sg 食べる バナナ まだ

　　　「彼はまだバナナを食べている」

(WP) ����� ���� ����� ����� !���

3sg 食べる バナナ まだ

　　　「彼はまだバナナを食べている」
434. もう already, any longer EP ���� (肯定文で) , ���� (否定文で) WP �
�� (肯

定文で) , ��� (否定文で) (SK 	��, 	
�)

(EP) ���	� ��$ ����

3sg 行く もう

　　　「彼はもう行ってしまった」

(WP) ����� ��� �
��

3sg 行く もう

　　　「彼はもう行ってしまった」
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(EP) ���	� ��$ ���� ���

3sg 行く もう NEG

　　　「彼はもう行かない」

(WP) ����� ��� ��� ���

3sg 行く もう NEG

　　　「彼はもう行かない」
435. もし if EP ���... ��
, ���... ��� WP ... "�
 (SK ��... )

(EP) ���	� ��� %	 ��
, ��- ��$ ���

3sg SCM 来る あの 1sg 行く NEG

　　　「彼が来るなら私は行かない」

(WP) ����� %��� "�
, ��- ��� ���

3sg 来る SCM 1sg 行く NEG

　　　「彼が来るなら私は行かない」

＜助詞など＞
436. ～へ,～に (到着点) to EP ��- , ���, � 	� WP ��- , ��� (SK 	��)

(EP) ��- ��$ ��� ���#
��

1sg 行く to ラングーン

　　　「私はラングーンに行った」

(WP) ��- ��� ��� �����
��

1sg 行く to ラングーン

　　　「私はラングーンに行った」
437. ～まで till EP ��#
�, ��#� WP ������ (SK � 
�) cf. EP ���
�「着

く」 WP ������ 「着く」(233-2)

(EP) ��- ��- �������
 ��� ��#
� ��- ���'�

1sg IRR 待つ 2sg till 1 時

　　　「私はあなたを 1時まで待つ」

(WP) ��- ��- ��
� ��� ������ ��- �����

1sg IRR 待つ 2sg till 1 時

　　　「私はあなたを 1時まで待つ」
438. ～から from EP ��- , ���, � 	� WP ��- , ��� (SK 	��)

(EP) ��- %	 ��� ���#
��

1sg 来る from ラングーン

　　　「私はラングーンから来た」

(WP) ��- %��� ��� �����
��

1sg 来る from ラングーン

　　　「私はラングーンから来た」
439. ～で;に (場所) in EP ��- , ���, � 	� WP ��- , ��� (SK 	��)
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(EP) ��- ��� ��� ���#
��

1sg いる in ラングーン

　　　「私はラングーンにいる」

(WP) ��- ���� ��� �����
��

1sg いる in ラングーン

　　　「私はラングーンにいる」
441. ～と (共同) with EP '#�, '�� WP ��- , ��� (SK ����)

(EP) ��- ��$ ���#
�� '#� ���

1sg 行く ラングーン with 3sg

　　　「私は彼とラングーンに行った」

(WP) ��- ��� �����
�� ��� �����

1sg 行く ラングーン with 3sg

　　　「私は彼とラングーンに行った」
442. ～と (列挙) and EP '#�, '�� WP ��- , ��� (SK ����)

(EP) ����
 '#� ����


これ and これ

　　　「これとこれ」

(WP) ����� ��� �����

これ and これ

　　　「これとこれ」
443. ～の (所有) of, ’s EP ����	� ��- �������� (先生の本;the teacher’s book) WP ������ ��-

�����
�� (先生の本) (SK ����� ��- 	��) (注)両方言とも「先生–[ 3sg–本 ]」と
いう head-marking型の表示になっている。ただし両方言ともに 3sg代名詞は省略も可能。

444. ～も also, too EP �� WP ���, ��� (SK ������)

(EP) ��� �� ��- ��$�	�

1sg も 1sg 知る

　　　「私も知っている」

(WP) ��� ��� ��- ������

1sg も 1sg 知る

　　　「私も知っている」
446. ～で (道具) by means of EP '#�, '�� WP ��- , ��� (SK ����)

(EP) ��- ���� ��$ '#� ������
��

1sg 食べる ご飯 with さじ

　　　「私は匙でご飯を食べる」

(WP) ��- ���� ��� ��� ��
���
��

1sg 食べる ご飯 with さじ

　　　「私は匙でご飯を食べる」
447. ない (否定の助辞) not EP ��- ... ��� (従属節内) , ���(主文) WP ��- ... "�� (従

属節内) , ���(主文) (SK ��- ... ���)
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(EP) ���	� ��- %	 ��� ��������
�, ��- ���

3sg NEG 来る NEG because 1sg する

　　　「彼が来ないので私がやった」

(WP) ����� ��- %��� "�� �������, ��- ���

3sg NEG 来る NEG because 1sg する

　　　「彼が来ないので私がやった」

(EP) ��- ���� ��$ ���

1sg 食べる ご飯 NEG

　　　「私はご飯を食べない」

(WP) ��- ���� ��� ���

1sg 食べる ご飯 NEG

　　　「私はご飯を食べない」
447-1. ～するな Do not... EP ... ��$ WP ... ��%�� (SK ... ���
�)

(EP) (��-) ���� ��$ ��$

2sg 食べる ご飯 DON’T

　　　「あなたはご飯を食べるな」

(WP) (��-) ���� ��� ��%��

2sg 食べる ご飯 DON’T

　　　「私はご飯を食べるな」
447-2. ～か (question) EP ... &	�, ... �	 WP ... %��, ... ���� (SK !��, 	��)

(注)疑問詞のない文では EP &	�, WP %��を、疑問詞のある文では EP �	 , WP ����をそれぞ

れ文末に置く。 cf. Burmese �� , Mon ��, Shan �	��

(EP) ��- ��� ��� ���#
�� &	�

2sg いる in ラングーン QUE

　　　「あなたはラングーンにいるのか？」

(WP) ��- ���� ��� �����
�� %��

1sg いる in ラングーン QUE

　　　「あなたはラングーンにいるのか？」

(EP) ������ ��� �	 

何 ある QUE

　　　「何があるのか？」

(WP) ����� ���� ����

何 ある QUE

　　　「何があるのか？」
448. ～だから (理由) because EP ... ��������
� WP ... ������� (SK �����)

(注)447の例文を参照のこと。
449. ～だけれど (逆接) although EP ... �#��	���� WP ... �	�����%�� (SK ��������)
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(EP) ���	� ��- %	 ��� �#��	����, ��- ���

3sg NEG 来る NEG although 1sg する

　　　「彼が来なかったが私はやった」

(WP) ����� ��- %��� "�� �	�����%��, ��- ���

3sg NEG 来る NEG although 1sg する

　　　「彼が来なかったが私はやった」
449-a. ～して, そして ..., and ... EP ... %�
�, ... �� %�
� WP ... %���� (SK

�
�) cf. EP %�
� 「終わる」 WP %���� 「終わる」(233-2)

(EP) ���	� ����� #� ��	 %�
�, ���� ��$

3sg 浴びる 水 そして 食べる ご飯

　　　「彼は水浴びしてご飯を食べた」

(WP) ����� ����� 	� ��� %����, ���� ���

3sg 浴びる 水 そして 食べる ご飯

　　　「彼は水浴びしてご飯を食べた」
450. ～させる (使役) let someone do something EP '�� + V ('���, '���という発音もあ

る) WP !��� + V (SK ����)

(EP) ��- '�� ���� ���	� ���

1sg let 食べる 3sg 菓子

　　　「私は彼に菓子を食べさせた」

(WP) ��- !��� ���� ����� ��


1sg let 食べる 3sg 菓子

　　　「私は彼に菓子を食べさせた」
452. ～したい (願望) want to EP V + ������ (������という発音もある) WP �	
+

V (SK ��) (注)EPにおける irrealis marker の��- は元来「 ∼ したい」の
意味を持っていたと思われる。現在 EPでは動詞の後に ������「欲しい」に由来する助辞を

置くことによって「 ∼ したい」を表す。
(EP) ��- ���� ������ ���

1sg 食べる want 菓子

　　　「私は菓子を食べたい」

(WP) ��- �	
 ���� ��


1sg want 食べる 菓子

　　　「私は菓子を食べたい」
452-a. 文末助詞 (some sentence final particles)

「(行ってください)ね」 Would you ... , please?
(EP) ��$ �#�

行く ね

　　　「行ってくださいね」
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(WP) ��� "��

行く ね

　　　「行ってくださいね」

「(これは良いです)ね」 It is ... , isn’t it?
(EP) ����
 %�$ �	 

これ 良い ね

　　　「これは良いですね」

(WP) ����� %�� �� 

これ 良い ね

　　　「これは良いですね」
452-b. ～しよう will, be going to EP ��- , �#� WP ��- (SK ��-

) (注)WP の ��- は Sgaw Karen の irrealis marker ��- と同源であろう。EP の��-
は、452の注に述べたように、元々は「～したい (want to)」という意味を持っていたもの
が非現実を表すようになったものと思われる。

(EP) ��- ��- ����

1sg IRR 食べる

　　　「私が食べる」

(WP) ��- ��- ����

1sg IRR 食べる

　　　「私が食べる」
452-c. ～しなければならない must, have to EP ��� WP "�� (SK ���)

(注)両方言ともこれを動詞の前に置く。

(EP) ��- ��� ����

1sg must 食べる

　　　「私は食べなければならない」

(WP) ��- "�� ����

1sg must 食べる

　　　「私は食べなければならない」

＜重要単語・連語＞
453. ある,いる be, exist EP ��� WP ���� (SK ���)

(EP) �������� ��

本 ある

　　　「本がある」

(WP) �����
�� ����

本 ある

　　　「本がある」
453-1. ない there is no EP ��� ��� WP ���� ��� (SK ��- ��� ���)
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454. できる (能力) can EP ��$ WP ��� (SK ���)

(EP) ��- �#� ���� ��$

1sg 読む 文字 できる

　　　「私は文字を読むことができる」

(WP) ��- ��	� ���� ���

1sg 読む 文字 できる

　　　「私は文字を読むことができる」
454-1. 持っている possess EP ��� WP ���� (SK ���)

(EP) ��- �������� ��

私 本 ある

　　　「私は本を持っている」

(WP) ��- �����
�� ����

私 本 ある

　　　「私は本を持っている」

(EP) �������� �� ��� ��- ���

本 ある in 1sg place

　　　「私は本を持っている」

(WP) �����
�� ���� ��� ��- ����

本 ある in 1sg place

　　　「私は本を持っている」
455. 同じの same EP �	���� WP ���������� (SK ������������)

455-1. 似ている similar, alike EP ���'�
� WP ����%�� (SK 	
����)

456. 他の物 other EP ��% 	�%�� WP ��%��%�� (SK ���
�)

457. ∼ のために for the sake of EP ��%#�� WP ��%	�� (SK ����)

(EP) ��- ��#� ��%#��

1sg 父 ため

　　　「私の父のために」

(WP) ��- ��	� ��%	��

1sg 父 ため

　　　「私の父のために」

「 ∼ するために...する」は次のとおり。

(EP) ��- ��- ������ ��%#��, ��$ ��������#��

1sg IRR 学ぶ ため 行く ビルマ

　　　「私は勉強するためにビルマに行った」

(WP) ��- ��- �����
 ��%	��, ��� !������
����	��

1sg IRR 学ぶ ため 行く ビルマ

　　　「私は勉強するためにビルマに行った」
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457-2. ∼ のような as, like EP �	� ... ��
 WP "�
 ... �
� (SK ����... ����)

(EP) �	� ��- ��#� ��


BE 1sg 父 TO

　　　「私の父のように/ような」

(WP) "�
 ��- ��	� �
�

BO 1sg 父 TO

　　　「私の父のように/ような」
457-4. はい yes EP ��# WP ��	 (SK ��) (注)EP ��# ,

WP ��	 はともにコピュラ動詞 (copula verb)。
457-5. いいえ no EP ��# ��� WP ��	 ��� (SK ��- �� ���)

457-10. ありがとう Thank you EP �����#
�������� WP �����	
�������� (SK

�� �	 ���)
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地図：パアンおよびチョウンビョーの位置
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