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       第一章  序論 
 
 
1.1. モンゴル語の概要と研究の背景 

 
1.1.1. モンゴル語の概要 
モンゴル語は中央アジアのモンゴル高原を中心に分布するモンゴル族によって話される

言語である。モンゴル族の主な居住地は、モンゴル国及び中国の内モンゴル自治区、甘粛

省、青海省、新疆ウイグル自治区などである。言語的にはロシア連邦のブリヤート共和国

及び、カルムイク共和国で話されているブリヤード語とカルムイク語もモンゴル語に属す

る（フフバートル 1997）。話者数はモンゴル国で約 220 万人、中国内で 400 万人、ロシア

連邦内の約60万人で総計700万人余りと推定されている。現在モンゴル系の民族としては、

モンゴル国や中国内のモンゴル族をはじめ、ソ連邦内の、カルムイク（Kalmuck）族、ブ

リヤート（Buriat）族、中国内のダグル（Dagur）族、ユグル（Yögur）族、モングォル（Mongour）

族、バオアン（Baoan）族、ドゥンシャン（Dungshang）族、アフガニスタンのモゴール（Moghol）

族などが数えられる（亀井・河野・千野 1998：517）。 

モンゴル語はアルタイ諸語の一つであり、膠着型の言語である。言語学者たちは 18 世

紀の前半から中央アジア、ウラル、シべリアに住んでいる人々の言語や方言を比較対照し、

トルコ語、モンゴル語、満州語、ツングース諸語に音韻構成、語構造、文構造、語彙の面

で互いに類似点が多数あることを観察し、アルタイ諸語と呼ぶようになった。アルタイ諸

語であることが確実とされる言語グループには以下の 3 つがある。一つ目は、ツングース

諸語（エヴェンキ語、満州語など）であり、二つ目は、モンゴル諸語（モンゴル語、ブリ

ヤート語など）である。三つ目は、チュルク諸語（アルタイ語、トルコ語、ウズベク語、

カザフ語など）である。日本語、韓国語をモンゴル語、ツングース語、トルコ語などのア

ルタイ諸語に含める意見もある。モンゴル語の歴史は通例古代モンゴル語（～13 世紀初期）、

中世モンゴル語（13 世紀～17 世紀）、近代モンゴル語（17 世紀～20 世紀）、現代モンゴ

ル語（20 世紀～）の 4 つに時代区分される。    

現在の正書法と標準語について述べると、モンゴル国では、1940 年代から、キリル文字

を採用して、ハルハ方言に基づいた文語を発達させ、これを公用語としている。一方、中

国内モンゴル自治区では、伝統的な縦書きの文字で表示する「モンゴル文語」を使用し、

口語標準語における発音は、正藍旗というところで使用されているチャハル方言が基礎と

なっている。モンゴル語の方言の分類は以下のようである（亀井・河野・千野 1998：518-519）。 

 

  北部方言   ブリヤート 
  中部方言   ハルハ、チャハル、オルドス諸方言 
  東部     ホルチン、ハラチン諸方言 
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  西部     オイラド諸方言 
 
本論文では、内モンゴル自治区で標準語として用いられているモンゴル語を主として扱

う。モンゴル語の表記は Cenggeltei（1991）を参考に、伝統的な縦書きのモンゴル文字を

ローマ字転写したものである。本論文で扱う例文のグロス及び日本語訳は筆者によるもの

である。 
モンゴル語の造語や、語形変化は、語幹に様々な接尾辞が付くこと、および複合により

実現される。 モンゴル語は、安定した語幹に、次々と接尾辞が付着して単語が形成される

典型的な膠着型言語である。品詞別にみると、名詞類の曲用には、数、格、所属の 3 種類

がある。動詞の活用は、その意味と機能により命令・願望類、叙述類、形動詞類、副動詞

類の 4 種類に分かれる。動詞の態には、使役態、受動態、共同態、相互態、衆動態の 5 種

類がある（亀井・河野・千野 1998：510）。動詞の相の主なものとしては、進行、習慣、

継続、反復、完了、瞬時、起動などがある。動詞の時制は非過去／過去の対立を成す。 

 統語に関しては、モンゴル語の文は、主語（S）+目的語（O）+補語（C）+述語（V）と

いう順番で並ぶ、SOV 語順をとる。また、従属的な修飾語句が、それを受ける被修飾語句

の前に置かれるのが原則である。述語動詞は原則として文末に位置する。コピュラ動詞の

現在時制形は省略されることがあり、その場合述語のさらに後ろに置かれ、名詞、形容詞

等の補語だけで構成される。述語の後の文末において、文全体を修飾する疑問詞、確認詞、

推量詞などもある。関係代名詞はなく、従属節は、形動詞や副動詞によって表される（亀

井・河野・千野 1998：511-512）。語彙に関しては、ロシア語、チュルク語、チベット語、

中国語などからの借用語が見られ、最近は英語からの借用語も見られる（Mandakan 2015）。 
 
1.1.2. 研究の背景 
日本語で書かれたモンゴル語の文法書は数多く出版されている（小沢 1997、塩谷茂樹・

E プレブジャブ 2001、フフバートル 1993 等）ものの、その多くはモンゴル語を学習する

初級者に向けた参考書である。加えて、モンゴル語の文法研究において、内蒙古大学中国

語言学文系蒙語教研室（編）（1964）、Cenggeltei（1979、1991）、P.Bimbasang（1984）、

Delgerma（1994）、Γarudi（2007）等の研究成果が出されているが、そこに新しく加えられ

た研究はまだ少ないのは現状である。そのため、モンゴル語の文法について更なる研究が

求められている。 

 また、日本語とモンゴル語は共通点が多く、お互いの母語話し手にとってそれぞれが比

較的学びやすい言語である。その理由として日本語とモンゴル語が SOV 言語であり、｢主

語＋目的語＋述語｣といった基本的語順が類似していることが挙げられる。そのため、語順

を変える苦労がなく、日本語とモンゴル語の単語を母語の語順に入れ替えるだけで最低限

の情報伝達の文が作れる。それに加えて、日本語の九種の格助詞（ガ、ヲ、カラ、マデ、

ヘ、等）とモンゴル語の七種の格助詞（主格、属格、対格、目的格、造格、等）とは類似
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点が多く、初級レベルでの基本的な文なら母語に逐語訳しても、それほど意味の違いは発

生しない。このように、初歩的な会話や読み書きは簡単にクリアできるようであるが、レ

ベルが上がるにつれて、文法的な面では難しいところが多く、学習者が頭を抱え始める。

そこで、日本語・モンゴル語の対照研究を言語教育にうまく応用できれば、円滑で効果的

な教育を行うことができる。日本語とモンゴル語を対照し、両言語の類似点と相違点を明

らかにして、両言語の学習者に役に立つ対照研究が求められているのが現状である。 

 
1.2. 研究の対象・目的 
 
1.2.1. 研究の対象 
本論文では、モンゴル語 bayi-を研究の対象とする。モンゴル語の bayi-は基本的に日本

語の「ある・いる」を意味する存在動詞であり、bayi-qu は辞書形であり、本論文では、存

在動詞を bayi-と表記する。モンゴル語において bayi-という語が多く使用されているが、

それぞれが同じ意味で用いられているわけではない。以下の用例で、bayi- が同じ意味で

用いられていないことを確認してみよう。 

 
(1) Anggi-du  sambar  bayi-na. 

    教室-DAT   黒板     EX.V-PRS 

   「教室には黒板がある。」 
(2) IlanGuya qambu-yi  aGurla-Gulu-Gsan  ni,   önüki  aliya  jaruca  bandi  bayi-la. 

     特に     内供-ACC  怒る-CAUS-PST  3RD  あの   悪戯  使用人 中童子 CP.V-PST   

    「特に内供を怒らせたのは、悪戯な使用人中童子であった。」 
(3) A !  tegUn-U  yabu-qu  edUr  marGasi   bayi-jai ! 

あっ  彼-GEN   行く-VN  日    明日       EX.V-PST 

   「あっ！彼の出発日は明日だった ！」 
(4) TemUr-iyer  ki-gsen  yum  cini kUndu  bayi-lgUi 

     鉄-INS   作る-PST  もの  2ND 重い  EX.V-MP 

    「鉄で作ったから重いだろう」  
(5) Ta-nar    bUr  mede-gsen  bayi-tala , yaGakiGad nada-du  kelkU Ugei  bui. 

    あなた-PL 全部  分かる-PST   EX.V-CV なぜ      私-DAT    言う-NEG Q 

   「あなたたち全部分かったのに、なぜ私に言わないの」  
                     
モンゴル語の bayi- は、例文の（1）では存在動詞として、（2）ではコピュラ動詞とし

て、（3）では思い出しのムード用法として、（4）ではモダリティとして、（5）では逆接と

して、というように異なった用法で用いられていることがわかる。しかし、モンゴル語の

文法書には bayi- について本動詞と補助動詞の用法以外は詳細に説明されていない。 
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そのため、bayi- の述語文、 bayi- のテンス形式に見られるムード用法、bayi- の文法化

した形式・用法など、bayi- に関する言語現象には検討の余地が多く残されている。従っ

て、本論文では、モンゴル語の bayi- を研究の対象とし、日本語と対照しながら、形態・

統語論的な観点から掘り下げていく。 

 
1.2.2. 研究の目的 
本論文では、モンゴル語の存在動詞に関して、日本語と対照しながら今まで究明されてい

なかった bayi- の意味・用法を考察する。主に形態・統語論的な視点から、存在動詞述語

文、存在動詞の文法化した形式・用法、存在動詞のテンス形式のムード用法、存在動詞か

ら文法化したアスペクト形式の使用条件について検討する。本論文の目的は次の 5 つであ

る。 

 

1) 存在動詞述語文の究明 

 存在動詞の存在文と所有文の相違、出来事存在文、「名詞句＋存在動詞」存在文の多義

性という異なった観点から、存在動詞述語文について究明する。 

 

2) 存在動詞の文法化した形式・用法の究明 

存在動詞 bayi-の文法化した形式・用法について、存在動詞の内容語から機能語へと文法

化した補助動詞、コピュラ動詞、形式動詞に分けて分析し、存在動詞の文法化した形式・

用法の全体像を探り出す。 

 

3) 存在・コピュラ動詞におけるテンス形式のムード用法の究明 

bayi- のテンス形式に見られる「発見」、「思い出し」、「知識の修正」のムード用法を明

らかにし、bayi- の非過去形 bayi-na と過去形 bayi-jai によって表現されるムード用法の相

違を究明する。 

 
4) テンス・アスペクト形式における使用条件の究明 
「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言語化について、日本語の 「タ」と 「テイ

ル」形式とモンゴル語の -jai と -Gad bayi-na 形式と対照しながら、それぞれの使用条件を

究明する。 
 
5) 日本語とモンゴル語の対照研究 
モンゴル語の内部を見ているだけで分からない側面を日本語との対照を通して、今まで

究明されていなかった現象を検討する。日本語と対照研究をすることにより、日本語とモ

ンゴル語の共通点と相違点を明らかにし、モンゴル語が母語である日本語学習者や日本語

が母語であるモンゴル語学習者に有用な情報の提示を目指す。さらに、言語の普遍性や多
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様性について考えるための観点を豊かにすることにつながるヒントを探る。 
 
本研究を通して、日本語とモンゴル語の両言語の対照的研究に新たな視点と可能性を提

示し、言語学的に有意義な知見を得られることが考えられる。従って、モンゴル語を母語

とする人及び第二言語として習得しようとする人の双方にとって有用な知見を得られるこ

とが期待できる。 
 
1.3. 研究の方法 
 
1.3.1. 対照研究の目的 
本節では、本論文での対照研究という手法を取る目的を述べる。まず、対照研究を行っ

た先行研究を例にあげると、池上（1982、2003、2004）では、「スル的言語／ナル的言語」

「客観的事態把握／主観的事態把握」という観点から、英語と日本語の種々の相違を説明

している。また、影山（1996）では、「結果重視／動き重視」という観点から、英語と日本

語の種々の相違を説明している。さらに、金（2003）では、「名詞志向構造／動詞志向構造」

という観点から日本語と韓国語の構造の特徴をとらえているなど、数々の対照研究が見ら

れる。このように、対照研究によって、それぞれの言語の重要な特徴が明確になる可能性

が高い（井上 2014）。 

対照研究の中でも、モンゴル語と日本語を比較対照したものは少ないが、久野 マリ子 ・

二仁巴図 （1987）の 「日本語・モンゴル語対照研究ー身体名称を使った慣用表現を中心

に」、清格楽図・張 （2008）の「日本語とモンゴル語の存在表現の対照研究」、Badma（2012）

「日本語とモンゴル語における補助動詞の対照研究」、巴雅尔都楞（2014）の「直示用法

法における日本語とモンゴル語の指示詞の対照研究 −視点の融合と視点の対立を手掛

かりに−」、サイシャラト（2014）の「日本語とモンゴル語の主題マーカーの対照研究」な

どの対照研究が挙げられる。 

 井上（2014）によれば、個別言語研究がその内部だけで完結する方向に向かうことを避

けるために、常に「対照研究」的な視点、すなわち各個別言語研究の内部事情（伝統や思

考様式、問題意識）を相対化する視点を持ちながら、他の言語との異同を見ることで特定

の言語についてより深い知見を得られる可能性が高い。本研究の対象であるモンゴル語の

存在動詞と比べ、日本語の存在動詞に関する研究は遥かに進んでいる。例えば、影山（2011）

の「出来事存在文」、久保田（2013）の「出来事名詞とその構文」、大塚（2004）の「「～が

ある」文の多義性」、金水（2001）の「いわゆるムードのタについて−状態性との関連から

−」、生越（1997）の「朝鮮語と日本語の過去形の使い方について −結果状態形との関係を

中心に−」などが挙げられる。（これらの詳細は日本語の先行研究或いは本論文中に紹介す

る）。モンゴル語の存在動詞についてこれらの観点から着目している研究はまだ見られない。

日本語に見られるような現象が、モンゴル語にも見られるか否か、またもし見られるとす

http://ci.nii.ac.jp/author?q=%E4%B9%85%E9%87%8E+%E3%83%9E%E3%83%AA%E5%AD%90
http://ci.nii.ac.jp/author?q=%E3%80%93%E4%BB%81%E5%B7%B4%E5%9B%B3
http://ci.nii.ac.jp/author?q=%E5%B7%B4%E9%9B%85%E5%B0%94%E9%83%BD%E6%A5%9E
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れば、どのような一般的規則に集約することができるのかというように、日本語との比較

対照することによって、モンゴル語の重要な特徴が明確になる可能性が高く、モンゴル語

の特性が浮かび上がってくる可能性が考えられる。 

 本論文の存在動詞と関わりのある対照研究を述べると、Badma （2012）、清格楽図・張

麟声（2008）があげられる。次に、これらについて簡単に紹介しながら、対照研究につい

てみる。Badma（2012）では、主体変化を表す動詞において、アスペクト形式のシテイル

形と-ju bayi- と-Gad bayi- について、表 1-1 の通りに研究成果をあげている。 
 

          表 1-1 シテイル形と-Gad  bayi- / -ju  bayi-  

    分類  シテイル形  -ju  bayi-   -Gad  bayi-  

主体変化を表

す動詞 

 

瞬間的な変化 結果の状態   結果の状態 

過程を持つ変化 結果の状態 動きの継続 結果の状態 

再帰動詞 動きの継続/結果の状態 結果の状態 

                                                            （Badma：2012 一

部改変） 

 
 表 1-1 で示すように、前接動詞が主体変化を表す動詞の場合、日本語のシテイル形は通

常、結果の状態を表す。他方、モンゴル語においては、前接動詞が主体変化を表す動詞で

あり、瞬間的な変化を表す動詞の場合、-Gad bayi- は結果の状態を表す。また、主体の変

化を表す動詞のうち、変化の過程を持つ場合、日本語のシテイル形とモンゴル語の-Gad 

bayi-とは共に結果の状態を表すが、-ju bayi- は動きの継続を表すと述べている。このよう

に、アスペクト形式の機能は前接動詞によって両言語に相違が見られる。ひいてはこのよ

うな研究は、言語教育の現場におけるアスペクト形式の教育に生かせる有用な知見を得ら

れている。両言語間で異なっている点は、類似している点よりも習得するのに困難を伴う

ため、日蒙の対照研究を言語教育にうまく応用できれば、円滑で効果的な教育を行うこと

ができる。このように、そもそも対照研究は、言語（外国語）教育への応用という目的か

ら出発した（Fries 1945）。従って、多くの場合、母語と学習対象となる外国語について、

両者の共通点及び相違点を明らかにすることによって、外国語習得を効果的にすることが

対照研究の本来の目的である。 
清格楽図・張麟声（2008）では、日本語とモンゴル語の限量的存在文と空間的存在文に

ついての対照研究を行っており、SOV 型言語の特色を次のように指摘している。 

 
① 存在動詞が文法化して、動詞の後ろに付くアスペクトマーカーになること。 
② 名詞述語文、形容詞述語文が存在詞動詞で終わること。 
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③ 存在動詞が文法化してアスペクトマーカーになるがそれが他動詞や自動詞の使役形に

後続する場合、存在主体が対格をとること。 
 
このように、対照研究を通して、SOV 型言語の特色というように普遍性や多様性を捉え

ている。井上（2002）でも、日本語研究、英語研究、モンゴル語研究・・・といった個別

言語研究間の交流が「対照研究」という枠の中で活性化されると述べている。他の言語と

の異同を見ることで特定の言語についてより深い知見を得ることが可能である。そこから、

言語一般というレベルでの普遍性や多様性を探ることができる。対照研究は、個別言語研

究に対しては、それぞれの言語を深く理解するためのヒントを提供し、通言語的研究に対

しては、言語の普遍性と多様性について考えるためのヒントを提供するという役割を担っ

ている（井上 2014）。本論文でも、言語の普遍性と多様性について考えるためのヒントを

提供することも視野に入れ、モンゴル語と同様の SOV 型言語の日本語及び、場合によって

はモンゴル語と日本語と全く違う SVO 型言語の中国語を扱う。 

  
本論文での対照研究という手法を取る目的は、次のようにまとめられる。 
 

① 本研究の対象であるモンゴル語の存在動詞に比べ、日本語の存在動詞に関する研究は

遥かに進んでいるため、日本語研究における既存の成果を生かすことで、モンゴルに

ついてより深い知見を得られる可能性が高い。 

② 日本語とモンゴル語の共通点及び相違点を明らかにし、モンゴル語が母語である日本

語学習者及び日本語が母語であるモンゴル語学習にとっての言語教育に有益な知見

を得られる可能性がある。 

③ モンゴル語と同様の SOV 型言語である日本語、または場合によって、モンゴル語と日

本語と全く違う SOV 型言語である中国語の対照研究を通して、言語の普遍性と多様性

について考えるためのヒントを提供することができる。 

 

1.3.2. 例文抽出の方法 
本節では、本論文の例文抽出の方法を述べる。本論文では現代モンゴル語の小説、民話、

コーパスから bayi- に関する用例を集め、検討した。そして、日本語とモンゴル語の翻訳

作品からも例文を抽出し、対照分析した。翻訳作品には、芥川龍之介・星新一・森瑤子の

短編小説「鼻」「みかん」「盗賊の会社」「声の用途」「あるロマンス」「星と夜光虫と

雪とバラ」などが、B.bold1によってモンゴル語に翻訳されている。日本語の原文と B.bold

による翻訳作品を読み比べながら対照分析した。翻訳作品から採集した例文は次のように

                                                   
1 翻訳者について簡単に紹介すると、中国内モンゴル出身、1963 年生まれ、1985 年に内モン

ゴル大学外国語学部日本語学科卒業、2002 年に日本千葉大学大学院社会科学研究科より学術博

士号を取得している。 
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表記する。日本語作品の著者名と出版年およびモンゴル語の翻訳者名と出版年を例文の右

下に記する。 

 
(6) a. 一番幸せだったのは、翌年の誕生日だった。 

b. QamuG-un  jirGal-tai    bayi-Gsan   ni   daraGa  jil-Un   tOrU-gsen  edUr  

bile. 

一番-GEN  幸福-POSS   CP.V-PST   3RD   翌    年-GEN  生む-PST   日 TERM 

「一番幸せだったのは、翌年の誕生日だった」 
                            （森瑤子 1986／B.bold 2009） 

 

用例はできるだけ実例を使うが、作例や日本語からの置き換えによる例文もある。モン

ゴル語の作例や日本語との置き換えによる例文の文法性判断は、主に筆者の内省によるも

のであるが、必要に応じ、モンゴル語の母語話者 5 人 2に用例の文法性判断を依頼した。 

 

1.4. 論文の構成 
本論文は全 9 章から構成される。特に、第 3 章から第 8 章が本論部分となっており、モ

ンゴル語の bayi- に関して、存在動詞述語文、存在動詞の文法化した形式・用法、テンス・

アスペクト形式の使用条件という観点から検討している。形態論的な観点からは全章に渡

って論述していくが、統語論的な観点は、主に第 4 章及び第 6 章で言及する。 
 
第1章 「序論」では、本論文の研究対象、目的、研究方法、本論文の構成を述べる。 

第2章 「先行研究と本研究の立場」では、存在動詞 bayi- に関する先行研究を紹介して

から、本研究の立場を述べる。 

第3章 「存在動詞の存在文と所有文」では、モンゴル語と日本語の存在動詞について概観

してから、存在動詞の存在文と所有文の相違を検討する。 

第4章 「出来事存在文について」では、モンゴル語の出来事存在文を日本語の出来事存在

文と対照しながら、それぞれの特徴を見出す。 

第5章 「存在動詞文の多義性」では、日本語の「NP＋ある」、モンゴル語の「NP＋bayi-」、  

   中国語の「有＋NP」における存在動詞文の多義性について検討する。 

第6章 「存在動詞の文法化した形式・用法」では、文法化について概観したのち、存在動

詞の内容語から機能語へと文法化した補助動詞、コピュラ動詞、形式動詞に分けて

述べる。そして、存在動詞の文法化した形式・用法の全体像を探り出す。 

第7章 「存在・コピュラ動詞のテンス形式のムード用法」では、「発見」「思い出し」「知

                                                   
2 内モンゴル出身の以下の男性 2 人、女性 3 人にインタビュー方式で、用例の文法性判断を依

頼した：宝楽爾氏（男性、1981 年生まれ）、包冨氏（男性、 1988 年生まれ）、艶梅氏（ 女性、 
1982 年生まれ）、イリナ氏（ 女性、 1983 年生まれ）、サルナ氏（ 女性、 1984 年生まれ）。 
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識の修正」の順にモンゴル語の bayi- のテンス形式にみられるムード用法を日本

語の「タ」と対照させながら考察する。また、bayi- の非過去形 bayi-na と過去形

bayi-jai 形式によって表現されるムード用法の特徴を明確にする。 
第8章 「事態発見におけると -jai と-Gad bayi-na 形式の使用条件」では、「ある変化の結

果状態を見た時」の情報の言語化について、モンゴル語の-jai と-Gad bayi-na 及び、

日本語の「タ」と 「テイル」それぞれの使用条件について究明する。 
第9章 「本論文のまとめと今後の課題」では、本論文のまとめと今後の課題を述べる。 
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第二章  先行研究と本研究の立場 
 
 
2.1. 序 
本章では、存在動詞に関するモンゴル語と日本語の先行研究を紹介したのち、本研究の

立場を述べる。本論文ではモンゴル語の存在動詞に関して、存在動詞述語文、存在動詞の文

法化した形式・用法、存在動詞のテンス形式のムード用法、存在動詞から文法化したアス

ペクト形式の使用条件という観点から、日本語と対照しながら検討する。そんため、これ

らに関わるモンゴル語及び日本語の先行研究及び日本語とモンゴルの対照研究について概

観する。 
 
2.2. モンゴル語の先行研究 

本節では、存在動詞述語文、存在動詞の文法化した形式・用法、テンス・アスペクト形

式の使用条件に関わるモンゴル語の先行研究について概観する。 
 

2.2.1. 小沢（1983・1985） 
1）小沢（1983） 

現代モンゴル語の bayi- の意味を以下のようにまとめている。 

 

① 「ある・いる」という存在動詞を表す。 

② 「～している」として使用され、接合副動詞と共に、動作・状態の継続を表す。 

③ gejeと共に用いられ、「～しようとする」という意味を表す。まさに動作が行わ

れんことを示す。 

④ 「止める」という意味を表し、対格語尾を伴った形動詞と共に用いられる。 
 

2）小沢（1985） 

『元朝秘史』における中世モンゴル語では、bu- , a- の二種類だけの存在動詞が存在して

いた。bu- は主観的存在、a- は客観的存在という異なる意味を持った別の存在動詞語幹で

あった。但し、 bayi- は現代モンゴル語では、「ある・いる」を意味する基本語の存在動

詞であるが、中世モンゴル語ではその意味はなく、＜立っている＞を意味する動詞であっ

た。そして、＜立っている＞が、一方では＜そのままいる・動かずにいる＞から現在の存

在動詞が生じ、他方では、＜止まる＞という意味を経て、＜やめる＞の意味になったと述

べている。 
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2.2.3. 早田 （2008）  
『満州実録』におけるモンゴル語文語は、ほぼ17世紀前半の文語である。『満州実録』と

は満州開闢の神話から清の太祖ヌルハチの死去（1626年）までが満州語で書かれ、それに漢

語とモンゴル語文語の訳が附されたものである。『満州実録』のモンゴル語は小沢（1997）

によれば、「後期中世蒙古語文語」（15世紀中葉から17世紀中葉まで）に分類される特徴があ

る。 

早田（2008）では、そのころの存在動詞の bu- , a- と対照しながら、その時代の bayi- の

共時態における機能を解明するだけではなく、通時的な意味変化にも着目し、 bayi- の意

味的・文法的記述をしている。その結果を筆者が次のようにまとめた。 

 

① bu- , a- は本動詞としても補助動詞としても存在していた。なお、本動詞の bayi- は

存在していたが、現代語と同程度の補助動詞としての bayi- は存在してなかった。 

② 主語の「実在」、「非実在」が問題になる文には bayi- ではなく、bu- , a- が使用され

ていたため、 bayi- は存在動詞ではなかった。 

③ 自動詞 bayi- の主語が人間である場合、その主語は「行動停止」の結果として一旦

「立つ」、つまり「垂直方向に直線的な姿勢をとる」という意味を表すことが多い。 

 

本動詞かつ自動詞の bu-, a- は、存在を表す表現にのみ用いられ、純粋な存在動詞であ

ったが、 bayi- は存在動詞ではなく、「行動停止」の意味を表す本動詞であった。 bayi- は

「行動の停止」という動作動詞としても使用され、「行動が停止している状態」を表す状態

動詞としても使用されていた。 

 
(7) NOkUr   ci  ende    bayi.  （小沢 1985） 

 友   お前 ここに  立っていろ 

「友よ、お前はここに立っていろ」 
                                              
このような用例が出現した後の時代に bayi- の存在の機能が生じた可能性があると指

摘している。中世語の「立っている」という意味を表す動詞であった bayi- が、後の時代

に存在動詞として用いられるようになった。自動詞として用いられる bayi- は「行動の停

止」した結果として、主語の存在が含意される文脈に限り存在表現として使用可能であっ

た。すなわち、「行動が停止している状態」という文脈に依存していた意味から、bayi- が

存在の意味を表すようになったと言及している。 

『満州実録』では bayi- は「垂直方向に直線的な姿勢をとる」という意味から「行動を

停止」という意味に中心的になり、かつ自動詞としても他動詞としても使用可能になった

段階にあった。そして、『元朝密史』の段階よりは意味が抽象化しており、より様々な場

面で用いられるように変化していったと述べている。 
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2.2.2. Cenggeltei（1991）3 
bayi- を本動詞と補助動詞の用法に分けて述べている。本動詞としている存在動詞として

の用法であり、補助動詞としているのは動詞を補助するものと静詞（名詞と形容詞）を補

助するものとに分けて述べている。補助動詞としての祈祷式（モダリティ）の推測の意味

を表す bayi-qa, bayi-l-Ugei ,bayi-ju mede-ne は動詞類でも静詞類でも使用される。そして、

bayi-l-Ugei はより肯定的な判断になると述べている。 

また、形動詞の過去形である-Gsan と普通形である -hu という形式に bayi-tala bayi-ju 

bayi-GsaGar が後続すると、副動詞的意味を表すが、前の動詞と順接な意味を表さない。ま

た、名詞と形容詞の後ろに副動詞語尾を接続した bayi- が後続する場合は副動詞の意味を

表すと述べている。 

 
(8) Ogere  kUmUn  cOm  jUderekU  Ugei  bayi-tala   bi  yagakiGad  jUderekU 

bui?  

他   人    みんな  疲れる  NEG  CP.V-CV   私   なぜ        疲れる  Q 

    「他の人はみんな疲れないのに、なぜ私が疲れるの。」 

                       （Cenggeltei 1991：376） 

(9) Tomo kUmUn  bayi-ju   bayi-Gad  keUked-Un  jang-tai.  

大きい 人    EX.V-CV CP.V-CV   子供-GEN 性格-POSS   

    「大人なのにどうして子供ぽい。」  

                             （Cenggeltei 1991：396） 

 

なお、名詞と形容詞の後ろに現れる、副動詞語尾が接続した bayi- は、副動詞の意味を

表すと簡単に触れているが、bayi-Gad/bayi-tala/bayi-bacu などの逆接で使用される現象につ

いては詳細に記述されていない。 
 

2.2.4. 清格楽図・張（2008） 
清格楽図・張麟声（2008）では、日本語とモンゴル語の限量的存在文と空間的存在文に

関する対照研究を行っている。空間的存在文と限量的存在文とは金水（2006）の分類に基

づくものである。前者は、物理的な空間と存在対象（主語の指示対象）との結びつきを表

す表現であるのに対して、後者は特定の集合における要素の有無を表す表現である。ある

いは、前者は物理的な時間、空間を対象が占有することを表す出来事の一種であるのに対

                                                   
3 この文献は中国語で書かれているが、筆者が本論文と関わりのあるものを日本語に翻訳し、

要約したものである。 
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して、後者は、話し手の立場から下す世界についての判断の一種であるということもでき

る（金水 2006:14）。次は、筆者がその内容をまとめたものである。 

 
１) 純存在表現の対照について 
日本語の単純存在表現は、述語として存在動詞の代わりに名詞述語文を作る判断辞の

「だ」を使うことがある。その場合、存在場所は「は」だけで表すことになり、文全体が

一種の名詞述語文のようになる。 
 

(10) a. 塀の外は広場である。 

b. 墓地の前は、竹林だった。 

 
モンゴル語でも、名詞述語文を使って、単純存在を表すことがある。しかし、「だ」に相

当するモンゴル語の判断辞は「ある」「いる」に対応する存在動詞とまったく同じである。 
 

(11) a. Kerem-Um  Gadana  talabur  bayi-na4. 

  塀-GEN      外      広場    EX.V-PRS 

       「塀の外は広場である」 

b. KegUr-Un  Gajara-un  emUne  qulusun  siGui  bayi-Gsan 

 墓-GEN    地-GEN  前       竹   林    EX.V-PST 

「墓地の前は、竹林だった」 
 

２) 単純所有表現の対照について 
また、日本語では単純所有表現も名詞述語文の形で表現することができる。 
 

(12) a. 鍵はズボンのポケットの中だ。 

b. 彼女は今映画館だ。 

 
モンゴル語ではこの種の表現がなく、以下のように bayi- を用いて、表現される。 
 

(13) a.TUlkigUr  OmUdUn  qarman-du   bayi-na 

鍵     ズボン  ポケット-DAT EX.V-PRS 

「鍵がズボンのポケットにある」 

b.Tere  odo  kino-yin  ordon-du    bayi-na 

彼女 今  映画の   宮に   EX.V-PRS 

                                                   
4 ローマ字転写は本論文に合わせ、一部改変したものである。 
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「彼女は今映画館にいる」 
 

３) 複合存在表現・複合所有表現 
複合存在表現、複合所有表現では、格に関する相違が見られる他、「てある」・「ている」

に -ju bayi- が対応している。存在動詞が文法化してアスペクトを表すようになり、それが

他動詞や自動詞の使役形に後続する場合は存在主体が対格を取ることを指摘している。 

 

(14) Tere   oron-du     keuked-i       unta-Gul-ju     bayi-na 

 その   ベット-DAT  赤ちゃん-ACC  寝かす-CAUS -CV  EX.V-PRS 

「そのベットに赤ちゃんを寝かす」 
 
また、SOV 型言語の特色を以下のように指摘している。 
１) 存在動詞が文法化して、動詞の後ろに付くアスペクトマーカーになること。 
２) 名詞述語文、形容詞述語文が存在詞動詞で終わること。 
３) 存在動詞が文法化してアスペクトマーカーになるがそれが他動詞や自動詞の使役形に

後続する場合、存在主体が対格をとること。 
 
2.2.5. 橋本（2010） 
モンゴル語では、派生接辞の -tai という存在表現に傾斜した所有接尾辞がある。所有接

辞の -tai が所有を表す場合には、物の所有、人の所有、属性の所有の三つを見出すことが

できると述べている。 

 
＜物の所有＞ 

(15) Bi  Guci-Gad  tOgUrig-tei. 

  私   30-約   トゥグルグ-POS 

  「私は30 トゥグルグ程のお金を持っている」 
 
 ＜人の所有＞ 
(16) MinU  naija  olan    keUked-tei. 

  私の     友人  たくさん 子ども-POSS 

  「私の友人には子どもがたくさんいます」     
                                       
＜属性の所有＞ 
(17) Ceceg ceceg  Ober-Un UnUr-tei. 

  花   花  自分-GEN 香り-POSS 

  「花にはそれぞれ独自の香りがあります」 
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                                               （橋本 2010：15-16） 

 
以上のように、モンゴル語では、所有表現の場合は -tai が用いられる。加えて、モンゴ

ル語では bayi- も所有表現にも用いられている。 

 
(18) a. MinU   ger  Gurban  unta-qu  OrUge-tei.   

  私の    家    三つ   寝る-VN   室-POS 

 「私の家に寝室が三つあります」     
b. Basa ,  tomo  jorlung   bayi-na. 

    また  大きい トイレ   EX.V-PRS 

 「また、大きいトイレがあります」 
                             

例文（18a）では、存在物に所有接辞 -tai が用いられている。一方（18b）の例文では、

-tai の代わりに bayi- が用いられている。-tai と bayi-どちらもアパートの部屋の存在を解

説するという点では共通している。-tai は恒常的で一体感のある所有、特に譲渡不可能な

体の部分などを表す場合に用いられるのが典型的であるが、被所有物が譲渡可能な物や、

抽象的なものでも用いられ、所有者が無生物でも問題なく用いられる。使用できないのは、

典型的な存在文、実在文、絶対存在文、一時的な他人の物の所有を表す場合などであると

指摘している。 

 また、bayi- と-tai は共に文型を変えずに存在文と所有文に関与することについて言及し

ている。所有文では bayi- の所有者に対する＜有生性＞の制約が厳しく「+human」名詞句

しか許さないのに対し、-tai ではそのような制約がなく、「-animate」、「+animate」の両

方を取ることができる。存在文と所有文を意味の面からも捉えると、bayi-と-tai が重複す

る部分を共有しながらも、各々独自の守備領域を持っている。モンゴル語の存在文では

bayi- により典型的に表されるのに対し、典型的な所有文は名詞語幹に付く接尾 -tai によ

り形成されると指摘している。bayi- は所有文にも広範囲に渡って用いられているという

ことである。 

 
2.2.6. 松岡（2008） 
中国内蒙古自治区東部で話されるホルチン方言を対象にして、モンゴル語のアスペクト

について、共時態、通時態の 2 つの側面から論じている。松岡によれば、ホルチン方言の

アスペクト・テンス体系は以下の表 2-1 のように示される。 
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表 2-1  ホルチン方言のアスペクト・テンス体系  

         アスペクト 
 
 テンス 

一般相 
（無標） 

       継続相（有標） 
動的継続相  静的継続相   長期継続相 

-φ- -j bai- -aad bai-  -saar bai- 

非過去 -n -n- -j bai-n -aad bai-n -saar bai-n 
過去 
             
 

-sn 
  -laa 
  -jee 

-sn 
-laa 
-jee 

-j bai-sn 
-j bai-laa     
-j bai-jee 

  -aad bai-sn 
  -aad bai-laa 
  -aad bai-jee 

 -saar bai-sn 
 -saar bai-laa 
 -saar bai-jee 

                                                             （松岡 2008：83）    
                                                      
 松岡はさらに、アスペクトの意味に関わる動詞の分類を行っている。「現代モンゴル語の

動詞は、第一に、形式的にゼロ形と「-j bai-」がアスペクト的に対立するかどうかによっ

て、動作動詞と状態動詞に分類しうる。対立する動詞を動作動詞、対立しない動詞を状態

動詞と呼ぶ。第二に、動作動詞は「-aad bai-」が結果性を表すかどうかによって、限界動

詞と非限界動詞に分類しうる。「-aad bai-」が結果性を表す動詞を限界動詞、結果性を表

さない動詞を非限界動詞と呼ぶ。第三に、 限界動詞は「-ju bai-」が結果性を表すかどう

かによって、Telic A、Telic B に分類している。「-j bai-」が進行性のみを表す動詞を Telic 
A、結果性を表すことのできる動詞を Telic B と呼ぶ」と述べている。 

           
2.2.7. Badma（2012） 
前接する動詞の性質及び共起する成分によって、-ju bayi- と -Gad bayi- は同じく結果状

態が持続している意味を表すことも可能であると指摘し、主体変化を表す動詞において、

シテイル形と -Gad bayi- は以下の通りに使用されているという。 

 

          表 2-2 シテイル形と -ju bayi- / -Gad bayi-  

 分類 シテイル形  -ju bayi-   -Gad bayi-  

主体変化を表

す動詞 

 

瞬間的な変化 結果の状態   結果の状態 

過程を持つ変化 結果の状態 動きの継続 結果の状態 

再帰動詞 動きの継続/結果の状態 結果の状態 

                                                         （Badma：2012一部改変） 

 

 表 2-2 で示すように、前接動詞が主体変化を表す動詞の場合、日本語のシテイル形は通
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常、結果の状態を表す。他方、モンゴル語の前接動詞が主体変化を表す動詞の中で、瞬間

的な変化を表す動詞の場合、-Gad bayi-は結果の状態を表す。しかし、変化の過程を持つ主

体の変化を表す動詞の場合、日本語のシテイル形とモンゴル語の -Gad bayi-  とは共に結

果の状態を表すが、-ju bayi- は動きの継続を表すと述べている。 
  
2.2.8. 橋本・谷 （1993） 
モンゴル語における「未知・発見」は、探してみて、あった、なかった、という場合、

あるいは聞き手が知らない新しい情報として、存在を告げる場合を指すとしている。「既

知・確認」は、探さなくても、あるかないかを知っている場合、あるいは聞き手がすでに

知っている古い情報として、存在を告げる場合であり、表 2-3 のような心理的ニュアンス

により区別されると述べている（モンゴル語の表記は橋本・谷（1993）に書かれている通

りに提示する）。 

表 2-3 橋本・谷（1993：82） 

      ある     ない 

未知・発見      bajna   bajxgui bajna / alga 

既知・確認       bij    bajxgui 

 

非過去形の bayi-na が新情報の「発見」で用いられるとは述べているが、その特徴と過去

形の「発見」のムードについては言及されていない。 
 
2.3. 日本語の先行研究 
本節では、存在動詞述語文、存在動詞の文法化した形式・用法、テンス・アスペクト形

式の使用条件に関わる日本語の先行研究について概観する。 
 

2.3.1. 山田（1922） 
日本語の「あり」は中世以降、終止形と連用形が同形化して、現在も用いられている「あ

る」となった（松村 1979）。「あり」は存在詞をはじめ、断定助動詞の「なり・たり」や推

量助動詞「なり・めり」などに形を変えて、文法化している。 

 山田（1922）では、存在動詞の「あり」について、存在詞として独立させ、他語に接触

融合することによって、説明存在詞、形容存在詞のように、新たな語を形成展開している

ことを指摘している。そして、「あり」を特に「存在詞といふ一類は要するにアリといふ

語及びそれより発展せる一系統の用言をさすものなり」と定義した。山田は、これに加え

て、存在詞、形容存在詞、説明存在詞、動作存在詞のように語の性質上の分類を行ってい

る。以下は筆者が山田（1922）に基づき、存在詞についてまとめたものである。 

 

① 存在詞（存在動詞）：物事の存在を表すもの。 
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存在詞の中に、ヲリ、ハベリ、イマソカリなどが含まれる。ヲリ、ハベリ、イマソカリ

は存在詞「あり」がそれぞれ上位に実質語を持ち、その末尾母音と「あり」が融合した結

果生じたものである。 

 

(19) a.昔小野といふ人ありき。 

b.さもある事とおぼしながら。 

 

② 形容存在詞（形容動詞）：ある状態性質の存在を示すために、形容詞と融合したもので

ある。山田は「あり」は上に形容詞を受け、その連用形語尾クと熟合してカリという

形をなす」という。 

 

(20) 形容詞連用形＋アリが「～かり」となる。 

面白かり 

面白から（う） 

面白かっ（た） 

 

③ 説明存在詞（説明動詞）専ら陳述作用を表すもの。 

判定助動詞のナリ、タリ、だ、です、じゃ、である、ござるが含まれる。 

 

(21) a. 我は子なり。 

b. 我は子たり。 

 

④ 動作存在詞：動詞及び形式動詞に付属して、その属性を表すもの。 

「アリ」はまた上に来る四段活用、左行（サ行）三段階の動詞と合併して、動詞連用形

＋アリから、「けり」「せり」「てり」「へり」「めり」「れり」となる。 

 

(22) a. 魚を捕へてその食料とせり。 

b. 上のあこめ二奉り給へりたり。 

 

橋本（1973）は山田の第一用法の「存在詞」の「あり」を動詞に入れ、第三の用法の「説

明存在詞」の「あり」はその本来の意味を失い、他の語に加えて形式的かつ補助的に用い

られる場合であると解釈し、補助動詞説を受け継いでいる。 

 

2.3.2. 山崎（1993） 
「あり」は本来動詞であった語が、助動詞に転成したものであると述べている。動詞「あ

り」は「存在する」と言う作用概念を表現しているが、しばしば事物、事柄の存在を強調
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的に表現する面があるところから、更に作用概念としての「存在する」の意を失って、単

に言語主体の肯定判断だけを表現することになったと指摘している。従って、それはもは

や動詞と認めるわけにはいかないのであって、助動詞として取り扱うことになるわけであ

る。「あり」は単純な肯定判断の表現に用いられる。多くは助詞の「に」「と」と共に用い

られ、またしばしば副助詞や係助詞などに下接して用いられる。その場合は特に意味の捉

えにくい場合が多く、従って動詞「あり」と間違えられやすいという。 

 

(23) a. 月見ればちぢにものこそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど。 

b. まどろまで雲るのかりのんねをきくは心づからのわざにぞありける。                                                  

  

 山崎によれば、上記の例は、存在の意を表しているのではなく、言語主体の肯定判断を

表しているものと認めるべきものであり、これらは動詞ではなく助動詞とみなければなら

ないのである。（23a）の「秋にはあらねど」は「秋ではないけれども」の意で、この場合

の「あり」は「存在する」の意ではなく、「秋であるか、ないか」という判断の表現と見な

される。例文（23b）の「あり」は「わざわざである」の意で、もちろん助動詞とみるべき

であると述べている。 

また、推量の「めり」は、語源は「見-あり」であると推定されている。万葉集では東歌

に一例見られるのみで、平安時代の和歌にも用例はさほど多くない。散文で活躍した助動

詞である。「咲くめり、恋ふめり、燃ゆめり」のように、動詞・助動詞の終止形に付く。「め

り」は視覚による推量判断で、「～のように見える」の意味で用いられる。 そして、用法

が拡大し、断定を避けて婉曲に言いなす用い方もあると述べている。 

 

(24) a. 龍田河紅葉乱れてながるめり渡らば錦中やたえなむ（古今集、作者未詳） 

b. 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり（千載集、藤原基俊） 

                                                            

さらに、推量の「なり」の語源は「音（ね）」「鳴る」などと同源の語が動詞「あり」と

結び付いてできたもので、中世以降次第に使われなくなった。「鳴くなり、聞こゆなり、為

（す）なり」のように、動詞・助動詞の終止形に付くと述べている。 

 

なり：視覚に基づいた判断をあらわす「めり」に対し、視覚以外の感覚に基づいた

判断をあらわすのが「なり」である。はじめは聴覚に関する事柄に限られたが、の

ち、触覚・嗅覚・第六感など、視覚以外の感覚に関する事柄へと用途を広げたもの

でる。主に、視覚以外の感覚に基づいて判断していることをあらわす（山崎：1993）。 

 

(25) a. み吉野の山の白雪つもるらし古里さむくなりまさるなり（古今集、坂上是則） 

b. うたたねの朝けの袖に変はるなりならす扇の秋の初風（新古今集、式子内親王） 
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c. 雲さそふ天つ春風かをるなり高間の山の花ざかりかも（三体和歌、鴨長明） 

d. 待つ人のふもとの道はたえぬらむ軒端の杉に雪おもるんなり（新古今集、藤原定家） 

e. 逢ふと見てことぞともなく明けぬなりはかなの夢の忘れ形見や（新古今集、藤原      

家隆）   

                                      

例文では（25a）は触覚（「寒い」という皮膚感覚）、（25b）は聴覚、（25c）は嗅覚、（25d）

と（25e）は気配を感じ取ることによる判断であると指摘している。 

 

2.3.3. 小田（2009） 
 小田（2009）よると、日本語の断定助動詞 「である」「だ」は、存在を表す「ある」と

いう語から派生してできたものである。「である」は、断定助動詞「なり」の連用形「に」

と接続助詞「て」とが複合した「にて」が、「で」へと変化し、それに動詞の「ある」が複

合した語である。「である」は助動詞として、判断を表すと述べている。 

断定助動詞「だ」の由来も「にてある」から、「である」「であ」を経て、できた語であ

る。室町時代には「であ 」となり、そして関西を中心とした地域では「ぢゃ」 、関東を

中心とした地域では「だ」となる。現在関西方言では「～や」となっているが、岡山・広

島方言では、「じゃ」が用いられている。このように、「だ」と「である」は、動詞の「あ

る」から複合・融合してできた助動詞である。 

また、以下の中世日本語における形容詞の活用語尾は次のようになっている。 

 

(26) 未然  連用 終止   連体  已然   

   く ・ く ・ し ・ き ・ けれ 

                    （小田 2009：126） 

 

これが「本活用」と言われる形容詞本来の活用である。この活用語尾には助動詞が下接

することができず、打ち消しや推量、過去の表現はできない。そこで、助動詞に続けるに

は、動詞の「あり」を介在させるのである。補助活用は、動詞「あり」が介在したものな

ので、本活用よりもはるかに動詞性が高く、命令形があるほか、使役態や意思を表すこと

もできたわけであると指摘している。 

 

(27) a. いかばかり恋しくありけむ。 

     b. 楽しくあるべし。 

                （小田 2009：127）  

                         

「良く」を例にしてみると、「良くありけり」→「良かりけり」「良くあらず」→「良から

ず」といったように、いわゆる「カリ活用」「補助活用」ができたのである。あくまで助動
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詞につなげるために作った補助的な活用なのであった。 

 小田によれば、昔の日本語の形容詞には本活用だけがあり、カリ活用はなかった。その

ころ、例えば「あかし」に過去の助動詞「けり」をつける時には「あかく（連用形）＋あ

り（ラ変動詞）＋けり」すなわち「あかくありけり」という言い方をしていた。それが使

われているうちに「くあり」の部分が縮約されて「かり」となった。これがいわゆるカリ

活用である。つまり、「あり」の力を借りて、「面白く＋あり」が「面白かり」のようにな

り、いわゆる補助活用（形態面に着目すればカリ活用）を派生したのである。この補助活

用＜から・かり・かる・かれ＞は、本活用＜く・し・き・けれ＞の機能の足りないところ

を補うという点ではお互いに補完関係であったと述べている。これらにおいて、文法機能

を補助する目的で「あり」が複合して、やがてその複合形に音韻変化を起こして、一語と

して形成されたのである。 

 

2.3.4. 金水（2006） 

金水（2006）は、室町時代末期『天草平家物語』における「ござる」の意味用法に着目

している。「ござる」は室町時代に「御座＋ある」という尊敬語として生まれ、やがて室

町時代末に尊敬語に加え、丁重丁寧語へと意味が広まったと指摘している。「ござる」は

「御座＋ある」を起源とし、「（ある人物）御座」という名詞的な表現に対して、「ある」と

いう中立的な述語を与えられたものである。以下は、筆者が金水（2006）に基づき、まと

めたものである。 

 

本動詞用法 

有生物と無生物に関わらず、次のように用いられている。 

(28) a.この御所に高倉の宮の若宮、姫君たちのござるときいた。（天草版平家：137 頁） 

b.全く左様の儀はござない  （天草版平家：28 頁） 

 

補助動詞用法 

1）動詞連用形＋て＋ござる 

アスペクト・テンスを表す形である。意味としては、動作の継続、結果、パーフェクト、

過去等を表す。 

(29) 宮また三位入道殿も三并寺にと承つてござる。（天草版平家：118 頁） 

 

2）名詞又は形容動詞語幹＋｛で・に・にて｝＋ござる 

名詞、形容詞動詞語幹、副詞に付加されて判定を表すコピュラ相当の成分である。 

(30) 恐ろしながら覗いてみれば、わが主の宮でござった。 

 

3）形容詞連用形＋（て）＋ござる 
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(31) なにかは苦しうござらうぞ（天草版平家：38 頁） 

 

4）指示副詞など＋ござる 

「さ」「さて」という指示副詞、また「いかが」「何と」という疑問詞に「ござる」が付い

たものである。 

(32) 宰相殿のさてござれば。 

 

 日本語の「ござる」と同様に、モンゴル語の bayi- にも以下の用法が存在する。主語が

有生物及び無生物としての存在動詞およびコピュラ動詞として使用されていたところが、

「ござる」と bayi-は共通している。 

 

① 本動詞用法 ござる 

② 動詞連用形＋て＋ござる 

③ 名詞又は形容動詞語幹＋｛で・に・にて｝＋ござる 

④ 形容詞連用形＋（て）＋ござる 

⑤ 指示副詞など＋ござる 

  

室町時代に「御座＋ある」という尊敬語「ござる」の用法は、以上のようにモンゴル語

の bayi- と同様に用法が広いという共通点が見られる。ただし、現代日本語の形容詞の過

去形「～かった」は、存在動詞と見られるさそうであるが、通時的に見れば、中世日本語

では、存在動詞「あり」を介在させて表されていた。しかし、現代日本語のコピュラ「だ・

です」、 形容詞の過去形「～かった」の表現には既に存在動詞の面影は残っていない。モ

ンゴル語の形容詞でも、存在動詞の bayi- を用いて、形容詞のテンスを表しているところ

は「ござる」と共通している。 

 

2.3.5. 影山（2011） 
影山（2011）では出来事存在文の「ある」は出来事名詞の意味情報に影響を受け、場所

句が「～で」で標示されるとともに、状態動詞として機能せず、動的な意味を獲得し、存

在動詞が動的動詞の意味を担えると述べている。 

 

(33) a. あの交差点では（しょっちゅう）事故がある。（影山 2011：40）                        

b. 明日、小学校で運動会がある。         （影山 2011：252）                   

 

 この時「ある」は、そのうちにその事態が起こるという近い将来の意味か、あるいは、そ

の事態が頻繁に起こるという繰り返しの解釈になる。また「事故」や「運動会」という出

来事名詞の種類にも関わらず、「起こる、発生する」、「行われる、開かれる」という動的動
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詞の意味を存在動詞で表現できる。 

 

2.3.6. 定延 （2004） 
ムード（定延 2004 では「発見」、「思い出し」、「知識修正」に細分類されている）の「タ」

は、意味的に過去であり、テンスの「タ」（過去の意味することが明白に思える「タ」）と

の相違点は、「何が過去なのか」ということに尽きると述べている。つまり、テンスの「タ」

は命題の成立する時点が過去であることを示す。それに対して、「発見」の「タ」は話し手

が探索体験を行った時点が過去である時点を示す。「思い出し」の「タ」は話し手が問題の

知識に触れた時点で過去を示す。「知識修正」の「タ」は話し手が古い知識を心内に登録し

た時点が過去を示すという。 

 

2.3.7. 井上 （2001） 
井上（2001）では、ムードの「タ」について次のことが述べられている。 

 

1）「タ」は発話時以前の出来事・状態であることを表す。 

2） 日本語では、発話時以前のある時点で観察された（発話時以前に認識すべきだった、 

発話時以前に体験された）状態 p を発話時における同一の状態 p から切り離して独立に叙

述することが容易であり、いわば、観察時の状態を前景化している。  

 

2.2.8. 金水 （2001） 
金水 （2001）では、静的述語の特徴に関して、（34）のように考察し、ムードの「タ」

と状態述語の本質が深く関わっていると述べている。 

 

(34) 「静的述語の場合、当該の事態は話し手の知識とは無関係に、それが真である期

間、「特性」として潜在する。＜特性＞はいわば“もの”としての性質を持って、存

在して  いるといってもよい。“もの”は出来事と違って、時間を超越しているので、

本来時間性を持たない。“もの”が時間と関連づけられるためには、言語主体の直接

経験のなかでそれがどのようにたち現れるか（あるいはたち現れなかったか）と

いう点を除いてはあり得ない」（金水 2001：67-68）。 

 

ある静的事態が発話時である現在に成立しているにも関わらず、ムード用法「発見」「思

い出し」「関連付け」に「タ」が使われるのは静的事態と話し手との「出会い」の時が過去

だからというわけであると指摘している。 

 

2.2.9. 生越（1997） 
「ある変化の結果状態を見た時」について、「変化経緯の把握」という観点から日本語の 
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「タ」と 「テイル」を韓国語と対照しながら、日本語の特徴を述べている。「変化経緯の

把握」とは、目の前に変化の結果状態がある場合、その変化の過程を直接見聞したりする

という直接知覚や変化前、変化原因を把握するというように、話し手が変化の全体の経緯

を把握していることを指すという。「タ」・「テイル」には、「変化経緯の把握」によって使

い分けがあると指摘していることを以下のようにまとめることができる。 

 

(35) 「タ：直接知覚したのと同程度に、変化の経緯全体を把握できた時に使用される。 

 テイル：経緯全体が把握できない時に使用される。 

 

日本語では、話し手がこれまでの経験をもとにその変化の過程、全体を完全に把握でき

るなら、「タ」が使用され、把握出来ないなら 「テイル」が使用されるということになる。 

 
2.4. 本研究の立場 

2.2 節で述べた、小沢（1985）では、中世モンゴル語では存在動詞として bu- , a-の二種

類だけであり、bayi- は「立っている」という意味を表す動詞であった。また、早田（2008）

によれば、17～18 世紀のモンゴル語の bayi- は、自動詞としても他動詞としても使用可能

であるが、存在動詞にも、補助動詞にもまだ変化を遂げていない段階にあったという。そ

して現代モンゴル語について、小沢（1983）では、bayi- の本動詞と補助動詞の用法につ

いて述べているが、その他の文法化した形式・用法には触れていない。松岡（2008）およ

び Badma（2012）において、-ju bayi- / -Gad bayi- のアスペクト形式の補助動詞ついて言及

しているが、-jai と -Gad  bayi- の使用条件について触れていない。Cenggeltei（1991）で

は、名詞と形容詞の後ろに bayi-の副動詞語尾を接続する場合、名詞・形容詞のコピュラの

他、副動詞の意味を表すと述べているが、bayi-Gad / bayi-tal / bayi-bacu の逆接で使用され

る現象について詳細に記述していない。清格楽図・張麟声 （2008）では、日本語とモンゴ

ル語の限量的存在文と空間的存在文に関する対照研究を行っているが、その他の存在動詞

の用法については対照的に分析していない。先行研究では深く議論されてこなかった事象

についてもさらに検討する必要がある。このように、先行研究では、bayi-に関連している

個々の現象が散在して記述されている部分も見られ、これらについては統一的な説明を試

みる余地が残されている。 

 また、2.3 節で述べた日本語の先行研究と 2.2 節で述べたモンゴル語の先行研究を比較す

るとからわかるように、日本語の存在動詞に関する形態・統語論的な観点から取り組んだ

研究は、モンゴル語の存在動詞に関する研究に比べ、遥かに進んでいる。例えば、影山（2011）、

金水（2001）、生越（1997）が挙げられるが、モンゴル語の存在動詞についてこれらの観点

から着目している研究はまだ見られない。 

以上の検討を踏まえ、本論文では、17～18 世紀では存在動詞にも、補助動詞にもまだ変

化を遂げていない段階にあった bayi- が、現代モンゴル語においてどのように使用されて
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いるのかという共時態における意味・用法を検討し、その全体像を探る。 

     第三章  存在動詞と存在文・所有文 
 
 
3.1. 序 
本章では、本研究の対象であるモンゴル語の存在動詞と日本語の存在動詞を概観したの

ち、存在動詞の存在文と所有文における相違について述べる。物理的な位置関係がしばし

ば抽象的な所有関係と密接に関連することは、言語学でも心理学でも古くから指摘されて

いる。従って、存在動詞を 所有表現 に用いる言語は多く存在する。これは、存在表現「A

（場所）には何々がある」と所有表現「A（人）は何々を持っている」が意味論的にも近

接していることによる。日本語でも「誰々に何々がある（いる）」というふうに、所有表現

に存在動詞が用いられるのが普通である。 

 

3.2. 存在動詞 
 本節では、日本語とモンゴル語の存在動詞について概観する。まず、日本語の存在動詞

について概観から、モンゴル語の存在動詞について概観する。 
 
3.2.1. 日本語の存在動詞 
 日本語の存在表現は、主語の無生・有生を区別し、無生物の場合は「ある」、有生物の

場合は「いる」が用いられている。 
 
(1) a.教室に黒板がある。 

b.鯨は海にいる。                

                                            
 現代日本語の「ある」は、打消しは文語では「あらず」であるが、口語では「あらない」

とは言わず、形容詞の「ない」を用いる（小田 2009）。上代から中世まで用いられていた

「あり」は、有生か否かに関わらず、広く存在表現に用いられている（金水 2006）。 
 
(2) a. あおによし奈良にある妹が高々に待つらむ心しかにはあらじか。 

                                                        （万葉・一八・四一〇） 
b. 遠々ししこの国に賢し女をありと聞かして。（記・上・大国主神・歌二） 
 

(3) 玉島のこの川上に家はあれど君が恥しみを現さずありき。（万葉・五・二五四） 

（金水 2006：46） 
 

例文（2）の「あり」は、主語が有生を表し、例文（3）は主語が無生を表している（金

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%9C%89%E8%A1%A8%E7%8F%BE
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水 2006）。中世日本語の存在動詞「あり」と現代モンゴル語存在動詞 bayi- は同様に、主

語が有生物か無生物かに関わらず、用いることができる。「あり」の否定形が「あらず」で

はあるが、「なし」も用いられ、後世この「なし」が一般化した（小田 2009 ）。 
 
(4) a. おのが身は、この国の人にもあらず。（竹取）     

b. お前はここに使はる人にもなしに。 （竹取）  

                                          （小田 2009：44） 

 
現代日本語の存在表現は、無生・有生を区別して、無生物の場合は「ある」、有生物の

場合は「いる」に分けて用いられている。日本語の上代から中世まで使われていた存在動

詞「あり」が中世以降、終止形と連用形が同形化して、「ある」となり、室町後期において

「ある」「いる」という現在につながる存在動詞がそろうようになった（松村 1979）。 
 
3.2.2. モンゴル語の存在動詞 
モンゴル語の bayi- は純粋な存在動詞として「ある」、「いる」の意味を表す。 

 
(5) a. Anggi-du   sambar  bayi-na. 

 教室-DAT   黒板     EX.V-PRS 

    「教室には黒板がある。」 
b. MinU  aqa  ger-tU  bayi-na. 

  私の   兄   家に   EX.V-PRS 

   「私の兄は家にいる。」  
                        
モンゴル語では、存在動詞は主語が無生か有生かによって使い分けず、無生物と有生物

のどちらも bayi- で表現される。また、モンゴル語の bayi- は、bayi-qu Ugei という否定

形を持つ。本動詞の bayi- に非過去形接尾辞 -qu を介して、否定辞 -Ugei が付加した形式

である。その他、形容詞の Ugei もあり、動名詞を含む名詞として機能する全ての語の後ろ

に付加して、日本語の「ない」と同様に用いられる。 

モンゴル語 bayi-は本動詞として、自動詞と他動詞の二つの用法がある（小沢 1985）。

自動詞は存在動詞であり、他動詞は日本語の「やめる」に相当する（早田 2008）。 

 
(6) a. AGuljaqu-yi   bayi-Gsan. （早田 2008：172） 

 会う-ACC     やめる- PST 

「会うのをやめた」 
b. ÖnUdUr  Gadana  idekU-yi    bayi-ya. 

  今日     外   食ベる-ACC  やめる-意志形 
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「今日外食するのをやめよう」 
                        

モンゴル語の bayi- には対格と共に用いられ、他動詞である「やめる」の意味を表す用

法がある。bayi- の現代語の意味に至る変化について,小沢（1985）によれば、 bayi- は現

在では、「ある・いる」を意味する基本語中の基本語であるが、中世語ではその意味はなく、

＜立っている＞を意味する動詞であった。そして、＜立っている＞が、一方では＜そのま

まいる・動かずにいる＞から現在の存在動詞が生じ、他方では、＜止まる＞という意味を

経て、＜やめる＞の意味になったという。図3-1にすると以下のようである。 

 
止まる 

 
 

 
  動かずにいる 

 
   図3-1 小沢（1985）に基づく bayi- の変化  

 

早田（2008）では、その通時的意味変化に注目し、『満州実録』が書かれた時代では bayi- 

は「垂直方向に直線的な姿勢をとる」から「行動を停止する」に中心的な意味が移り、か

つ自動詞としても他動詞としても使用可能になった段階にあったと述べている。モンゴル

語 bayi- の他動詞の使い方は、歴史的変遷によって特異な使い方になったと思われる。 

 本論文では、現代モンゴル語における存在動詞 bayi- の意味用法について検討するが、

現代モンゴル語において、bayi- はどのように用いられているのかに関する結論を第六章

から先取りして述べると、図3-2のようになる。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

他動詞「やめる」 

 

 

存在動詞「ある／いる」 

 

現
代
モ
ン
ゴ
ル
語 

立っている 
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      図 3-2  現在モンゴル語の存在動詞の文法化した形式・用法 

   
これらについて第六章に詳しく述べるが、本節で簡単に述べると、自動詞の存在動詞か

ら、補助動詞として文法化し、アスペクト形式をなしている。また、コピュラ動詞に文法

化し、名詞・形容詞のテンス、一時性の明示、丁寧表現の助動詞として使用されている。

そしてこのようなコピュラ動詞から文法機能を補助するため、さらに形式動詞として、他

の語と複合し、推量助動詞、逆説の用法まで文法化が進んでいると考えられる。 

 
3.3. 存在動詞の存在文と所有文 
存在動詞は空間的存在を表す他、抽象的な所有関係も表す。存在文においては場所の概

念だけでなく、所有の概念も表されることが広く知られている。これについて、Martin（1975）

が指摘しているように、何かが存在するとき、当然それには場所が伴うわけであり、さら

にそれらの存在物が誰かの所有となることも人間社会においては通常普通に考えられるか

らである。このように場所概念と所有概念が密接に関係することは、多くの言語において

観察される。日本語においてもこれらの概念は「いる/ある」という存在文によって表すこ

とができる。例えば、同じ存在文であっても存在主体が主題化されると、その場所性が問

われることになり、所在文と呼ばれる。 

形
式
動
詞 

-ju bayi-   動的継続相 
-Gad bayi-  静的継続相 
-GsGar bayi- 長期継続相 
 
 
 

現
代
モ
ン
ゴ
ル
語bayi- 

 

 

補
助
動
詞 

コ
ピ
ュ
ラ
動
詞 

（
や
め
る
） 

他
動
詞bayi- 

 

自
動
詞bayi-

（
存
在
動
詞
）  

bayi-qa       でしょう 
bayi-lgUi      であろう 
bayi-ju mede-ne かもしれない 
 
 bayi-Gad  のに 
bayi-tala  のに  
bayi-bacu なのに 

アスペクト形式 

モダリティ形式 

逆説の形式 

名詞・形容詞のテンス形式 
一時性の明示形式 
丁寧表現の形式 
 

bayi-  だ 
bayi-  だ   
bayi-na です 
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 次に、存在動詞の存在文と所有文の相違、存在動詞所有文の定性の制限という観点から

存在動詞の存在文と所有文の相違について検討する。次に、日本語の存在動詞の「ある/

いる」の存在文と所有文の相違を概観してから、モンゴル語の存在動詞 bayi- の存在文と

所有文の相違について考察する。 

 

3.3.1. 日本語の存在文・所有文 
 影山（2011）では、日本語の「ある/いる」が用いられた文において、（7a）は空間的な関

係で規定される場合には存在文になり、（7b）は所有関係が規定された場合は所有文となる

ことを述べている。 

 
(7) a. あの子にシラミがいる。（存在文） 

b. あの子にペットがいる。（所有文） 

                                          （影山 2011：263） 
 
 日本語の所有文は、ニ格名詞句が人間以外の名詞に置き換えられないのに対して、存在

文は、人間以外の名詞に置き換えられると指摘し、次の例文をあげている。 
 
(8) a.  あの子（の頭）にシラミがいる。（存在文） 

b. * あの子（の頭）にペットがいる。（所有文） 

                  （影山 2011：264） 
 
 例文（8）のように、身体部分を表す「頭」を二格名詞句に付け加えた例文においては、

（8a）は存在文として、ペットの文鳥などが頭に乗っているような状況を表せる自然な文

であるのに対して、（8b）は所有文としての意味は表せないと述べている。このように、統

語構造から、存在動詞の所有文のでは、主語すなわち所有者は有生物でなければならない

が、存在文はそのような制限はないということを指摘している。 

また、影山（2011）では「私の」、「あらゆる」「すべて」などの定表現によって、存在文

と所有文の相違を調べている。定表現とは、「私の」、「あらゆる」、「すべて」を指している。

そして、不定表現とは、「多くの」、「何人かの」、「たくさんの」、「いくらかの」を指してい

る。日本語の存在文において、ガ格名詞句には定性の制限が課されていないが、「ある/い

る」を用いた所有文のガ格名詞句には定性の制限が課されている指摘し、次の例文をあげ

ている。 
 
存在文 
(9) a. 机の上に { 私の / あらゆる   } 本がある。 

b. 机の上に { 多くの / たくさんの } 本がある。 
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所有文 

(10) a. 私には { 多くの/ いくらかの } 財産がある。 

b. 私には { 何人かの/ たくさんの} おじさんがいる。 

   
(11) a.* 私には { すべての/ ほとんどの } 財産がある。 

b.* 私には {  すべての/ ほとんどの } おじさんがいる。   

                           （影山 2011：265） 

 日本語の存在文において、ガ格名詞句には定表現と不定表現の定性の制限が課されてい

ない。これに対して、所有文では、「多くの」「何人かの」「たくさんの」「いくらかの」な

どを伴う不定表現なら容認されるが、「私の」、「あらゆる」「すべて」などの定表現は容認

されない。このように、「ある/いる」を用いた所有文のガ格名詞句には定性の制限が課さ

れていることを指摘している。 
 
3.3.2. モンゴル語の存在文・所有文 
  本節では、3.3.1 節で述べた影山（2011）の用いていた方法を援用して、モンゴル語の

存在動詞の存在文と所有文の相違について検証する。モンゴル語の bayi- が用いられた文

において、（12a）は空間的な関係で規定される場合には存在文になり、（12b）は所有関係

が規定された場合は所有文となる。モンゴル語における存在文と所有文の構文を示すと（13）

のようになる。 

 
(12) a. TegUn-dU    bOgesU   bayi-na. 

 あの子-DAT   シラミ    EX.V-PRS 

「あの子にシラミがいる」 
b. TegUn-dU     tejigel  amitan  bayi-na. 

 あの子-DAT     飼い  動物   EX.V-PRS 

「あの子にペットがいる」 
 

(13) a. 存在文 ：  場所-du（与位格名詞句） 主語-Ø（Ø 格名詞句）   bayi-na. 

b. 所有文 ：  主語-du（与位格名詞句） 目的語-Ø（Ø 格名詞句） bayi-na. 

  

 モンゴル語では、存在文の「場所」と所有文の「主語」に与位格が後続し「与位格名詞

句」を形成する。そして、存在文の「主語」と所有文の「目的語」はゼロ格となり「Ø 格

名詞句」を形成する。存在動詞の存在文では、与位格名詞句が場所を示す付加詞として機

能し、Ø 格名詞句が主語となる自動詞構文となる。存在動詞の所有文では、与位格名詞句
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が主語（所有者）となり、Ø 格名詞句が目的語（持ち物）となる構造を持つ 5。 

 存在動詞の存在文と所有文における、与位格名詞句が、人間以外の名詞に置き換えるか

否かについて例文（14）で検証する。 

 

(14) a.  Tegün （-ü  toluGai）-du    bögesü   bayi-na.       （存在文） 

 あの子   GEN  頭  DAT   シラミ    EX.V-PRS 

 「あの子（の頭）にシラミがいる。」 
b. * Tegün （-ü  toluGai）-du   tejigel  amitan  bayi-na.   （所有文） 

あの子  GEN   頭   DAT    飼い  動物    EX.V-PRS 

「あの子（の頭）にペットがいる。」 
 

例文（14a）は存在文として自然な文であるのに対して、例文（14b）は存在文としては、

ペットの文鳥などが頭に乗っているような状況を表せるが、所有文としての意味は表せな

い。存在動詞の所有文の所有者は（「家」と「寝室」のように全体-部分の関係を規定して

いる場合を除くと）有生物でなければならないということになる 6。このように、モンゴ

ル語の存在動詞の所有文では、主語すなわち所有者は有生性の制限はあるが、存在文はそ

のような制限はないと言える。次の翻訳作品では、日本語では、存在文で表現されている

が、モンゴル語では所有文で表現されている。 

 
(15) a. 人間の心にはお互い矛盾した二つの感情がある。       （存在文） 

b. Kümün-dU  qarilcan  jOriceldU-gsen  qoyar  sedkil  bayi-daG. （所有文） 

    人間-DAT      お互い   矛盾-PST         二つ    感情    EX.V-習慣 
   「人間にはお互い矛盾した二つの感情がある。」 

                      （芥川龍之介 1916／B.bold 2009） 
 
日本語では「人間の心」という存在文になっているが、モンゴル語では「人間に」とい

う所有文なっている。次に、「私の」、「あらゆる」「すべて」などの定表現で、存在動詞の

存在文と所有文においての定性制限の有無をについて検証する。定表現と不定表現とは、

                                                   
5 岸本（2002）では、文「政夫には子供がいる」は、「二」格名詞句が主語で「ガ」格名詞句

を目的語とする所有文であると主張している。本論文でも、存在動詞の所有文では、与位格名

詞句が主語（所有者）となり、Ø 格名詞句が目的語（持ち物）となる構造を持つと考える。 
6 橋本（2010）でも、bayi-の所有文と所有接辞の-tai と比較対照し、所有文では bayi-の
所有者に対する＜有生性＞の制約が厳しく「+human」名詞句しか許さないのに対し、-tai
ではそのような制約がなく、「-animate」、「+animate」の両方を取ることができると指摘

している。 
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影山（2012）に従い、次のような表現を指す。 
 
定表現：mini（私の）、bUgUd（あらゆる）、 aliba（すべて）ali（どの） 

不定表現：olanGki（多くの）、kedUn （何人かの）、 arbin（たくさんの）、yamar（どん

な） 

 
 これらの表現を用いて、存在動詞の存在文と所有文における定性の制限を、次のように

確認することができる。まず定表現を用いて検証する。 
 
存在文 
(16) Siregen  degere { minU  bUgUd / aliba  }  nom  bayi-na. 

      机        上     私の／あらゆる／すべての  本 EX.V-PRS 

    「机の上に  私の／あらゆる／すべての  本がある。」 
 
所有文 
(17) a. ? Nada-du  { aliba  / olangki  }  ed  kOrOngge   bayi-na. 

 私-DAT すべての  ほとんど 財    産       EX.V-PRS 

        「私には すべての／ほとんど の財産がある。」 
     b. * Nada-du   { aliba / olangki }   abaGa   bayi-na. 

          私-DAT   すべての／ほとんど おじさん   EX.V-PRS 

        「私には すべての／ほとんど のおじさんがいる。」 
 
例文（16）の存在文は自然な文である。所有文の例文（17a）は「家族あるいは家系の財

産がすべて・ほとんどが私のところにある」という文脈があれば、可能であるが、一般的

には用いられない。また、例文（17b）は非文である。従って、モンゴル語では、存在動詞

の存在文において「私の、あらゆる、すべて」などの定表現の制限は課されていないのに

対して、存在動詞の所有文では、定性の制限が観察されると言える。 

また、「多くの」「何人かの」「たくさんの」などの不定表現の場合は次のようになる。 

 
(18) Siregen  degere  { olan  /  arbin }  nom  bayi-na. 

      机      上        多くの／たくさん    本   EX.V-PRS 

    「机の上に 多くの／たくさん の本がある。」 
 
(19) a. Nada-du   { olan /olangki }    ed  kOrOngge  bayi-na. 

私-DAT   多くの／いくらか  財    産       EX.V-PRS 

「私には 多くの／いくらか の財産がある。」 
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b. Nada-du   { kedUn / arbin }  abGa  bayi-na. 

私-DAT  何人かの たくさん おじさん EX.V-PRS 

「私には  何人かの／たくさん のおじさんがいる。」 
 
例文（18）（19）から、存在動詞の存在文と所有表現において、「多くの」「何人かの」「た

くさんの」などの不定表現が伴うことは容認されることがわかる。また、存在動詞の存在

文（20）ように、において、Ø 格名詞句を疑問詞にした場合、yamar（どんな）、kedUn（何

人）ali（どの）といった不定表現・定表現のどちらも許される。これに対して、存在動詞

の所有文において、Ø 格名詞句を疑問詞にした場合は、yamar（どんな）、kedUn（何人）

といった不定表現は許されるが、ali（どの）のような定表現は許されない。 

 
(20) Siregen  degere  { yamar /ali }   nom  bayi-na bui ?          （存在文） 

      机      上         どんな／どの  本  EX.V-PRS 

 「机の上に 私の どんな ／どの  本がある。」 
 

(21) a. Tere  kUmUn  { yamar /  kedUn  *ali }  aqa degUU bayi-na  bui ? （所有文） 

あの  人      どんな／ 何人の ／どの    兄  弟   EX.V-PRS  Q 

   「あの人には どんな／何人の／どの 兄弟がいるの？」 
 

さらに、（22）のように、存在文の場合は、関係節では Ø 格名詞句を修飾することが可

能であるが、所有文の Ø 格名詞句を関係節で修飾することはできない。 

 
(22) a. Dorji-yin   ger-tU     eregei bayi-na.  （存在文） 

   ドルジ-GEN   家-DAT   男    EX.P-PRS 

   「ドルジの家に男がいる。」 
b.  En bol  tere  Dorji-yin   ger-tU  bayi-Gsan   eregtei  mOn.  

これ は あの  ドルジ-GEN   家-DAT  EX.V-PST   男  ASR 

「これが、あのドルジさんの家にいた男だ。」 
 

(23) a.  Dorji-du  tejigel  amitan bayi-na. （所有文） 

   ドルジ-DAT 飼い 動物 EX.P-PRS 

   「ドルジにはペットがいる。」 

   b. * En    bol tere  Dorji-du  bayi-Gsan  tejigel  amitan  mOn.  

これ  は  あの ドルジ-DAT EX.V-PST 飼い 動物   ASR 

「これは、あのドルジさんにいたペットだ。」 
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例文（22b）は存在文の Ø 格名詞句を関係節で修飾しても自然な文であるのに対して、

例文（23b）は所有文の場合は不自然となる。存在動詞所有文の Ø 格名詞句を関係節で修

飾することはできないことが分かる。 

以上の見てきたことをまとめると、モンゴル語の存在文の Ø 格名詞句には定性の制限が

が観察されないが、存在動詞の bayi- を用いた所有文の Ø 格名詞句には定性の制限が観察

されると言える。その現象は以下の通りである。 

 

1）存在動詞の存在文において、「私の、あらゆる、すべて」などの定表現は許されるの

に対して、bayi- を用いた所有文には許されない。 

2）存在動詞の存在文において、関係節で修飾することは許されるが、存在動詞所有文に

は許されない。 

3）存在動詞の存在文において、疑問詞の ali（どの）という定表現は許されるが、存在

動詞所有文には許されない。 

 
3.4. まとめ 
本章では、モンゴル語の存在動詞と日本語の存在動詞を紹介したのち、日本語と対照さ

せながら、モンゴル語の存在動詞の存在文と所有文の相違を探り出した。 

 

1) 中世日本語存在動詞「あり」と現代モンゴル語存在動詞 bayi- は同様に有生物・

無生物に関わらず、用いられている。しかし、現代日本語の存在表現は、無生・

有生を区別して、無生物の場合は「ある」、有生物の場合は「いる」に分けて用

いられている 7。その他、「あり」「ある」「いる」は、存在動詞の自動詞の用法

しかないが、 bayi- は「やめる」という他動詞の用法がある。 

 

2) モンゴル語では、存在動詞を用いた所有文における Ø 格名詞句の「所有者」は、

（「家」と「寝室」のように全体-部分の関係を規定している場合を除くと）有生

性でなければならないという制限があるのに対して、存在文の Ø 格名詞句の「場

所」は有生性の制限はない。モンゴル語も存在の意味と所有の意味では文中に現

れる名詞句の文法関係は日本語と同様に異なることが分かった。 

 

3) 影山（2011）では、日本語の存在文のガ格名詞句には、「私の」、「あらゆる」「す

べて」などの定性が課されないが、「ある/いる」を用いた所有文では、ガ格名詞句

には定性の制限が観察された。モンゴル語も同様に、存在文の Ø 格名詞句には定

                                                   
7 「あり」は「ある」となり、室町後期において「ある」「いる」という現在につながる存在動

詞がそろう。 
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性の制限が課されていないが、bayi- を用いた所有文の Ø 格名詞句には定性の制限

が課されていることを明確にした。 
 
 次に、存在動詞の述語文について、出来事存在文、存在動詞の多義性に分けてそれぞれ

詳しくみていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                               

36 
 

 

          第四章 出来事存在文 
 

 

4.1. 序 

 出来事名詞とは影山（2011）によれば、「事故」や「運動会」のような時間の流れの中で

捉えられる名詞を指す。例えば、「昨日の火事」、「今朝の事故」、「3 時間の会議」、「2 日間

の運動会」などのように時間の規定語を取ることができる。出来事存在文とは、このよう

な出来事名詞と述語の存在動詞から成り立つ文を指す。日本語の出来事存在文の存在動詞

は動的動詞の意味を担える（影山 2011）とするが、モンゴル語の出来事存在文について言

及した研究は見られない。 

 本章では、モンゴル語の出来事存在文の存在動詞が出来事の「発生」という動的動詞の

意味を担えるか否かを明らかにする。モンゴル語の内部を見ているだけで分からない側面

を日本語の出来事存在文との対照を通して考える。 

 

4.2. 両言語の出来事存在文 

   本節では、日本語の出来事存在文とモンゴル語の出来事存在文について概観する。まず、

日本語の出来事存在文について概観から、モンゴル語の出来事存在文について概観する。 
 
4.2.1. 日本語の出来事存在文 
 日本語の存在文では、無生名詞が主語の場合には「ある」、有生名詞が主語の場合には

「いる」という存在動詞が用いられる。本章では、「発生」という動的動詞の意味を担え

る「ある」を扱う。影山（2011）では出来事存在文の「ある」は出来事名詞の意味情報に

影響を受け、場所句が「～で」で標示されるとともに、状態動詞として機能せず、動的な

意味を獲得し、存在動詞が動的動詞の意味を担えると述べ、次の（1a）と（2a）をあげて

いる。（1b）と（2b）は存在動詞を過去形にした作例である。 

 

(1) a. あの交差点では（しょっちゅう）事故がある。 影山（2011: 40） 

    b. 昨日、交差点で事故があった。             
(2) a. 明日、小学校で運動会がある。          影山（2011: 252） 

    b. 昨日、小学校で運動会があった。  
 

 例文（1）（2）から分かるように、日本語の出来事存在文の存在動詞は、非過去形でも過

去形でも表現することができる。非過去形の「ある」は、そのうちにその事態が起こると

いう近い将来の意味か、あるいは、その事態が頻繁に起こるという繰り返しの解釈になる。

また「事故」や「運動会」という出来事名詞の種類にも関わらず、「起こる、発生する」、
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「行われる、開かれる」という動的動詞の意味を存在動詞で表現している。 

 
4.2.2. モンゴル語の出来事存在文 
 モンゴル語の存在動詞の「bayi-na」は非過去形である。過去形には「bayi-Gsan」、「bayi-jai」、

「bayi-ba」「bayi-la」の 4 種類が存在する。本章では、モーダルな意味がなく、単純完了

を表す bayi-Gsan という存在動詞の過去形を用いて論じる。 

 モンゴル語の「bayi-qu」は、自動詞、他動詞、コピュラ動詞の用法がある。自動詞の存

在動詞は有性・無性のどちらにも用いられ、他動詞としては「やめる」という意味を持つ。

本章では、「bayi-qu」の存在動詞の意味に限って扱う。そして出来事存在文の場所句には、

「で格」「に格」の意味を備えた与位格「-Du」8が用いられる。まず、影山（2011）の日本

語で表現できる出来事存在文の例文をモンゴル語で表現できるかを以下のように検証する。 

 

(3) a.  Tere  jam-un  aGuljar-tu   olan  jam qarilcaGa-yin   endegdel bayi-na. 

   あの 道-GEN  接合点-DAT  多く  道  行き交い-GEN  事故   EX.V-NPST 

  「あの交差点は多くの事故がある。」 

b. * ÖcUgedür  jam-un  aGuljar-tu   jam qarilcaGa-yin  endegdel  bayi-Gsan. 

  昨日      道-GEN 接合点-DAT  道 行き交い-GEN 事故    EX.V –PST 

  「昨日交差点で交通事故があった。」 

(4) a.  MarGasi  baGa surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  bayi-na . 

  明日     小 学校-DAT   体育-GEN  運動   EX.V-NPST 

 「明日小学校で運動会がある。」 
b. ? ÖcUgedür  baGa surGaGuli-du   tamir-un   urulduGan  bayi-Gsan. 

  昨日    小  学校-DAT   体育-GEN  運動      EX.V-PST 

  「昨日小学校で運動会があった。」 
 

 モンゴル語では、例文（3a）（4a）のように非過去形の出来事存在文は存在動詞で表現す

ることができる。しかし、例文（3b）の「事故」という出来事名詞の場合に過去形は非文

になり、例文（4b）「運動会」という出来事名詞の場合は不自然な文になる。以上の例文か

ら分かるように、モンゴル語では、出来事存在文における出来事名詞の種類と存在動詞の

テンスによって、存在動詞で出来事の「発生」を表現できる場合とできない場合があると

考えられる。 
 本章では「事故」、「火事」、「運動会」、「会議」の四つの典型的な出来事名詞について考

察していく。人間の意図に関わるかどうかにより、「事故」「火事」のような出来事名詞を

人間の意図に関わらない「非意図的出来事名詞」とし、「運動会」「会議」のような出来事

                                                   
8 モンゴル語の与位格-Du は-du～-tu, -dü～-tü の異形態を持つ。 
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名詞を人間の意図に関わる「意図的出来事名詞」と分類して考える。モンゴル語では存在

動詞のテンスにより、非過去形は表現できるが過去形は表現できないという現象に関する

理由を探るために、益岡（2008）の「属性叙述」と「事象叙述」の叙述論と、工藤（2014）

の「時間的限定性」の理論を導入して考察していく。 

 
4.3. モンゴル語の非意図的出来事存在文 

 モンゴル語の「事故」「火事」のような出来事名詞は自然現象に当たり、突然発生する

ような出来事で、人間の意図には関わらないため、ここでは非意図的な出来事名詞 9だと

考える。以下、叙述論と「時間的限定性」の理論を導入して、考察していく。 
 

4.3.1. 叙述論からみた非意図的出来事存在文 
 用例の考察に移る前に、「属性叙述」と「事象叙述」の叙述論について少し説明を付け加

えたい。益岡（2000）では、「属性叙述」とは、ある対象がある属性（特徴や性質）を有す

ることを表現するものであり、「事象叙述」とはある時空間に実現・存在する事象（現象）

を表現するものであるという。また、属性叙述を図 1 のように細分類し、動詞の過去形を

用いて属性叙述を表すことがあるとしている（益岡 2008）。たとえば、（5a）では履歴属性

を表している。フランスに何度も行ったことを履歴として所有するという意味を表す。 

 
(5) a. 友人はフランスに何度も行った。（履歴属性）        

b. 友人はフランスに詳しい。（単純所有属性） 

c. 友人はフランスに詳しい人だ／フランス通だ。（カテゴリ-属性） 

                       （益岡 2008: 6） 

 

         図 1 益岡（2008）の叙述の分類 
 

 属性叙述と事象叙述は相互に完全に分断されているのではなく、 ＜通路＞が開いている

という。本来的に事象叙述を表すが一定の条件のもとで対象の属性を表すことができる。

以下では、モンゴル語の非意図的出来事存在文を叙述論の属性叙述と事象叙述の両面から

考察していく。 
 
                                                   
9 非意図的な出来事名詞に人間の意図が関わる場合、本章では排除して考える。 
 

 
 
 
 

属性叙述 

事象叙述 

内在的属性 

非内在的属性 

カテゴリー属性 

所有属性 
単純所有属性 

履歴属性 
叙述 
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4.3.1 非意図的出来存在文の属性叙述文 
 属性叙述文においては、存在動詞の非過去形でも、過去形でも非意図的出来事の存在を

表すことができる。 
 

(6) a. Tere  jam-un  aGuljar-tu  olan  jam qarilcaGa-yin  endegdel bayi-na. 

 あの 道-GEN  接合点-DAT  多く   道 行き交い-GEN  事故     EX.V-NPST 

 「あの交差点は多くの事故がある。」 
b.Önggeregsen-dü  tere jam-un aGuljar-tu olan jam qarilcaGa-yin  endegdel 

bayi-Gsan. 

 過去-DAT        あの 道-GEN 接合点-DAT 多く 道 行き交い-GEN  事故  EX.V-PST 

 「昔あの交差点は多くの事故があった。」 
(7) a. Tere  oi siGui-du  olan  Gal-un   ayul   bayi-na. 

 あの  森-DAT      多く 火-GEN 災害  EX.V-NPST 

 「あの森は多くの火事がある。」 
b. Önggeregsen-dü  tere  oi siGui-du  olan  Gal-un   ayul  bayi-Gsan. 

 過去-DAT       あの   森-DAT   多く   火-GEN 災害   EX.V-PST 

 「昔あの森は多くの火事があった。」 
 

（6a）（7a）は存在動詞の非過去形、（6b）（7b）は存在動詞の過去形の属性叙述文である。

益岡（2008: 7）では、属性叙述と事象叙述は相互に完全に分断されているのではなく、 ＜

通路＞が開いているという。例文（6）（7）のように、本来的に事象叙述を表すが一定の条

件のもとで対象の属性を表すことができる。次に「たまに、時々、しばしば、多く、毎日」

の頻度を表す副詞で試す。 

 
(8) * Tere oi siGui-du  { jrim daGa } Gal-un   ayul   bayi-na. 

あの  森-DAT      たまに   火-GEN 災害  EX.V-NPST 

「あの森はたまに火事がある。」 
(9) * Tere oi siGui-du  { bayin bayin } Gal-un   ayul   bayi-na. 

あの  森-DAT       時々       火-GEN 災害  EX.V-NPST 

「あの森は時々火事がある。」 
(10) ? Tere oi siGui-du  { ürgülji } Gal-un   ayul   bayi-na. 

あの  森-DAT     しばしば 火-GEN 災害  EX.V-NPST 

「あの森はしばしば火事がある。」 
(11)  Tere oi siGui-du  {olan } Gal-un   ayul   bayi-na. 

あの  森-DAT     多く  火-GEN 災害  EX.V-NPST 

「あの森は多くの火事がある。」 
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(12)  Tere oi siGui-du  {edür edür } Gal-un   ayul   bayi-na. 

あの  森-DAT    毎日    火-GEN 災害  EX.V-NPST 

「あの森は毎日の火事がある。」 
 

 例文（8）（9）（10）のように、「たまに、時々、しばしば」は容認されないが、（11）（12）

のように、「多く、毎日」が容認される。このことから分かるように、時間の抽象化が進み、

＜反復習慣的運動＞で、アクチュアルな現象だけではなく、繰り返し現象するポテンシャ

ルな運動を含むようになると存在動詞で表現できるようになる。工藤（2014）によれば、

運動動詞は特定時の動的現象を表すが、繰り返し行われる運動を表すようになると、ポテ

ンシャル化が進み、動的現象から最終的に＜特性＞への移行になるという。ここでは、例

文（6）のように、「あの交差点」の属性叙述である「多くの事故が起こる」という＜反復

習慣＞からポテンシャル化が進み、＜特性＞を表すようになっているため、状態を表す存

在動詞でも表現できると考えられる。 

 
4.4. 非意図的出来事存在文の事象叙述文 
 事象叙述文の場合は属性叙述文とは異なる。たとえば、次の（13a）（14a）は非過去形の

存在動詞の事象叙述文で、占い師が発話するというような特別なコンテクストがあれば容

認される。しかし、「起こる」という動的動詞を用いた文より許容度が低い。（13b）（14b）

は過去形の存在動詞の事象叙述文になり、非文である。 

 

(13)  a. ? MarGasi  jam-un  aGuljar-tu   jam qarilcaGa-yin  endegdel  bayi-na. 

  明日    道-GEN  接合点-DAT  道 行き交い-GEN   事故     EX.V- NPST 

  「明日交差点で交通事故がある。」 
 b. * Öcügedür  jam-un  aGuljar-tu   jam qarilcaGa-yin  endegdel  bayi-Gsan. 

   昨日     道-GEN 接合点-DAT  道 行き交い-GEN  事故     EX.V -PST 

  「昨日交差点で交通事故があった。」 
(14)  a. ? MarGasi   oi siGui-du  Gal-un   ayul   bayi-na. 

   明日   森-DAT    火-GEN 災害   EX.V-NPST 

  「明日森で火事がある。」 
 b. * Öcügedür   oi siGui-du  Gal-un   ayul   bayi-Gsan. 

   昨日     森-DAT     火-GEN 災害    EX.V-PST 

       「昨日森で火事があった。」 
 

非意図的な出来事名詞の場合、次の（15） （16）のような「起こる」という意味の「Gar-」

という動的な動詞を用いると自然な文になる。 
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(15)  Öcügedür  jam-un  aGuljar-tu   jam qarilcaGa-yin   endegdel Garu-Gsan. 

  昨日     道-GEN 接合点-DAT  道 行き交い-GEN   事故      起こる-PST 

 「昨日交差点で事故が起こった。」 
(16)  Öcügedür  oi siGui-du  Gal-un   ayul   Garu-Gsan. 

  昨日     森-DAT    火-GEN  災害   起こる-PST  

    「昨日森で火事が起こった。」 
 

 このように、事象叙述文の場合は日本語では存在動詞「あった」は、「起こった」という

動的動詞の過去形の意味を持つことができるが、モンゴル語では存在動詞の「bayi-Gsan」

は例文（15）（16）のような「起こった」という動的な動詞の過去形と置き換えることはで

きない。理由を探るために、このような現象を「時間的限定性」という観点から考察する。 

 
4.3.2. 非意図的出来事存在文の時間的限定性 
 「時間的限定性有」とは、特定時の一時的な現象を指し、レアルとは時間のなかに現実

化している具体的な現象を指している。「時間限定性無」とは、思考によって一般化された

恒常的な特徴を指す（工藤 2014）。時間的限定性により、モンゴル語では存在動詞で表現

できる場合とできない場合があると考えられる。 

 

【モンゴル語非意図的出来事存在文の時間的限定性】  

時間的限定性有                      時間的限定性無 

事象叙述                         属性叙述 

 

個別・具体的運動    反復習慣的運動             恒常 

    レアル        レアル＋ポテンシャル         ポテンシャル 

 

存在動詞のテンス形式の使用に差あり   存在動詞のテンス形式の使用に差なし 

 
 反復習慣的運動は、レアルでもあり、ポテンシャルでもあるという領域である。この領

域はまだ時間に縛られている点では＜個別・具体的運動＞（事象叙述）と共通するが、一

方で、ポテンシャルである点では＜恒常＞（属性叙述）と共通する。モンゴル語では、＜

反復習慣的運動＞（例文（6）（7））と＜恒常＞が同じ形式の存在動詞で表現できる。しか

し、レアルな事象叙述の場合は、存在動詞が過去形の意味を担うことはできない（例文（13b）

（14b））。つまり、日本語の存在動詞は、非意図的出来事名詞存在文において、属性叙述

と事象叙述のどちらも表現できるのに対して、モンゴル語は存在動詞の状態的概念と「事
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故」のような非意図的出来事名詞の突発的事態が整合しないため、レアルな動的動詞の過

去形の意味を担えないと考えられる。 

 では、なぜ非意図的出来事存在文の事象叙述を存在動詞の過去形で表現できないかとい

う点について、次に示すように、過去のレアルと未来のポテンシャルという概念の基で考

えてみたい。工藤（2014）によると、時間的限定性のある事象叙述の現在・過去はレアル

で直接確認が可能であるが、未来は具体的な事象であってもポテンシャルで知覚体験とい

う直接確認が不可能（間接確認）である。 

 
【モンゴル語非意図的出来事存在文の事象叙述文】 

 

過去                         未来 

 

     レアル                      ポテンシャル 

 

＜実現＞ 直接確認可能               ＜予期＞ 直接確認不可 

 存在動詞で表現できない               存在動詞でも許容される               

 

 モンゴル語の非意図的出来事存在文の事象叙述の過去形はレアルであり、直接確認が可

能で、具体的に＜実現＞したという動的概念が高いため、存在動詞で表現することが出来

ない。しかし、未来はポテンシャルであり、直接確認不可能で＜予期＞状態であるため、

存在動詞でも許容される場合があると考えられる。 
 
4.4. モンゴル語の意図的出来事存在文 

 モンゴル語の「運動会」「会議」のような出来事名詞は人間の活動・行為に当たり、人

間の意図によって計画・破棄・操作が可能な出来事であるため、ここでは意図的な出来事

名詞だと考える。以下、意図的出来事存在文を叙述論の観点と＜予定＞の観点から考察し

ていく。 
 
4.4.1. 叙述論からみた意図的出来事存在文 
 意図的出来事存在文は、属性叙述文において、（17a）（17b）のように存在動詞が非過去

形でも過去形でも出来事の存在を表すことができる。 

 

属性叙述文 

(17) a. BaGa surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  jil-dü  qoyar udaGa bayi-na. 

     小   学校-DAT   体育-GEN 運動     年-DAT  二  回    EX.V- NPST 

「小学校は年に二回運動会がある。」 
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b. Önggeregsen-dü baGa surGaGuli-du tamir-un urulduGan  jil-dü  qoyar udaGa 

bayi-Gsan. 

   過去-DAT        小   学校-DAT  体育-GEN 運動    年-DAT  二    回   EX.V-PST 

   「昔小学校は年に二回運動会があった。」 
 
事象叙述文 

(18) a.  MarGasi  baGa surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  bayi-na.   

 明日    小 学校-DAT  体育-GEN  運動    EX.V-NPST 

 「明日小学校で運動会がある。」 
b. ? ÖcUgedür  baGa surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  bayi-Gsan. 

 昨日    小 学校-DAT  体育-GEN  運動    EX.V-PST 

 「昨日小学校で運動会があった。」 
 

 事象叙述文の（18a）は予定されている出来事を表す存在動詞の非過去形で、（18b）は過

去に存在していた出来事を表す存在動詞の過去形である。（18b）の叙述文における存在動

詞の過去形は、動的動詞の「行われた」という遂行の意味までは必ずしも含意されていな

い。また、「行われる」という動的動詞を用いた文よりは許容度が低い（次の 4.4.2 節で詳

しく述べる）。「行われた」の意味を表すなら以下のように表現する。 

 

(19)  ÖcUgedür baGa surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  yabuGda-Gsan. 

  昨日    小  学校-DAT   体育-GEN 運動     行われる-PST 

  「昨日小学校で運動会が行われた。」 
 

例文（19）のように動的動詞の「行われる」を用いた場合は、確実に行われた意味を表

すことができる。 
 

4.4.2. 意図的出来事存在文における＜予定＞の概念 
 久保田（2012）によれば、「息子は明日運動会がある」という構文における存在動詞「あ

る」は＜予定＞の意味が含まれると述べている。以下の例文を用いて＜予定＞の意味を説

明している。 

 

(20)  a. 太郎はサッカーの練習がある。 

 b. 太郎はサッカーの練習をする。 

 



                                              
                               

44 
 

 例文（20b）の述語が「する」の場合、主語は動作主でなければならない。しかし（20a）

の述語が「ある」の場合は二つの解釈ができる。それは動作主である場合もあれば、「予定

がある」という意味を表す場合もある。人間名詞を主題（機能的には叙述の対象）として

含むことが、この構文的意味との関わりにおいて重要であると指摘している。「予定」と

いうのは非飽和な概念であり、そのパラメターの値、つまり「誰の予定か」が決定しない

限り、その外延を規定できない。その値を人 NP が埋めるという関係が意味表示内で成立

している。これによって、「ある」は＜予定＞の意味で読み取れることになるという。 

 モンゴル語の動的動詞の意味を担えない存在動詞はどうだろうか。例文（21a）は日本語

と同様に、存在動詞が出来事名詞と直接的に結ばれるのではなく、潜在する＜予定＞の意

味によって、間接的に出来事名詞と関係を示すようになっている。 
 

(21)  a. Dorji   köl  bömbüge-yin   bolbasural  bayi-na. 

  ドルジ   足    ボール-GEN    練習        EX.V-NPST 

 「ドルジはサッカーの練習がある。」 
 b. Dorji   köl  bömbüge -yin  bolbasural  ki-ne. 

  ドルジ    足  ボール-GEN    練習       する-NPST 

 「ドルジはサッカーの練習をする。」 
 

 例文（21a）の主語であるドルジは、練習の動作主であってもよいが、例えば、監督であ

り、かつ見ているだけでも、文の内容と矛盾しない。しかし、（21b）はそのような解釈は

なく、主語であるドルジは動作主でなければならない。従って、日本語と同様に（21a）は

主語ドルジが「練習」という出来事の「予定がある」と読み取ることができる。 

  その他にも、例文（22）からも分かるように、意図的な出来事存在文の存在動詞の過去

形からも＜予定＞の意味が読み取ることができる。ただし、主語が「会議」に参与したこ

と、および「会議」が行われたということまでは必ずしも含意されていない。 
 

(22)  Dorji  OcUgedür  qural  bayi-Gsan .   gebecU  ögere ucir-aca  ire-gsen  ügei. 

  ドルジ 昨日     会議   EX.V- PST  しかし    他  用事で  来る-PST  NEG  

「ドルジは昨日会議があった。しかし他の用事で来なかった。」 
 

久保田（2012）によれば、日本語では「人間名詞-は 時間表現 出来事名詞-がある」の

形式と〈予定〉の意味との結びつき、出来事（会議）が〈発生〉し、人間名詞の指示対象

（部長）がその会議に参加したと理解されることもあると述べている。 
 
(23)  部長は昨日会議があった。会議中に部長はいびきをかいて眠っていた。 

                            （久保田 2012） 
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(24) * Dorji  OcUgedür  qural  bayi-Gsan. Tegeged  qural-un  domda  Dorji      

 ドルジ 昨日     会議  EX.V- PST そして    会議-GEN 中      ドルジ 

 

  qamar tata-ju   unta-ju     bayi-Gsan. 

  鼻 引く-CVB    眠る-CVB    EX.V-PST 
「部長は昨日会議があった。会議中に部長はいびきをかいて眠っていた。」 
 

 実際にドルジが会議に参加したという事実は後続する文で明らかになるものである場合、

日本語では（23）のように表現できるが、モンゴル語では、（24）のように表現出来ない。

そして、次の例文からも分かるように、 意図的な出来事存在文の存在動詞の過去形からも

＜予定＞の意味が読み取ることができ、主語が「会議」に参与していないこと、また会議

がキャンセルになったことも表現できる。 

 
(25) Dorji  OcUgedUr   qural  bayi-Gsan.  ΓebecU  tere  qural  tabun minUt-Un 

    ドルジ  昨日     会議  EX.V- PST  しかし  その  会議  5   分-GEN 

  emüne  genedte   yabuGdaqu-ban  bayi-Gsan. 

      前に     突然      行われる-REFL  やめる-PST 

「ドルジは昨日 4 時から会議があるはずだった。しかしその会議は開始 5 分前に突然中止

になった。」 
 
  意図的出来事存在文における＜予定＞の概念は、人間名詞と場所名詞で相違が見られる。

人間名詞が主語の場合は＜予定＞と結びつきやすいと考えられる。 
 

人間名詞の場合 

(26) a. MarGasi  Dorji  qural  bayi-na. 

明日    ドルジ 会議  EX.V-NPST 

「明日ドルジは会議がある。」 
b. ÖcUgedür  Dorji   qural  bayi-Gsan.  

  昨日       ドルジ   会議  EX.V-PST  

 「昨日ドルジは会議があった。」 
 

場所名詞の場合 

(27) a.  MarGasi  surGaGuli-du  qural  bayi-na. 

   明日    学校-DAT    会議   EX.V-NPST  

   「明日学校で会議がある。」 
 b. ? ÖcUgedür  surGaGuli-du  qural  bayi-Gsan. 
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  昨日      学校-DAT   会議   EX.V-PST  

  「昨日学校で会議があった。」 
 

  ＜予定＞は人間の意図によって計画・破棄・操作が可能であり、例文（26）のように、

人間名詞の場合がより、人間が計画した＜予定＞と密接に関係しているため、＜予定＞だ

と解釈されやすい。人間名詞の場合、非過去形・過去形に関わらず、＜予定＞の意味で用

いられることができる。しかし、場所名詞の場合は、例文（27）のように非過去形の場合

には＜予定＞の意味で解釈できるが、過去形の場合には＜予定＞の意味に解釈されない場

合がある。ただし、後続する文によって、過去形の場合でも＜予定＞の意味に解釈され、

意図的出来事存在文に場所名詞が来る場合でも、日本語ではキャンセル構文が容認されに

くいが、モンゴル語ではキャンセル構文が容認される。 

  
(28) ? 昨日、小学校で運動会があったが、雨が降ったため実施されなかった。 

(29)   ÖcUgedür  baGa  surGaGuli-du  tamir-un  urulduGan  bayi-Gsan   bolbacu,   

   昨日     小     学校-DAT   体育-GEN  運動      EX.V-PST   が    

boruGan oro-Gsan    bolqor  yabuGda-Gsan   ügei. 

雨       降る-PST ので     行われる-PST   NEG 

「昨日、小学校で運動会があるはずだったが、雨が降ったため実施されなかった。」 
 

 日本語の例文（28）では、存在動詞の過去形「あった」は「行われた」という意味を含

んでいるため、前節の「小学校で運動会があった」と後節の「雨が降ったため実施されな

かった」は、意味的に矛盾を引き起こしてしまい、容認されにくい。一方、モンゴル語の

例（29）は自然な文である。 
 モンゴル語の存在動詞の過去形では実際に行われていないことも表現できるのは、存在

動詞の状態的概念に由来し、＜予定＞の意味で解釈されるためだと考えられる。ちなみに、

例文（30）のように＜予定＞が不可能な非意図的な出来事名詞（事故）が出現すると、構

文的意味とに齟齬が生じる。 
 

(30) * Tere jam-un  aGuljar-tu    jam qarilcaGa-yin   endegdel bayi-Gsan   bolbacu, 

 あの  道-GEN 接合点-DAT   道 行き交い-GEN    事故     EX.V-PST   が 

tere jam qarilcaGan-un  endegdel Garu-Gsan   Ugei. 

 その 道 行き交い-GEN  事故     起こる-PST   NEG 

「字義通りの読み：あの交差点で交通事故があったが、その交通事故は起こらなかった。」 

 

 従って、突発的な事態を表す非意図的出来事名詞は、存在動詞の bayi-qu が持つ＜予定

＞の意味と共起できない。モンゴル語の意図的出来事存在文の場合、存在動詞には二つの
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意味が含まれている。一つ目は、出来事の存在という意味であり、二つ目は、状態的概念

から＜予定＞の意味が読み取れる。どちらの意味で読み取れるかは構文外の情報による。 

 

4.5. 出来事存在文に関する考察 

 モンゴル語においては、出来事名詞を「事故」や「火事」のような 非意図的出来事名詞

と、「運動会」や「会議」のような 意図的出来事名詞とに分類できる。今まで、見てきた

ことを表 1 のようにまとめることができる。表 1 に見られるように、日本語の出来事存在

文の存在動詞は、事象叙述文と属性叙述文、そして 非意図的出来事名詞と 意図的な出来

事名詞に関わらず、どちらも表現できる。しかし、モンゴル語では非意図的出来事存在文

における存在動詞は、その状態的概念と「事故」のような出来事名詞の突発的事態が整合

しないため、事象叙述のレアルな動的動詞の過去形の意味を表現できない。そして、 意図

的出来事存在文では、状態的概念から＜予定＞の意味を読み取ることができ、キャンセル

構文まで成立することが分かった。 
 つまり、「時間的限定性」から見れば、モンゴル語の存在動詞は出来事の動的概念の高い

「発生した」というレアルな＜実現＞を表すことができない。また、その非過去形の直接

確認が不可能な＜予期＞状態及び、意図的出来事存在文の事象叙述の過去形の「行われた」

は許容度が低い。しかし、属性叙述の＜反復習慣＞とポテンシャルな＜予定＞は表現でき

る。表中の○は存在動詞で表現できること、△は許容度が低いこと、×は表現できないこと

を示す。 
 

表１ 日本語とモンゴル語の出来事存在文の対照 
 事象叙述文 属性叙述文 

 
  非意図的 

 （事故） 
     意図的 
    （運動会） 

  非意図的 
  （事故） 

 意図的 
（運動会） 

 過去 非過去 過去 キャンセル

構文 
非 過

去 
過去 非 過

去 
過去 非 過

去 
日本語 ○ ○ ○     △ ○ ○ ○ ○ ○ 

         
モンゴル語 × △  △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

     
時間的 
限定性 

実現 予期 存在 予定 反復習慣 予定  

（一時的）レアル                 ポテンシャル（恒常的） 

 
このことから、モンゴル語の出来事存在文は、事象叙述文のレアルから属性叙述文のポ

テンシャルまで、相互に完全に分断されているのではなく、レアルからポテンシャルまで、

徐々に表現できるようになる連続性があることが分かる。従って、日本語の出来事存在文
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の存在動詞はレアルとポテンシャルの両方を表現できるが、モンゴル語の出来事存在文の

存在動詞はポテンシャルな表現に用いられ、レアルな動的動詞の意味を表現できないと言

える。 

日本語のキャンセル構文は、構文外の情報によっては表現できる場合もあれば、表現で

きない場合もあると言える。それは、久保田（2012）によれば、「ある」の典型的な意味

が〈存在〉であることと関係があると指摘している。その言語事実として（31）の例文を

扱っている。 

 
(31) 本当は 4 時からこの部屋で会議があったんですが、さきほど、突然キャンセルに

なりましたので、ご自由にお使いいただけませんか。（久保田 2012：96） 

 
出来事存在文の「ある」に動態動詞的特徴が観察されるが、この「ある」が〈起動〉の

意味を表すことができないというのは、典型的な状態的〈存在〉の意味から、動的〈発生〉

の意味への拡張が不完全だということを示唆していると指摘している。従って、 出来事存

在文の「ある」は〈存在〉の意味に移行しうるという意味をする。そのため、日本語のキ

ャンセル構文は、構文外の情報により、表現できる場合と表現できない場合があることに

なる。 
 

4.6. まとめ 

本章では、モンゴル語の出来事存在文おける存在動詞が出来事の「発生」という動的動

詞の意味を担えるか否かについて検証した。モンゴル語の内部を見ているだけで分からな

い側面を日本語の出来事存在文との対照を通して考察した。ここでは、考察してきたこと

えをまとめると次のようになる。 
 
1) 日本語の出来事存在文の存在動詞は、事象叙述文と属性叙述文、そして 非意図的出

来事名詞と 意図的な出来事名詞に関わらず、どちらも表現できる。しかし、モンゴ

ル語では非意図的出来事存在文における存在動詞は、その状態的概念と「事故」のよ

うな出来事名詞の突発的事態が整合しないため、事象叙述のレアルな動的動詞の過去

形の意味を表現できない。そして、 意図的出来事存在文では、状態的概念から＜予

定＞の意味を読み取ることができ、キャンセル構文まで成立する。 
 
2) 日本語の出来事存在文の存在動詞はレアルとポテンシャルの両方を表現できるが、モ

ンゴル語の出来事存在文の存在動詞は事象叙述文のレアルから属性叙述文のポテン

シャルまで、相互に完全に分断されているのではなく、レアルからポテンシャルまで、

徐々に表現できるようになる連続性がある。 
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 次の章では、「名詞句＋存在動詞」の構造を持つ存在文の多義性について見ていく。 
 
  

        第五章  存在動詞文の多義性 

 
 

5.1. 序 
 大塚（2004）の研究では、「名詞句＋存在動詞」（「NP＋ある」）の多義性に注目し、

存在動詞の「存在」ということの意味それ自体が多様化した「ある」は多義的であり、こ

れほど多義的な動詞は日本語において他の動詞には見られないと言う。このように日本語

では「NP＋ある」に注目している研究は見られるが、モンゴル語の「NP＋bayi-」の多義

性について注目した先行研究は見られない。そのため、モンゴル語と同様なアルタイ型言

語である日本語「NP＋ある」とモンゴルと異なる孤立型言語である中国語の「NP＋bayi-」

の多義性について考慮しながら、モンゴル語の「名詞句＋存在動詞」の存在動詞述語文を

検討する。 

井上（2014）でも、むしろ対照研究によって、それぞれの言語の重要な特徴が明確にな

る可能性が高いと述べている。従って、本章では、日本語、モンゴル語、中国語を比較対

照することによって、それぞれの言語の特性を考察すると同時に、言語の普遍性や多様性

について考えるための観点を豊かにすることにつながる手がかりを探る。 

 
5.2. 存在動詞文の多義性に関する検証 
存在動詞に関わる構文は，他の構文には見られないほどに、実に多くの下位類を持ち、

また多様な機能を発現することができる（西山 2003、大塚 2004、金水 2006 参照）。構文

体系の全体像を適切に把握するためには、区別されるべき下位類を見極め、各類型の相互

関係を詳細に記述する必要がある。本章では、日本語、モンゴル語、中国語における区別

されるべき下位類を見極め、存在動詞の多義性について検証する。続けて、日本語の「NP

＋ある」の多義性を見てから、モンゴル語の「NP＋bayi-」、中国語の「有＋NP」について

検証する。 

 
5.2.1. 日本語における「NP＋ある」の多義性 

日本語の「NP＋ある」の先行研究では、角田（2010）では、日本語の分離不可能な所有物

である身体部分と属性において、普通所有物の「目」「性格」などは「する」でしか表現で

きないが、非普通所有物の「ほくろ」「才能」などには「ある」でしか表現できないと述べ

ている。また、高橋・屋久（1984）では、名詞句と「ある」が組み合わせて、ある出来事が起

こることや、催しが行われることを表すことができると述べている。さらに、大塚（2004）

では、「〜がある」文が聞き手を前提として考えた場合、その意味は単にあるものの存在を
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示すという語彙的な意味に止まらず、〈描写〉〈表出〉〈叙述〉といった対人機能的な意味を

持つと指摘している。「存在」という実質的意味が希薄となった「ある」の多義性について、

大塚（2004）、高橋・屋久（1984）、角田（2010）で述べられている文機能をまとめると次

の通りである。また、本論文では、以下に使用される文機能は、山岡（2000）の定義に従

う。〈描写〉とは、客観世界の現象そのまま話し手が言語化する機能である（山岡 2000：

96）。〈表出〉とは、話し手自身の主観を言語化する文機能を指す（山岡 2000：86）。〈叙述〉

とは、二つの概念を一つに結びつけることによって文のレベルで高次の概念を創出する文

機能を指す（山岡 2000：98）。 

 
(1) a. 机の上に本がある。            〈状態描写〉 

b. 犯人は女性の可能性がある。               〈状態描写〉 
(2) a. 今日父に客がある。                        〈事象描写〉 

b. 公園で事件があった。                     〈事象描写〉 
c. ついさっきまで会議があって。            〈事象描写〉 

(3) 中田は財産がある。                        〈所有叙述〉 

(4) あの人には才能がある。                      〈属性叙述〉 

(5) 私に一つの考えがある。                      〈思考表出〉 

(6) 腹の辺りに痛みがある。                      〈感覚表出〉 

(7) この点に疑問がある。                       〈情意表出〉 

(8) 私には世界一周旅行をしたいという願望がある。〈願望表出〉 

(9) 私には君を助ける意志がある。                〈意志表出〉 

(10) 説明と事実との問には大きな矛盾がある。      〈関係叙述〉 

 
これらの例文の名詞句は、具体物から抽象的概念まで様々に性質が異なっており、それ

によって存在動詞の「存在」ということの意味それ自体が多様化している。その結果「～

がある」が、様々な機能を示すことになる。例えば、（1a）は「本」の物理的存在を客観的

に描き出しており、（1b）では、「犯人が女性である」という可能性の抽象概念の状態を描

き出している。（2）は、「来客」「事件」「会議」という動的な事象が時間軸上に存在してい

ることを描写している。（3）は所有者の領域に存在する事物が所有物であることを表して

いる。（4）は「あの人」の持つ属性を描き出している。（5）～（9）は思考、感覚、情意、

願望、意志などの主観的感情を表出している。10（10）は「矛盾」といったある事物に付

随する概念の存在を叙述している。このように「NP＋ある」は聞き手を前提として考えた

場合、その表す意味は、単なるものの「存在」を示すという語彙的な意味に留まらず、上

記のような〈描写〉〈表出〉〈叙述〉といった対人機能的意味を持つのである（大塚 2004）。 

                                                   
10 「表出」とは、話し手が現在の感情の状態を直接的に言語化していることを指している。 
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大塚（2004）では、「〜がある」が形容詞（感情形容詞、感覚形容詞、情意形容詞）、叙

述形容詞（属性形容詞、関係形容詞、描写形容詞）、情意表出動詞、思考表出動詞、属性動

詞、意志動詞、関係動詞、事象動詞、感情描写動詞の示す文機能まで、広がりを見せてい

ると指摘し、これほど広く多義的な動詞は日本語において他に見られないと言う。 
 

5.2.2. モンゴル語における「NP＋bayi-」の多義性 
日本語では「NP＋ある」は 5.2.1 節で述べたように多義的であるが、モンゴル語の「NP

＋bayi-」は日本語と同様に多義的であろうか。次の例文で検証する。 

 
(11) a. Siregen  degere  nom  bayi-na.                         〈状態描写〉 

 机       上     本   EX.V -PRS 

「机の上に本がある。」    
b.Yalatan bol emegtei kUmUn-U  bolulcaGa bayi-na.        〈状態描写〉 

 犯人     は 女       人-GEN   可能性  EX.V -PRS 

「犯人は女性である可能性がある。」 
(12) a. ÖnUdUr  abu-du  jocin  bayi-na.                        〈事象描写〉 

 今 日   父-DAT 客    EX.V -PRS 

「今日父に客がある。」 
b. Cecerlig-tU  kereg  {*bayi-jai /Gar-jai}.                   〈事象描写〉 

 公園-DAT   事件   {EX.V-PST/発生- PST} 

「公園で事件があった。」 
c. Angqandu   bolutala  qural {*bayi-Gad /yaboGda-Gad}.       〈事象描写〉 

ついさっき   まで     会議    ｛EX.V-CV/行われる-CV｝ 

     「ついさっきまで会議があって」 
(13) Tanaka-du  ed  kOrOnge  bayi-na.                         〈所有叙述〉 

   田中-DAT  財     産     EX.V -PRS 

    「田中は財産がある。」 
(14) Tere  kUmUn  cidal  {-tai / *bayi-na}.                      〈属性叙述〉 

 あの   人     才能   { POSS /EX.V -PRS} 

「あの人には才能がある。」 
(15) Nada-du  nige bodolGa  bayi-na.                          〈思考表出〉 

 私-DET  一つ  考え     EX.V-PRS  

｢私に一つの考えがある。｣ 
(16) GedesUn-U  ende   ebed-cu  bayi-na.                       〈感覚表出〉 

      腹-GEN   辺り  痛む-CV EX.V -PRS  

  「腹の辺りに痛んでいる。」 
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(17) Ane  tuqai  asaGulta  bayi-na.                 〈情意表出〉 

この  点    疑問     EX.V -PRS 

    「この点に疑問がある。」 
(18) Nada-du delekei-yi nige toGuri-ju  joGacaqu  kUsel  bayi-na.     〈願望表出〉 

      私-DAT 世界-ACC  一    周     旅する   願望  EX.V -PRS 

「私には世界を一周する旅行したいという願望がある。」 
(19) Nada-du  cimayi  qabsur-qu   joriG  bayi-na.                 〈意志表出〉 

私-DAT   君を   助ける-VN   意志  EX.V -PRS 

    「私には君を助ける意志がある。」 
(20) Tayilburi  bolun  botadu  kereg-Un  dumda  yeke  joriye  bayi-na.〈関係叙述〉 

説明      と    事        実-GEN     間    大きい 矛盾  EX.V -PRS 

    「説明と事実 との間には大きな矛盾がある。」 
 
モンゴル語では、例文（12b）（12c）（14）（16）からわかるように、〈事象描写〉、〈属性

叙述〉、〈感覚表出〉11の文機能は存在動詞で表現できない。その他の〈状態描写〉〈所有叙

述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉文機能は存在動詞の

状態概念という性質から表現できると言える。 

 
5.2.3. 中国語における「有＋NP」の多義性 
孤立型言語で、SVO の語順を持つ中国語の存在動詞「有＋NP」はどうであろうか。次の

例文で検証する。 
 
(21) a. 桌子 上  有   本  书。               〈状態描写〉 

 机    上  EX.V   量詞  本 

「机の上 に本がある。」 
b. 犯人 有   女性 的 可能性。                〈状態描写〉 

 犯人 EX.V 女性  GEN  可能性 

 「犯人は女性の可能性がある。」 
(22) a. 今天 爸爸 有  客人。                     〈事象描写〉 

 今日   父  EX.V  客 

「今日父に客がある。」 
b. 在   公园 ｛*有／发生｝ 事件 了。      〈事象描写〉 

        DAT  公園 ｛EX.V／発生｝  事件 PST 

                                                   
11 次の章では、詳しく述べるが、ここで少し説明を加えると、モンゴル語は「ebude-ju bayi-na
（痛む-CV EX.V -PRS）」のように動詞のままで表現され、「NP＋存在動詞」のような表現はで

きない。 
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「公園で事件があった。」 
c. 到刚才   为止｛*有／开 ｝会   来着。         〈事象描写〉 

 ついさっき まで｛ある／開く｝会議   PST 

「ついさっきまで会議があって。」 
(23) 田中  有 财产 。                              〈所有叙述〉 

 田中 EX.V 財産 

「田中は財産がある」 
(24) 那个 人 有 才能。                             〈属性叙述〉 

あの  人 EX.V 才能 

   「あの人には才能がある。」 
(25)  我  有  一个 想法。                          〈思考表出〉 

私  EX.V  一つ  考え 

     ｢私に一つの考えがある。｣ 
(26) a. * 肚子 这边 有   疼痛。                     〈感覚表出〉 

 腹  辺り EX.V 痛み  

       「腹の辺りに痛みがある」 
b.  肚子 这边 有  疼痛感。                    〈感覚表出〉 

 腹  辺り  EX.V 痛みの感覚 

       「腹の辺りに痛みがある。」 
(27) 对 这一点 有     疑问。                         〈情意表出〉 

 対  この点 EX.V  疑問 

「この点に疑問がある。」 
(28) 我  有    世界  一游  的   愿望。           〈願望表出〉 

 私  EX.V  世界   一周   GEN  願望 

    「私には世界一周旅行をしたいという願望がある」 
(29) 我  有  帮助  你 的  意识 。                 〈意志表出〉 

 私  EX.V 助ける 君  GEN 意志 

    「私には君を助ける意志がある。」 
(30) 说明 和 事实 有   很  大  差距 。        〈関係叙述〉 

説明  と 事実 EX.V  とても 大きい 矛盾 

    「説明と事実との問には大きな矛盾が ある。」 
 
中国語では、例文（22b）（22c）からわかるように、〈事象描写〉の文機能は存在動詞で

表現できない。その他の〈状態描写〉〈属性叙述〉〈思考表出〉〈感覚表出〉〈所有叙述〉〈情

意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉の文機能を担えると言える。中国語の存

在動詞「有」が表現できる文機能が〈事象描写〉が表現できないという点では、日本語「あ
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る」より少ないとは言え、〈感覚表出〉〈属性叙述〉が表現できるという点ではモンゴル語

bayi-より多いと言える。そのため、両言語の中間的な存在であることが分かる。 

 
5.2.4. 検証による問題提起 
存在動詞の多義性の検証により、共通点として、日本語、モンゴル語、中国語における

存在動詞は、〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、

〈関係叙述〉の文機能まで表せることが挙げられる。また、各言語 12の相違点として、〈事

象描写〉、〈属性叙述〉〈感覚表出〉、が挙げられる。モンゴル語の存在動詞は、〈事象描写〉、

〈属性叙述〉〈感覚表出〉の文機能を表現できない。中国語の存在動詞は、〈事象描写〉の

文機能を表現できない。これに対して、日本語の存在動詞はどちらも表現できる。このよ

うに、各言語のそれぞれの異同を比較対照するによって、日本語、モンゴル語、中国語に

おけるの特性が浮かび上がってくる可能性があるため、各言語におけるの共通点および相

違点をさらに考察する必要がある。 

対照研究は、個別言語研究に対しては、それぞれの言語を深く理解するための手がかり

を提供し、通言語的研究に対しては、言語の普遍性と多様性について考えるための手がか

りを提供するという役割を担っている（井上 2014）。そのため、日本語、モンゴル語、中

国語における比較対照を通して、それぞれ言語の特性及び、言語の普遍性と多様性につい

て考えるための手がかりを探ることができる。そこで、次の第 5.3 章では、日本語、モン

ゴル語、中国語におけるテンポラリティ、モダリティの関わりによる共通点と相違点に着

目しながらさらに検討し、日本語、モンゴル語、中国語における存在動詞の多義性の特徴

について考察する。 

 
5.3. 存在動詞文の多義性に関する考察 
本章では、第 5.2 章で検証した例文とコーパスから検索・抽出した例文を提示しながら、

日蒙中の言語から見られる共通点及び相違点を探る。まず、日蒙中の言語から見られる共

通点について考察したのち、相違点を考察する。 

 

5.3.1. 日蒙中の言語から見られる共通点 
 日本語、モンゴル語、中国語における共通点は文機能の観点から〈表出〉と〈叙述〉に分

けられる。「考え」「興味」「願い」「意志」「関係」などの名詞と存在動詞「ある」「bayi-」

「有」が共起すると、思考・情意・願望・意志の〈表出〉を、日本語（例文（5）（7）（8）

（9）（10）参考）、モンゴル語（例文（15）（17）（18）（19）（20）参考）、中国語（例文（25）

（27）（28）（29）（30）参考）における存在動詞で表現できるということになる。 

各言語の存在動詞が表現できる文機能の共通点を表 5-1 のようにまとめることができる。 

                                                   
12 各言語とは、日本語、モンゴル語、中国語を指す。 
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表中の ○ は存在動詞で表現できること、× は表現できないことを示す。M とはモダリテ

ィを指し、T はテンポラリティを指す。 

 

       表 5-1 存在動詞が表現できる文機能の共通点 

文機能 下位分類  名詞          日蒙中の言語 

主語   T     M 

 

表出 

 

 

思考表出 考え／思い  第一人称 ○    × 

情意表出 興味／心配 第一人称 ○    × 

願望表出 願望／望み 第一人称 ○    × 

意志表出 意志／覚悟 第一人称 ○    × 

叙 述 関係叙述 

所有叙述 

関係／距離  

財産／物産 

   ○ 

   ○ 

○ 

○ 

   ○ 

   ○ 

 

文機能の〈表出〉では、話し手の現在の感情状態を直接的に言語化しているため、感情

を表出できる形容詞との近似性を持つと考えられる。例えば、次の例文のように、各言語

には共通して、人称制限が見られ、話し手は第一人称経験者であること、またモダリティ

形式の使用は許されないことも共通している 13。これは、感情の表出できる形容詞との近

似性を示していると言える。 

 

(31) 私には世界一周旅行をしたいという願望が｛ある／あった／*あるだろう｝ 

(32) Nada-du delekei-yi nige toGuri-ju joGaca-qu kUsel { bayi-na / bayi-jai / *bayi-qu 

bayiqa?}    

私-DAT 世界-ACC  一  周     旅する-VN  願望 { EX.V-PRS /EX.V-PST/EX.V-VN MP} 

「私には世界一周旅行をしたいという願望がある／あった／*あるだろう」 

(33) a. 我 ｛有 / 有过 / ｝  世界 一游  的  愿望 。          

  私 {EX.V/EX.V-PST}   世界 一周    GEN 願望 

 「私には世界一周旅行をしたいという願望がある／あった。」 

    b.*我  有    世界 一游  的   愿望  吧。 

 私 EX.V  世界 一周   GEN  願望  MP 

「私には世界一周旅行をしたいという願望があるだろう。」 

 

                                                   
13 本章では、「表出」とは、話し手が現在の感情の状態を直接的に言語化していることを指

しているため、話し手が第一人称者経験者となり、モダリティ表現ができなくなる。その他の

場合は、人称を変えることができ、モダリティ形式の使用は可能になる場合がある。 
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このように、〈表出〉では、話し手の現在の感情状態を直接直接的に言語化しているため、

話し手の現在の感情を推量などのモダリティ形式では表現できないが、文機能の〈叙述〉

の〈関係叙述〉では、そのような制限はない。次の例文のように、日本語、モンゴル語、

中国語における存在動詞では表現でき、人称の制限もなく、モダリティ表現まで許される。 
 

(34) 説明と事実との問には大きな矛盾が｛ある／あった／あるだろう。｝ 

(35) Tailburi bolun botadu kerege-Un domda yeke joriye { bayi-na / bayi-jai / bayi-qu 

bayiqa.}   

     説明    と  事   実-GEN   間   大きい 矛盾  {EX.V -PRS /EX.V-PST/EX.V-VN MP} 

    「説明と事実 との間には大きな矛盾がある／あった／あるだろう。」 
(36) a.说明 和 事实 ｛有 / 有了｝    很  大  差距。 

説明  と 事実 {EX.V /EX.V-PST} とても 大きい 矛盾 

「説明と事実との問には大きな矛盾がある。」 
b.说明 和 事实  有   很 大  差距   吧。 

説明  と 事実 EX.V とても 大きい  矛盾  MP 

「説明と事実との間には大きな矛盾があるだろう。」 
 
存在動詞の「存在」という意味それ自体が多様化し、その結果〈表出〉〈叙述〉という文

機能まで示すようになったと言える。そのため、日本語、モンゴル語、中国語において存

在動詞は〈状態描写〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉〈所

有叙述〉までの文機能を表現できると言える。 
 
5.3.2. 日蒙中の言語から見られる相違点 
日本語、モンゴル語、中国語における相違点としての〈事象描写〉、〈属性叙述〉、〈感覚

表出〉の文機能に関して、それぞれの言語を比較対照しながら、考察していく。 
 

5.3.2.1. 〈事象描写〉の相違 

〈事象描写〉とは、動作や事象の現象をそのまま描き出す場合を指す。また、本論文の

第三章では、モンゴル語の「事故」「運動会」などの出来事名詞を扱い、人間の意図を基準

にして「非意図的」と「意図的」という分類を立てた上で、テンスとの関わりについて、

存在動詞で過去形を表現できないことについて言及した。本章では、これ以外の多くの出

来事名詞も検討し、存在動詞の多義性について考察する。 

まず、〈事象描写〉について、日本語、モンゴル語、中国語におけるコーパスで検索した

例文に基づいて、〈自然災害の事象描写〉〈無計画性の事象描写〉、〈計画性の事象描写〉、〈連

絡・伝達の事象描写〉〈状態出現の事象描写〉に下位分類をして検討する。 
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5.3.2.1.1. 〈自然災害の事象描写〉 
〈自然災害の事象描写〉とは、台風・竜巻・嵐、大雨などの自然災害の発生の事象を描写

する場合を指す。まず、自然災害について、存在動詞による表現ができるかどうかを日本

語、モンゴル語、中国語におけるコーパスで検証した 14。その結果をまとめると表 5-2 の

ようになる。なお、表中の（ ）内の数字は、用例数を示す。用例数によって表中の ○ は
存在動詞で表現できること、△ は許容度が低いこと、× は表現できないことを示す。 

 
            表 5-2 コーパスからの自然災害が存在動詞による表現 
   日本語の「ある」 モ ン ゴ ル 語 の            

「bayi-」 
中国語の「有」 

 過去  非過去 過去 非過去 過去 非過去 
地震 ○   （43） ○ （17） × （0） × （0） × （1） ○（70） 
台風 △  （1） △ （1） × （0） × （0） × （0） ○（26） 
竜巻 △  （1） ×  （0） × （0） × （0） × （0） ○（4） 
大雨 ×   （0） ×  （0） × （0） × （0） × （0） ○（421） 

合計   45     18   0     0     0   521 
 
存在動詞の過去形による自然災害の表現は、モンゴル語と中国語に比べて、日本語のみ

が許される傾向がある。中国語では、存在動詞の非過去形であれば、許されるが、過去形

は許されないという傾向が見られる。非過去形において、「大雨」という名詞が用いられる

ことが最もが多く 421 件あり、例文の内容を分析するとほぼ天気予報に使用されている。

そのため、中国語では、存在動詞の非過去形で、自然災害に関する予報を表現する傾向が

あると考えられる。モンゴル語では、非過去でも過去形でも許されない傾向がある。 

日本語では、「地震があった」が 43 件、「台風があった」と「竜巻があった」はそれぞ

れ 1 件見られた。また「台風がある」という非過去形も 1 件見られた。その例文は以下の

通りである。 

 
(37) なぜなら、「数年ごとに台風」が襲うなら、それ以前、つまり中世・近世にも台

風があったわけだから、古墳は崩壊しているのではないか、ということと、そも

そも台風の記録が… 

 
                                                   
14日本語、モンゴル語、中国語におけるコーパスは次の通りである。日本語のコーパス：現代

日本語書き言葉均衡コーパス（少納言）；モンゴル語のコーパス：100 tümen üge-tei odo üye-yin 

monnGol kele bicig-ün deyita kömörge, Öbör mongGol-un yeke surGaGuli（NMGDX）；中国語のコ

ーパス：现代汉语语料库 北京大学中国语语言研究中心（CCL）  
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(38) ファングが最初に街に出回ったのは八三年の四月。その月にあのイースターの大

竜巻があったからよくおぼえているわ。あれで母親の家が吹き飛ばされちゃった

のよ。 

 

(39) 最近こういう台風の常襲地帯の形が変わってきたということと、思いかげない地

帯に台風があるという中で、高知、徳島、こういう県は二年にわたって大被害を

こうむるという実に痛ましい… 

 
以上の例文からわかるように、日本語の「台風がある」「台風があった」「竜巻があった」

の表現は、どちらも従属節の内部に現れた話し手が該当の事実を思いしている場合に使用

されている。これに対して「地震」は（40）のように、話し手が該当の事実を思い出して

いる場合でも存在動詞が使用されるが、（41）のように、時間軸上、発話時に比較的近い時

期に出来事が発生した場合でも使用される。 

 
(40) この地域では、十一年前にやはり震度六という大きな地震があった… 

(41) 今日、十一時頃、かなりの揺れの地震があった。 

 
 日本語において、「地震」が発生した場合には「あった」で表現するのは、「台風」「竜巻」

より自然である。これに対して、モンゴル語と中国語では、「地震」の発生したことを存

在動詞で表現しない傾向があると言える。なぜ日本語では、「台風」と「竜巻」は「地震」

に比べ、存在動詞による表現は不自然であるのだろうか。それは、地震は移動しない現象

として捉えられ、その他の「台風」「竜巻」は移動する現象として捉えられるため、移動す

る現象の発生を存在動詞で表現するのは不自然であるためだと考えられる。各言語で自然

災害をどのように表現しているかを次の表 5-3 のようにまとめることができる。なお、♯

は話し手が該当の事実を思い出している場合に許されるという意味を表す。 

 
           表 5-3 各言語自然災害の表現 
 日本語の表現   モンゴル語の表現    中国語の表現 
地

震 
地震がある 
地震があった 
地震が発生した 

Gajar kOdel-kU「地が動く」 

Gajar kOdel-jei 「地が動いた」 

有地震  「地震がある」 
♯有地震了 「地震があった」 
発生地震了「地震が発生し

た」 
台

風 
台風が来る 
♯台風がある 
台風が来た 

taifeng ire-kU 「台風が来る」 

taifeng  ire-gsen「台風が来た」 

 

有台风   ｢台風がある｣ 
来台风   ｢台風が来る｣ 
来台风了「台風が来た」 
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♯台風があった  
竜

巻 
竜巻が来る 
竜巻が来た 
♯竜巻があった 

qui salki  ire-kU 「竜巻が来る」 

qui salki  ire-gsen「竜巻が来た」 

来龙卷风  「竜巻が来る」 
有龙卷风了「竜巻がある」 
来龙卷风  「竜巻が来た」 

雨 大雨が降る 
大雨が降った 

boruGan  oro-qu 「大雨が降

る」 

boruGan  oro-Gsan 「大雨が降

った」 

有大雨    「大雨がある」 
下大雨  「大雨が降る」 
下大雨了 「大雨が降った」 

 
 モンゴル語では、「地震がある」という表現が動的動詞である「地が動く」という表現

になっている。雨・雪は日本語なら「降る」、モンゴル語なら「oroqu」、中国語なら「下」

という特定の動詞が用いられる。日本語と中国語に比べ、モンゴル語では、自然災害の表

現に存在動詞が使用されない傾向がある。 
 
5.3.2.1.2. 〈無計画性の事象描写〉 
〈無計画性の事象描写〉とは、突然発生するような出来事で、人間の計画には関わらない

ような事象を描き出す場合を指す。事件、喧嘩、事故、火事などが挙げられる。このよう

な出来事名詞について次の例文で見る。 
 
(42) 公園で事件が｛?ある／あった｝。 

(43) Cecerlig-tU  kereg { *bayi-na/ *bayi-Gsan /Gar-cai }. 

公園-DAT   事件 {EX.V-PRS/EX.V-PST/発生- PST} 

「公園で事件が*ある／*あった／発生した」 
(44) 在 公园 ｛*有／发生｝ 事件 了。 

DAT 公園  {EX.V／発生} 事件 PST 

「公園で事件が発生した。」 
 
(45) 前の晩、烈しい夫婦喧嘩があって。  （高橋・屋久 1884：6）        

(46) ÖcUgedUr oroi sirUgUn ere eme qoyaGul-yin  keregUl { ? bayi-Gad／Gru-Gad }… 

昨日    晩     烈しい 夫  婦   二人-GEN  喧嘩   EX.V-CV／発生-CV 

「前晩、烈しい夫婦の喧嘩が発生して。」 
(47) 昨晚  夫妇  两 ｛?有／发生｝了 激烈   的   争吵。 

前晩、 夫婦  二人｛ある／発生｝ PST 烈しい GEN  喧嘩 

「前晩、烈しい夫婦喧嘩が発生して。」 
 
〈無計画性の事象描写〉の出来事名詞は、無計画的であり、突発的な事象を表すため、
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日本語、モンゴル語、中国語において、存在動詞の非過去形は、占い師が発話するという

ような特別なコンテクストがあれば容認されるが、そうではない場合は不自然である。存

在動詞の過去形に関して言及すると、「事件」「喧嘩」が発生したことを、日本語では「あ

った」で表現できるが、モンゴル語と中国語では、存在動詞の過去形を用いることができ

ない。モンゴル語では動的動詞の「Gru-」、中国語でも動的動詞の「発生」で表現される。 
 

5.3.2.1.3. 〈計画性の事象描写〉 
〈計画性の事象描写〉とは、人間の活動・行為に当たり、人間によって計画・破棄・操作

が可能な事象を描き出すことを指す。コンサート、会議、試合、仕事、運動会などが含ま

れる。このような事象について次の例文で見る。 
 
(48) 学校でコンサートが｛ある／あった。｝ 

(49) SurGaGuli-du  daGuu kOgjim-Un  cigulGan ｛bayi-na/ *bayi-Gsan｝. 

学校-DAT   音    楽-GEN    集まり  {EX.V-PRS/ EX.V-PST}  

「学校でコンサートがある／あった。」 
(50) a.  在  学校  有   音乐   演出。 

  DAT 学校 EX.V  音楽  集まり    

 「学校でコンサートがある。」 
b.* 在  学校  有   音乐  演出  了。 

 DAT 学校 EX.V  音楽 集まり PST    

「学校でコンサートがあった。」 
 
(51) ついさっきまで会議があって。（高橋・屋久 1884：15） 

(52) Angqandu  boltala  qural  {?bayi-Gad/yabuGda-Gad}… 

ついさっき   まで  会議 ｛EX.V-CV/行われる-CV｝ 

「ついさっきまで会議 *あって／行われて」 
(53) 到 刚才 为止｛*有／开｝ 会 来着。 

つい 先  まで  ｛ある／開く｝会議 CV 

「ついさっきまで会議が *あって／開いて。」 
 
以上の例文のように、「コンサート」「会議」などの出来事名詞について、日本語の存在

動詞は、非過去形・過去形に関わらず用いることができる。これに対して、モンゴル語と

中国語では存在動詞の非過去形は表現できるが、過去形は表現ができないことが分かる。

なぜなら、モンゴル語と中国語では、過去形はレアルであり、直接確認が可能で、具体的

に〈実現〉したという動的概念が高いため、存在動詞で表現することが出来ない。それに

対して、非過去形ならポテンシャルであり、直接確認不可能で〈予期〉状態である表現で
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あるため用いることができる（本論の第四章で詳細に述べてある）と言える。 
各言語が同様に、存在動詞の非過去形は出来事名詞と直接的に結ばれるのではなく、潜

在する〈予定〉の意味によって、間接的に出来事名詞と関係を示すようになっているため、

〈予定〉という状態概念で読み取れることができる。 
 

(54) ドルジはサッカーの練習がある。 

(55) Dorji   köl  bOmbOge-yin  bolbasural  bayi-na .  

ドルジ   足    ボール-GEN    練習    EX.V-NPST 

「ドルジはサッカーの練習がある。」 
(56) 小明  明天   有   足球赛  的  练习。 

小明  明日 EX.V   サッカー GEN  練習 

「小明はサッカーの練習がある。」 
 
上記の例文では、各言語において、存在動詞の非過去形を用いると、主語となる名詞が、

「サッカーの練習」という出来事の「予定がある」と読み取ることができる。以上のこと

から、〈無計画性の事象描写〉に関して、存在動詞の非過去形であれば容認されるという点

では各言語が共通していると言える。 
 

5.3.2.1.4. 〈連絡・伝達の事象描写〉 
〈連絡・伝達の事象描写〉とは、連絡の方法・手段などが行われる事象を描写する場合

を指す。たより、電話、メール、伝言などが挙げられる。では次の例文で見る。 
 
(57) お父さんから後で、電話が｛ある／来る｝と思います。 

(58) Abu-aca  udal Ugei  utasu {bayi-na/ire-ne}      gejU  bodo-ju  bayi-na. 

父-ABL   まも なく 電話 ｛EX.V-NPST/来る-NPST｝と  思う-CV EX.V-PRS 

「お父さんから後で、携帯に電話があると思います。」 
(59) 我 想  一会儿 会 从 爸爸｛有／来｝ 电话。 

私 思う 後で 可能 ABL  父  {EX.V／来る} 電話 

   「お父さんから後で、携帯に電話があると思います。」 
 
(60) 昨日ケータイに何回も電話があった。 

(61) ÖcUgedUr Gar utasun-du  kedU udaGa diyangquwa  {*bayi-jai/ire-jei} 

昨日   ケータイ-DAT    何   回     電話        EX.V-PST/来る- PST 

「昨日ケータイに何回も電話があった。」 
(62) 昨天 给  我 手机  ｛*有／来｝   了 几回 电话。 

 昨日 くれる 私 ケータイ   {EX.V／来る}  PST 何回 電話 
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「昨日ケータイに何回も電話があった。」 
 
「電話」は、人間が活動に関わる予想可能な出来事名詞である。そのため、各言語にお

いて、その「予想」或いはその「予定」がある場合に限って、非過去形が使用することが

できると思われる。日本語では、存在動詞の非過去形・過去形は自然に使用されるが、モ

ンゴル語と中国語では、存在動詞の過去形が使用されない。次の例文も同様である。 
 
(63) そうそう、その朝、友達からたよりがあった。 

(64) TeyimU teyimU , tere  OrlUge nayija-aca cimege { *bayi-Gsan/ ire-gsen }. 

そう     そう    その    朝   友達-ABL  たより { EX.V-PST/来る-PST} 

「そうその朝、友達からたよりが ?あった／来た。」 
(65) 对 对、那天 早上 从 朋友 ｛*有／来｝  信儿  了。 

そうそう その 朝  から友達  {EX.V／来る} たより PST 

「そうその朝、友達からたよりが来た。」 
 
「たよりが来た」の「来た」という出来事を、日本語では「あった」では表現できるが、

モンゴル語と中国語の存在動詞では表現できない。モンゴル語では「irku（来る）」、中国

語では「来」という動詞で表現される。 
 ここまで見てきた〈事象描写〉が存在動詞によって表現される場合に関して、日本語に

は二つの特徴がある。一つ目は、場所表現が「に」格ではなく「で」格で表されることで

ある。二つ目は、「ある」が状態ではなく、出来事の発生の意味を表すことである（影山：

2011）。モンゴル語と中国語に比べ、日本語のみが存在動詞の過去形「あった」が過去の〈事

象描写〉を表現できると言える。 

 
5.3.2.1.4. 〈状態出現・発生の事象描写〉 

〈状態出現・発生の事象描写〉とは状態の出現、変化の事象を描写する場合を指す。例

えば、病気、展開、進歩などが生じた場合に使用される。陸（1992）でも、「有」は状態の

出現と発生後の現在の状況を表すことができると述べている。 

 
(66) 彼の母は病気に｛*あった／なった｝.   

(67) TegUn-U eji-ni  ebedcin-tei { * bayi-Gsan / bolu15-Gsan} 

彼の  母-3RD 病-POSS ｛EX.V-PST／なる-PST｝ 

「彼の母は病気になった。」 
(68) 他 母亲 有 病 了。 （陸 1992：98） 

                                                   
15 モンゴル語の表記では、挿入母音が現れた場合は、語幹につけて表記する。 
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彼 母   ある 病気 PST 

「彼の母は病気になった。」 
 
(69) 彼が行ってから 2 日に｛*ある／なる｝。 

(70) Tere yabu-Gad  qoyar  edür {*bayi-jai / bol-jai}. 

彼  行く-CV      2  日    EX.V-PST / なる-PST 

「彼が行ってから 2 日になる。」 
(71) 他  走   了  、有  两天 了。 

彼  行く PST  EX.V 2 日 PST 

「彼が行ってから 2 日になる。」 
 
中国語では、存在動詞で「病気」の出現することを表し、かつ変化してからの現在の状

態を表している。以前にはそのような変化、展開、進歩が見られなかったが、今はその変

化、展開、進歩が見られるという意味合いが含まれる。中国語の「有」は、日本語の「な

る」に相当する意味でも用いられる場合があると言える。これに対して、日本語とモンゴ

ル語の存在動詞は、このような〈状態出現の事象描写〉の文機能の表現をせず、他の動詞

で表現する。存在動詞によって、このような表現ができるのは、中国語の特徴でもあると

言える。 
 

5.3.2.1.5.〈事象描写〉まとめ 
以上の考察から、〈事象描写〉の文機能について、日本語は出来事名詞の〈事件〉、〈行事〉、

〈連絡〉における過去の描写を存在動詞の過去形「あった」で表現できるのに対して、中

国語とモンゴル語において、存在動詞の過去形では表現できないことがわかる。〈状態の出

現の事象描写〉については、中国語の存在動詞は表現できるが、日本語とモンゴル語の存

在動詞は表現できない。日本語、モンゴル語、中国語における比較対照を通して、日本語

の「ある」が〈事象描写〉の中で最も多義的であることが分かる。 
 

5.3.2.2. 〈属性叙述〉の相違 

「属性」とは「主語名詞句によって表される名詞的概念に何らかの観点から、二次的依

存的に把握される静的な特徴（山岡 2000）」である。属性を表す名詞として、才能、癖、

人気、人望、能力などが挙げられる。（73）では、主語名詞句である「あの人」を主題とし

て取り上げ、それに属性概念を表す命題「才能」を「ある」で結び付けている。 

 

(72) あの人には才能がある。 

(73) Tere  kUmUn  cidal  {tаi/ *bayi-na}.  

あの   人   才能   POSS/EX.V-PRS 
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「あの人には才能がある。」 
(74) 那个 人 有 才能 

あの 人 EX.V 才能 

「あの人には才能がある。」 
 
(75) 彼には悪い癖がある。 

(76) Tere maGu jang  {tаi/ *bayi-na}. 

彼 悪い 癖  POSS/EX.V-PRS 

  「彼には悪い癖がある。」 
(77) 他 有 不好 的 癖性 

 彼 EX.V 悪い GEN 癖 

「彼には悪い癖がある。」 
 
モンゴル語では〈属性叙述〉には、所有接辞・派生接辞である -tai が用いられ、存在動

詞が用いられない。これに対して、日本語と中国語では存在動詞が用いられている。 

モンゴル語の-tai には所有表現の属性を見出すことができる（橋本 2010）。派生接辞 -tai 

は名詞（あるいは名詞句）に付き、「～を有する、～持ちの、～付きの」という意味の語

（や句）を形成する。以下の属性表現にも、日本語と中国語では存在動詞しか用いられな

いのに対して、モンゴル語では -tai によって表現される。 

 
(78) Ceceg ceceg  Ober-Un  UnUr {-tei / *bayi-na.}.（橋本 2010：15） 

 花  花  自分-GEN 香り {POSS/- EV.X-PRS} 

 「花にはそれぞれ独自の香りがあります。」 
(79) 花にはそれぞれ独自の香りがあります。 

(80) 每 一朵 花 都 有 各 自 的  味道。 

各 一つ 花 全部 EX.V 独 自 GEN 香り 

「花にはそれぞれ独自の香りがあります。」 
 
以上の例文から分かるように、モンゴル語では、〈属性叙述〉に所有接辞の -tai が使用

されているのに対して、日本語と中国語では存在動詞が用いられている。以上のように、

モンゴル語は〈属性叙述〉に存在動詞が用いられないのは所有接辞 -tai を有しているから

であると考えられる。 

 

5.3.2.4. 〈感覚表出〉の相違 

本章では、〈感覚表出〉とは、肉体部分を対象にする感覚の表現を扱う。正常な人間の日

常活動において、肉体的な部分を対象化する場合は、語彙的に不快感を表現するものが多



                                              
                               

65 
 

い（西尾 1972）。〈感覚表出〉を表す語として、「痒い」、「痛い」、「痺れ」、「疲れ」などが

挙げられる。 

日本語では、例えば「痛みがある」を「痛い」というように形容詞一語に換えられるも

のが多い。そして、〈感覚表出〉として、「痒い」、「痛い」などは、「ある」によって形容詞

的に表現できるということである。また、中国語でも、動詞の「痒」という感覚の表現を

「有＋NP」の「有痒的感觉」のように、「〜の感覚がある」の形で存在動詞によって表現

することができる。これに対して、モンゴル語は 「ebude-ju bayi-na（痛む-CV  EX.V -PRS）」

のように動詞のままで表現され、「NP＋存在動詞」のような表現はできない。各言語で〈感

覚表現〉は次の表 5-4 のように表現されている。 

 
       表 5-4 日本語、モンゴル語、中国語における〈感覚表出〉の表現 
  感覚表出 
各言語 

  痛 い 痒 い 痺 れ 疲 れ 

日 本 語 痛い 
痛みがある 

痒い 
痒みがある 

痺れている 
痺れがある 

疲れている 
疲れがある 

モ  ン  ゴ 
ル 語 

ebed-cU bayi-na 

痛む-CV  

EX.V -PRS 

jaGatuna-ju 

bayi-na 

痛む-CV  

 EX.V -PRS 

mincUre-ju 

bayi-na 

痛む-CV 

EX.V -PRS 

yadara-ju bayi-na 

疲れる-CV  

EX.V -PRS 

中 国 語 疼 / 有疼痛感 痒 / 有痒的感觉 麻 / 有痒的感觉 累/有痒的感觉 
 
また、日本語と中国語の〈感覚表出〉では、存在動詞の非過去形が許されるが、過去形

とモダリティは許されない傾向が見られる。 
 

(81) 腹の辺りに痛みが｛ある／?あった／*あるだろう。｝ 

(82) a. 肚子 这边 有 疼痛感。 

腹  辺り  EX.V 痛みの感覚 

     「腹の辺りに痛みがある。」 
b. *肚子 这边 有  疼痛感 了。 

腹   辺り EX.V 痛みの感覚 PST 

   「腹の辺りに痛みがあった。」 
c.*肚子 这边 有   疼痛感 吧。 

腹  辺り EX.V 痛みの感覚  MP 

「腹の辺りに痛みかがあるだろう。」 
 

モンゴル語では、「痛みがある」は表現できないのは、日本語の「痛い」に対して、モン
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ゴル語では「ebudex（痛む）」という動詞を用いられているからだと考えられる。モンゴル

語と同様な SOV 語順を持つ日本語では、形容詞の「痛い」、名詞の「痛み」、動詞の「痛む」

という表現があるのに対して、モンゴル語では、動詞「ebudex（痛む）」のみで表現され、

存在動詞を用いて表現しない。 

なぜ、同じ SOV 語順も持つ言語でありながら、日本語では存在動詞によって形容詞の特

徴を表現できるのに対して、モンゴル語では表現できないのだろうか。それは日本語には、

動詞の名詞化に当たって、動詞の活用の一形である連用形が、そのままで名詞に転化する

（西尾 1961） 16という、簡単な方式が古くから存続している。例えば、「痛む」という動

詞から、「痛み」という連用形名詞を形成することができる。また、形容詞から名詞を作成

する接尾辞も存在する。一般的には「さ」や「み」などの名詞化接尾辞を形容詞の語感に

付加して名詞を派生する（伊藤・杉岡 2000）。「痛み」は、形容詞語感に名詞作成する派生

接辞「み」が付いても形成される。そして、「痛み」が実質的意味を持つ名詞となり、述

語形成のために、存在動詞「ある」と組み合わせることで、「痛い」という実質語の形容詞

一語に相当する述語になっているからであると考えられる。例えば「痛みがある」だけで

はなく「痛みが消える」、「痛みが取れる」、「痛みが強い」、「痛みが弱い」などの表

現もできるのに対して、モンゴル語ではできない 17。 

 

5.4. 日本語、モンゴル語、中国語の対照を通して 
 日本語、モンゴル語、中国語における比較対照によって、それぞれの存在動詞の文機能

全体像の特徴を次の表 5-5 のように示すことができる。表中の ○ は存在動詞で表現できる

こと、△ は非過去形のみ使用されるならこと、× は表現できないことを示す。M とはモダ

リティを指し、T はテンポラリティを指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16ただし、「打ち」、「隠れ」といった頻繁に見られない動詞連用形もある。 
17 モンゴル語の場合でも出動名詞の用法が見られる。ただし、感覚表出ではなく、感情表現は

できる場合がある。例えば、Jobalang bayi-na 「悩みがある」などがある。 
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     表 5-5 日本語、モンゴル語、中国語における存在動詞の文機能全体像 
文 機 能  
の 類 型 

下 位 分類   日本 語      モンゴル語     中 国 語    
 T  M   T  M  T  M 

 
 
表 出 
 
 
 
事 象 
 
描 写 

情 意 表 出 ○ × ○ × ○ × 
感 覚 表 出 △ × △ × △ × 
願 望 表 出 ○ × ○   × ○ × 
思 考 表 出 ○   × ○   × ○ × 
意 志 表 出 ○  × ○   × ○ × 

自然災害の事象 
無計画性の事象 
計画性の事象 
連絡・伝達の事象 
状態出現・発生の事象 

○ 
○ 
○ 
○ 
× 

○ 
 ○ 
 ○ 
 ○ 
 × 

× 
× 
△ 

× 
× 

× 
× 
× 
× 
× 

× 
× 
△ 

× 
○ 

× 
× 
× 
× 
○ 

 関 係 叙 述 ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
叙述 所 有 叙 述 

属 性 叙 述 
○ 
○ 

 ○ 
 ○ 

○ 
× 

○ 
× 

○ 
○ 

○ 
○ 

 
表 5-5 から分かるように、日本語の存在動詞「ある」は〈状態出現の事象描写〉以外、

他の全ての文機能を表現することができる。日本語では、「～がある」文の述語には、名詞、

動詞、形容詞のそれぞれの特徴が混在している（大塚 2004）。モンゴル語の「bayi-」は〈事

象描写〉と〈属性叙述〉の文機能を表現できない。中国語の「有」は〈事象描写〉で下位

分類されている〈自然災害の事象描写〉〈無計画性の事象描写〉、〈計画性の事象描写〉、〈連

絡・伝達の事象描写〉の文機能を、過去形で表現することができない。このような対照を

通して、日本語の存在動詞は多義的であり、中国語の存在動詞やや多義的であり、モンゴ

ル語の存在動詞は多義的ではないことが分かる。以上、日本語、モンゴル語、中国語にお

ける共通点と相違点について、次のようにまとめられる。 

 

・日本語、モンゴル語、中国語における共通点 
① 存在動詞の「存在」という意味自体が多様化し、その結果〈表出〉〈叙述〉という文機

能を示すようになっている。さらに、各言語では〈表出〉の文機能においては、第一人

称経験者であること、またモダリティは許されないということも共通している。 
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② 各言語において、存在動詞の状態概念という性質から、〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考

表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉の文機能まで表現できると

いう広がりを見せていると言える。 
 
・日本語、モンゴル語、中国語における相違点 
 
①〈事象描写〉の文機能では、日本語の存在動詞は、〈自然災害の事象描写〉〈無計画性の

事象描写〉、〈計画性の事象描写〉、〈連絡・伝達の事象描写〉を過去形で表現できるのに

対して、中国語とモンゴル語の存在動詞は過去形で表現できない。〈状態の出現・発生〉

においては、中国語の存在動詞は表現できるが、日本語とモンゴル語の存在動詞は表現

できない。 
②〈属性叙述〉の文機能では、モンゴル語の存在動詞では表現できないが、日本語と中国

語の存在動詞では表現できる。 
③〈感覚表出〉の文機能では、日本語の「ある」と中国語の「有」は、〈感覚表出〉に使用

されるが、モンゴル語 bayi- は使用されない。 
 
以上の考察から、日本語、モンゴル語、中国語のうち、日本語の存在動詞は最も多義的

であるが、モンゴル語は最も多義的ではないことがわかる。その理由を述べると、日本語

はモンゴル語に比べ、動作全体を一つのまとまりを名詞的表現で述べているために、名詞

的な表現をする傾向が見られるからであると考えられる。例えば、〈感覚表出〉では、動詞

の活用の一つである連用形が、そのままで名詞に転化する。そして、日本語では「ある」

が、名詞句に形容詞述語の特徴を与える機能動詞としての働き、「痛い」を「痛みがある」

というふうに表現できるのに対して、モンゴル語ではそのような表現せず、動詞のままで

表現される。また、〈自然災害の事象描写〉に関して、日本語において、「地震があった」

というように「名詞＋存在動詞」の名詞的な表現されるのに対して、モンゴル語では動的

動詞を用いて「地が動いた」というように動詞的な表現される。このことから、日本語は、

モンゴル語と比べて、名詞的表現を好むが、モンゴル語は動詞的表現を好む傾向があるこ

とが考えられる。例えば、日本語では、「動作名詞＋ある」の他、「動作名詞＋スル」「動作

名詞＋ダ」などの表現も多く見られる。 
 

(83) 品のない食べ方をする。（井上 2014：187） 

(84) jang  surtal  Ugei  idekU 

習慣 行儀 NEG 食べる 
「品がなく食べる。」 

 
 日本語では、（83）のように、「品のない食べ方をする」と表現するのに対して、モンゴル
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語では、（84）のように、「品なく食べる」という動詞によって表現される。その他、日本

語では、｢探し物をする｣という表現をするが、モンゴル語では、｢YaGuma erikU（物を探

す）｣というように、動詞的構造で表現される。また、（85）のような、「動作名詞＋ダ」も

同様である。 

 
状況：（列車のアナウンスで） 
(85) まもなく立川に到着です。（井上 2014：187） 

(86) Udal  Ugei  tacikaw-du kUrU-ne. 

まも   なく   立川   着く-PRS 

「まもなく立川に着きます」 
 
日本語では、「到着する／到着した」と言うと、時間の流れに沿ったコマ送り的な展開の

意味が強く、「動作名詞＋ダ」構造の「到着です」は、完成相形式が持った動的叙述性を抑

制し、おおまかに、「到着場面である」ことを述べる（井上 2014）ために用いられる。こ

れに対して、モンゴル語では、（86）のように「kUrU-ne（着きます）」というように、動

的動詞構造で表現される。 

 
5.5. まとめ 
本章では、日本語、モンゴル語、中国語の存在動詞の多義性に関する対照研究を行った。

そのことを通して、各言語を理解するための手がかり及び、通言語研究へ提供できる手が

かりとして、次のようなことを提案できるのではないかと考えられる。 
 

5.5.1. 日蒙中の言語を理解するための提案 
各言語の対照を通して、日本語の「NP＋ある」、モンゴル語の「NP＋bayi-」、中国語の

「有＋NP」と比較対照した場合、日本語の「ある」が最も多義的であることが分かる。そ

の理由として、日本語では、名詞的表現を好む特徴があるためであると考えられる。それ

に対して、モンゴル語は動的動詞の表現を好む特徴があるため、「NP＋bayi-」が多義的と

ならないと考えられる。中国語は日本語とモンゴル語の中間的な存在である。では、日本

語、モンゴル語、中国語における存在動詞の多義性は次のとおりである。 

 

日本語「NP＋がある」の存在動詞文：多義的である。 

   表せる文機能 10 つ：〈状態描写〉〈属性叙述〉〈思考表出〉〈感覚表出〉〈事象描 

             写〉〈所有叙述〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、 

            〈関係叙述〉 

中国語の「有＋NP」の存在動詞文：やや多義的である。 

表せる文機能 9 つ：〈状態描写〉〈所有叙述〉〈属性叙述〉〈思考表出〉〈感覚表出〉
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〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉 

モンゴル語の「NP＋bayi-」の存在動詞文：多義的ではない。 

 表せる文機能 7 つ：〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、

〈意志表出〉、〈関係叙述〉 

 

5.5.2. 通言語研究への提供できる提案 
日本語、モンゴル語、中国語という異なる言語間で対照研究を行うことは、言語の普遍

性や多様性について考えるための観点を豊かにすることにつながる。通言語研究へ次のよ

うな提案を提供できるのではないかと考えられる。 
 
① 「名詞句＋存在動詞」の存在文では、名詞句が具体物から抽象的概念まで様々に性質

が異なっていることによって存在動詞の「存在」ということの意味それ自体が多様化

し、〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関

係叙述〉の文機能まで表現できる可能性が高い。 
② また、「名詞句＋存在動詞」の存在文では、存在動詞の状態的概念とレアルな動的概念

の高い出来名詞（事件・喧嘩）の〈事象描写〉という文機能まで表現できる存在動詞

は少ない傾向がある。 
③ 〈属性叙述〉の文機能は所有接辞を有しない言語では、存在動詞によって表現される

傾向が高い。 
④ 世界中の言語では、名詞的表現を好む言語と動詞的な表現を好む言語があり、それが

「名詞句＋存在動詞」の多義性に影響を及ぼす可能性が高い。    
 

 次に、存在動詞であるながら、機能語へ文法化し、様々な形式で文法的な意味を表すよ

うになっている現象についてみる。 
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           第六章  存在動詞の文法化した形式・用法 
 

 
6.1. 序 
一般的に多くの言語において、存在動詞の 内容語から機能語への文法化が見られる。こ

のように、本動詞の存在動詞の内容語から機能語への文法化はモンゴル語にも見られる。

bayi- は存在動詞の本動詞としての性質を失って、様々な形で文法的な意味を表すように

なり、モンゴル語の文法的バリエーションを形成している。 

 本章では、共時的観点から、すなわちある変化過程のある段階における観点から、存在

動詞の文法化している現象を扱う。現代モンゴル語の bayi- は、実質的な意味を持つ動詞

でもありながら、漸次変容によって語彙的な意味を失い、他の動詞に後続する補助動詞、

コピュラ動詞、形式動詞などの文法形式を表すの機能語になっていると考えられる。そし

て、他の語に後続することにより、文法的機能を果たす bayi- は、本来の意味を保ってい

るものもあれば、本来の意味は保っていないものもある。 

本章では、bayi- について本来の意味を保っている補助動詞、本来の意味が保っていな

いコピュラ動詞、文法機能を補助するために他の語と複合して使用されている形式動詞と

に分けて考える。また、補助動詞に関する研究は多く見られるが、コピュラ動詞と形式動

詞について、詳細に述べている研究はまだ少ない。たとえば、補助動詞については小沢

（1997）、Čenggeltei（1991）、松岡（2008）、Badma（2011）の先行研究、コピュラ動詞につ

いては、Čenggeltei（1991）、橋下（2004）などが見られる。形式動詞について言及した先

行研究はまだ見られない。このように、個々の現象を散在して記述されている研究が見ら

れるものの、存在動詞の文法化した形式・用法について全体的に述べている研究はまだ見

られない。 

そのため、これらの先行研究を紹介しつつ、先行研究に述べられていない新しい用法も

提示しながら、存在動詞の文法化した現象をマクロな観点から述べる。モンゴル語と同様

な SOV 語順をもつ日本語と対照しながら、モンゴル語の存在動詞の文法化した形式・用

法の全体像を探り出すことを目的とする。 

本章の構成は、次の通りである。まず、8.2 節では、文法化について概観したのち、 6.3

節以下では、bayi- の補助動詞、コピュラ動詞、形式動詞の用法をまとめる。そして、6.7

節では、モンゴル語と同様な SOV 語順をもつ日本語と対照しながら、モンゴル語の存在

動詞の文法化した形式・用法の全体像を探り出す。 
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6.2. 文法化について 
  文法化について概観してから、存在動詞の文法化している現象を述べる。 
 
6.2.1. 文法化の定義 
  文法化とは一般的にあらゆる言語において、｢内容語｣が｢機能語｣の文法的な性質を持つ

ことである（Hopper and Traugott 1993）。砂川（2006）では次のように述べている。 

 

文法化とは、自立的で実質的な意味を持つ実質語がその範疇を脱して  

文法的な機能を持つ非自立的な機能語の範疇に組み込まれる歴史的な変化 

のことを言う。その過程では意味・形態・統語に関わる様々な変化が見ら 

れるが、その変化は｢実質語としての性質の喪失｣と｢機能語としての性質の 

獲得｣という二つの現象が表裏一体となったものとして現れる。 

                       砂川（2006: 26） 

 

 また、文法化の定義について、秋元（2002）では、文法化は一般的に言って、開かれた

語彙項目が閉じられたクラスの文法的要素に変化する過程を言う。その際、統語上の独立

性や語彙的意味の消失、さらには、音声的摩滅等も通常伴うと述べている。要するに、文

法化は実質的な意味を持つ内容語に意味の漂白化が発生し、機能語的な意味・機能を持つ

ようになることである。つまり、内容語から機能語へと変化することを指す。 

従来の研究で述べられているように、文法化の過程については、通時的観点と共時的観

点からの分析が可能である。通時的観点からの分析とは、ある内容語が幾つかの段階での

変化を経て、機能語になる歴史的な変化を研究することであり、その変化の過程は段階的、

且つ連続的である。一方、共時的観点とは、ある変化の過程のある段階において、内容語

と機能語との両方の意味・機能を研究するものである。 

Hopper and Traugott（1993）は文法化の基礎的な概念には｢漸次変容｣という術語があると

述べ、その内容を次のように記述している。 

 

｢漸次変容｣という術語そのものに、歴史的・共時的の両方の意味がある。 

歴史的な見方からすると、漸次変容は形態が進化する自然の通り道であり、 

 形態の発展を導く言語学的な｢すべりやすい坂（slippery slope）｣のようなも 

のである。共時的には、漸次変容は｢連続体（continuum）｣として考えられる。 

つまり、片方の端が語彙項目のような完全な形式、反対の端が簡略化され 

（compacted）縮小した（reduced）文法的な形式を持つ、想像上の線に沿った 

形式の配列である。｣ 

                     Hopper and Traugott（1993: 9-10） 
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 そして、文法化の過程は一方向性の特徴を持ち、一般的に内容語から機能語へと変化す

る。なお、一方向性とは、特別な文法的構造が変化する時の条件としての術語である（Hopper 

and Traugott 1993）。通時的観点からみると、文法化の一方向性の特徴は｢一般化

（generalization）｣又は｢品詞の脱範疇化（decategorialization）｣18によって表されている。｢一

般化（generalization）｣の定義については、Hopper and Traugott（1993）では一般化は形式

の多義化として、または語彙的なものから文法的なものへ、またはより文法的でないもの

からより文法的なものへ進む、形態素の範囲の拡大（Turylowicz 1965）として特徴付けら

れる過程であると述べている。 

また、一般化には｢意味の一般化｣、｢文法機能の一般化｣が二つの種類が挙げられる。｢意

味の一般化｣とは語彙項目が文法化するにつれて、その意味領域が広がることである。なお、

文法化しやすい語彙項目は｢基礎語彙｣であり、比較的特殊な意味の語は文法化する場合も

あるが、それは意味が一般化したあとである（Hopper and Traugott 1993）。  

｢文法機能の一般化｣は、例えば英語の進行形の構造を例に取ると次のようである。もと

もと制約されていた進行の構造 be V-ing、つまり動作主主語の構造が、最初に受け身にも

使われるようになり（the house was building が 18 世紀の終わりに the house was being built

になった）、後に、There are statues standing in the park（像が公園に立っている）のように状

態を表し｢付随（contingency）｣の機能を果たすようになる（Hopper and Traugott 1993）。次

に、｢品詞の脱範疇化｣とは名詞や動詞がそれぞれ持っている形態論的・統語的な特徴を失

い、その品詞の範疇性が漸次変容で他の文法範疇に属すようになることである（Hopper and 

Traugott 1993）。その図式を取り上げると次のようである。 

 

    大きな文法範疇＞形容詞・副詞＞小さな文法範疇 

                     （Hopper and Traugott 1993: 126）                                   

 

 この図式において、大きな文法範疇である名詞、動詞（語彙的に比較的｢開いた｣（open）

範疇）は漸次変容によって、場所・様子等を表す名詞から副詞が派生し、動詞から形容詞

が派生する。そして、派生した形容詞や副詞等がさらに漸次変容することで、前置詞、接

続詞、助動詞、代名詞、指示代名詞（比較的｢閉じた｣（closed）範疇）等、より小さな文

法範疇へ脱範疇化することになる。 

 文法化の共時的な変化においては、｢重層化（layering）｣と｢変動性（variability）｣の特徴

が存在する。重層化とは文法化の共時的な過程において、新しい層が絶えず派生するもの

                                                   
18 Hopper and Traugott（1993）を参照。意味的・構造的一般化と品詞の脱範疇化に寄与する文

法化の過程には｢専門化（specialization）｣、｢分岐（divergence）｣、｢更新（renewal）｣の三つの

典型的な過程が存在する。｢専門化（specialization）｣は意味と用法が一般化するとともに文法

形式の選択が少なくなることを言い、｢分岐（divergence）｣は文法的でない形式がもとの特徴を

維持するものと、より文法的になるものとに分かれることを言い、｢更新（renewal）｣は同じこ

とを言うのにもとの形式がより表現的なやり方に変えられることを言う。 
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の、古い層もなくなるのではなく、相互に共存するということである。共時的な変化には

変動性が存在し、絶えず派生する新しい形式が古い形式と共存するが、新しい層が優勢的

であり、徐々に古い層に入れ替わって文法化を果たす（Hopper and Traugott 1993）。 

品詞の脱範疇化の過程では、「名詞から接辞への漸次変容」と「動詞から接辞への漸次変

容」が見られる。動詞から出発して助動詞になり、最後に接辞になる連続体がある（Hopper 

1991: 22）。 

 モンゴル語を例にとると、Γarudi（2008: 327-330）では、モンゴル語においても品詞の

脱範疇化が見られると記述している。中古時代のモンゴル語（又はその前の時代）では

｢degere（上）、doora（下）-Gadana（外）、dotuna（内）｣等の名詞は場所或いは時間を表す

名詞が与位格の｢-a/-e、-da/-de｣と接続することによって作られた派生語である。しかし、

中世時代から与位格が格助詞の意味を失いはじめ、語幹と分離することができなくなり、

場所や時間副詞として使われるようになった。そして、一部の語彙の文法化が一層進み、

場所や時間を表す助詞として使われるようになった。また、中古時代のモンゴル語では

｢kür-（着く）、bol-（なる）、tul-（支える）｣等の動詞は動詞語幹に限界動詞語尾｢-tala/-tele｣

が接続することによって、動詞の性質を失い、文法化されて限界を表す助詞としての性質

を持つようになった。 

 
6.2.2. 日本語の存在動詞の文法化 
まず、上代から中世まで使用されていた存在動詞「あり」の文法化について概観する。

日本語の「あり」は中世以降、終止形と連用形が同形化して、現在も用いられている「あ

る」となった（松村 1979）。春日（1953）によれば、「あり」は基本動詞として、文法的に

も重要な役割を果たしているが、語彙的なレベルから見ると、「とあり」、「にあり」、「音あ

り」、「きあり」から、完了の「たり」、断定の「なり」、伝聞推定の「なり」、過去の助動詞

の「けり」等の助動詞が作られた。また、形容詞連用形に付き「カリ活用」を作り、活用

のそろわないものの活用を助ける側面もある。従って、「けり」「たり」「なり」「めり」な

どのラ変型活用の助動詞及び形容詞語尾「かり」などは、いずれも「あり」が他の要素と

結合してできたものである。春日（1953）に基づき、「あり」はこのように上接語と融合し

て、語形を変え、他の助動詞に転ずることが多い。これらについて、まず、形態的な面か

ら以下の図 6-1 のようにまとめられる。 
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            存在動詞「あり」 

複合動詞 「ありめぐる」 

「あり」の形のまま 補助動詞「てあり」 

用いられている  接続詞 「あるいは」  

             断定助動詞 「あり」   

                         

            

断定助動詞「ナリ（ニアリ）・タリ（トアリ）」 

単純結合語 推量助動詞「ナリ（ネアリ）・メリ（ミアリ）」 

「あり」が他語と接続・             

複合してできた用法  補助結合語  形容詞 カリ活用（クアリ） 

 

                 図 6-1 春日（1953）に基づく中世日本語存在動詞の「あり」とその文法化 

 

「あり」の形のままでは、存在動詞、複合動詞、補助動詞、断定助動詞の用法があり、

他語と接触・複合してからは、単純結合語、補助結合語、に分けられる。そして、単純結

合語には、断定助動詞 「ナリ・タリ」、推量助動詞 「ナリ・メリ」が含まれ、補助結合

語には、形容詞のカリ活用（クアリ）が含まれる（春日1953）。存在動詞の「あり」は、

基本的には存在を表現する動詞であるが、その「あり」の状態を表す性質がついにはその

属性を失って、「陳述のみを表すもの」に移行し、助動詞や形容詞のカリ活用のような用法

に繋がっていく。また、形容詞のカリ活用の「美しくあり」から「美しかり」のように用

いられ、形容詞の活用の不備を補うことにより、助詞・助動詞への多様な接続を可能にし

たのである（小田2009）。次に、現代日本語の動詞「ある」についてみる。 

現代日本語の「ある」の単独動詞の用法も、その事物の存在・状態を表し、またそこか

ら存在を肯定する判断などを表すようになっている。「である」の形式で判断を表し、更に

「てある」の形式では補助動詞として用いられるなど、アスペクト的な面でも重要な働き

をしている。三浦（1998）では「ある」は「独立的に使われた場合の実質的な意味を失っ

て、動詞の姿と語形変化の文法的な意味を表すようになっている」と解釈して＜形式動詞

＞とも呼んでいるように、「ある」は動詞の性格を失った補助動詞となり、そこから文法化

した形になっている。これらに基づき、以下の図 2 のようにまとめることができる。 

 

                     動詞「てある」  

ある（存在動詞） 補助動詞（ある） 名詞「である」助動詞  「だ」 

存
在
動
詞 

あ
り 
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                   モダリティ「であろう」 

                                                    

図 6-2 現代日本語存在動詞の「ある」とその文法化 

 

補助動詞の「ある」から複合・発展してできた断定助動詞の「だ」は、動詞の「ある」

とは対立した判断を表現する助動詞で、動詞「ある」の存在の意味は全く残っていない。

従って、存在動詞の「ある」が、他語と複合・発展して「だ」になることから、存在動詞

から文法化している（小田 2009）。 

 

6.2.3. モンゴル語の存在動詞の文法化している現象 
現代モンゴル語の bayi- は、存在動詞の本動詞としての性質を失って、存在動詞から機

能語へと様々な形で文法的な意味を表すようになり、モンゴル語のバリエーションを形成

している。その文法化したバリエーションの全体像を 6.7 節に詳しく述べるが、結論を先

取りして提示すると次のようになると思われる。 

 

 

 
 
 

 

                       

             
                       
            
       図 6-3  現在モンゴル語の存在動詞の文法化した形式・用法 
 
次に、 bayi- の補助動詞・コピュラ動詞、形式動詞的として用いられている現象につい

て、それぞれ詳しく述べていく。 

形
式
動
詞 

-ju bayi- 動的継続相 
-Gad bayi- 静的継続相 
-GsaGar bayi-長期継続相 
 
 
 

現
代
モ
ン
ゴ
ル
語bayi- 

 

 

補
助
動
詞 

コ
ピ
ュ
ラ
動
詞 

（
や
め
る
） 

他
動
詞bayi- 

 
自
動
詞bayi-

（
存
在
動
詞
）  

bayi-qa    でしょう 
bayi-lgüi であろう 
bayi-ju mede-ne かもしれない 
 
 
bayi-Gad   のに 
bayi-tala  のに  
bayi-baču なのに 

アスペクト形式 

モダリティ形式 

逆説の形式 

名詞・形容詞のテンス形式 
一時性の明示形式 
丁寧表現の形式 
 

bayi-  だ 
bayi-  だ   
bayi-na です 
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6.3. 補助動詞 
日本語において、補助動詞とは別の動詞（または助動詞などが後続したもの）の連用形

に、接続助詞「て」を介して後続する「てある／ている」が相当する（鈴木 2003）。本章

では、モンゴル語の副動詞 -ju19 及び -Gad20 を介して、存在動詞が後続する -ju/-Gad＋

bayi- の「副動詞＋存在動詞」構造を持つものを扱う。次に、モンゴル語の補助動詞 -ju bayi- 

/ -Gad bayi-というアスペクト形式について、小沢（1997）、Čenggeltei（1991）、松岡（2008）、

Badma（2011）の先行研究を概観しながらまとめる。 

  「-ju/-Gad＋bayi-」における bayi-は語彙的な意味が薄れ、動詞の独立性を失って、前接

動詞に補助的な意味を加えている。特に、-ju bayi-は動きの継続を表し、-Gad bayi-結果の

維持、反復を表している。まず、副動詞の-ju と-Gad の特徴から見る。 

 

① 副動詞-ju について 

 小沢（1997）、（Čenggeltei 1991）によって、-ju の副動詞としての用法を次のようにまと

めることができる。 
(1)  Bi nom  ungsi-ju,  tere jiruG  jiru-jai. 

 私 本     読む-CV   彼  絵  描く-PST  

    「私はは本を読み、彼は絵を描いた。」 
(2)  Ta     sayin yabu-ju  ire-be  üü. 

   あなた 良い   行く-CV 来る-CV Q 

   「あなたは無事に行って来られましたか？」 
(3)  Tere mongGol-du  surulca-ju  bayi-jai. 

     彼 モンゴル-DAT  勉強する-CV  EX.V-PST   

  「彼はモンゴルに留学していた。」 
 

1）二つ以上の動作が並行的に行われていること、或いは動作主の一連の動作の連続的

な動きを表す。 
2）一つの動作がもう一つの動作より先に行われ、二つの動作が時間的に関連性を持つ

ことを表す。 
  3）このような、副動詞-ju の後ろには bayi-が補助動詞として後続し、前接動詞に文法

的な意味を加えることができる。 

 
② 副動詞-Gad について 

 小沢（1997）、（Čenggeltei 1991）の記述により、-Gad の副動詞としての用法を次のよう

                                                   
19 副動詞-ju は、-jU, -ču, -čü という異形態を持つ。 
20 副動詞-Gad は母音調和により、-ged-という異形態を持つ。 
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にまとめることができる。 
 
（4）Eji  oro-ju  ire-ged nada-yi   serguge-jei. 

     母  入る-CV 来る-CV 私-ACC  起こす-PST  

  「母が入ってきて、（それから）私を起こした。」 
（5）ÖcUgedür ebedcile-ged    surGaGuli-du oci-Gsan  Ugei. 

     昨日    風邪を引く-CV   学校-DAT   行く-PRTC NEG 

  「昨日風邪を引いたため、学校に行かなかった。」 
（6）Tegün-ü kele-kü-yi     sonosu-Gad  sonosu-Gad  oyilaGa-qu   ügei. 

   彼-GEN   言う-PRTC-ACC 聞く-CV    聞く-CV     分かる-VN NEG 

  「彼が言っていることを何回聞いても分からない。」 
（7）Tere surGaGuli-du  oci-Gad bayi-jai. 

   彼  学校-DAT   行く-CV EX.V-PST  

  「彼は学校に行っていた。」 
 

1) 一つの動作が終わって、それから次の動作が行われるという風に、その行為が順次

行われることを表す。 

2) 原因・理由を表す用法を持ち、概ね文の前半は原因理由を表し、後半は結果を表す。 

3) 同じ動詞に重複した場合は繰り返し行われる行為を表す。 

4) このような副動詞-Gad の後ろには bayi-が補助動詞として後続し、前接動詞に文法的

な意味を加えることができる。 

   
「副動詞「-ju/-Gad＋bayi-」における bayi- はは語彙的な意味が薄れ、動詞の独立性を失

って、前接動詞に補助的な意味を加えている（Badma 2012）。 

 
（8）Bi yeke  surGaGuli-du surulca-ju    bayi-na. 

   私  大  学-DAT    勉強する-CV  EX.V-PRS 

   「私は大学で勉強している。」 
 
（9）Bi tere  kümün-dü  kele-ged  bayi-jai. 

     私  その  人-DAT     言う-CV   EX.V-PST  

   「私はその人に言っていた。」 
 
例文（8）は動きの継続を表し、例文（9）は結果状態を表している。 松岡（2008）では、

モンゴル語のホルチン方言を対象とし、ホルチン方言のアスペクト体系は以下表 8-1 のよ

うに示されている。モンゴル語の表記は松岡（2008）に書かれている通りに提示する。 



                                              
                               

79 
 

   

 

 

 

     表 6-1 モンゴル語のアスペクト体系 （松岡 2008） 

 

   アスペクト  

       継続相 

動的継続相 静的継続相 長期継続相 

 -j bayi-  -aad bayi-  -saar bayi- 

                                        （松岡 2008: 83 一部改変）                                 

               

 松岡（2008）ではホルチン方言である-j bayi-と-aad bayi-のアスペクト的な意味はその前

接する動詞によって異なると主張している。動作動詞は-aad bayi-が結果性を表すかどうか

によって、限界動詞と非限界動詞に分類しうる 21。-aad bayi-が結果性を表す動詞を限界動

詞、結果性を表さない動詞を非限界動詞と呼ぶ。 その-j bayi-と-aad bayi-の前に来る動詞の

分類とアスペクト的意味の関係を表した表のみを取り上げると次のようである。 

 

表 6-2 動詞分類とアスペクト的意味の関係（松岡 2008: 86）  

 動詞の分類 

 

形 式 

 

状態動詞 

動作動詞 

非限界動詞 
    限界動詞 

進行限界動詞 結果限界動詞 

-aad bai-  状態性 反復性       結果性 

-j bai-   状態性    進行性 結果性 

                                                           

その他に、塩谷・プレブジャブ（2001: 112-114）は、-ju bayi- は進行アスペクトを表し、

-Gad bayi- は反復継続アスペクトを表すと記述している。また、小沢（1987: 16-21）では、

-ju bayi-  は動作が現に行われていることを表し、-γad bayi- は動作が完了していること、

又は動作が反復して行われることを表すと論述している。Badma（2011）では、モンゴル

語では、前接する動詞の性質及び共起する成分によって、-ju bayi-と-Gad bayi- は同じく結

果状態が持続している意味を表すことも可能であると指摘している。  
 

（10）Egeci  mongGol  terlig-iyen  emüs-cü22 /-ged   bayi-na.  

     姉   モンゴル   服-REFL     着る-CV          EX.V-PRS  
                                                   
21松岡（2008）限界動詞は「-j bayi-」が結果性を表すかどうかによって、さらに Telic A、Telic 
B に分類している。「-j bayi-」が進行性のみを表す動詞を Telic A、結果性を表すことのできる

動詞を Telic B と呼ぶ」と述べている。 
22 -cU は-jU の異形態である。 
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   「姉がモンゴル服を着ている。」 
（11）Egeci  toli-yin  emüne  mongGol  terlig-iyen  emüs-cU   bayi-na.   

     姉     鏡-GEN    前      モンゴル  服-REFL  着る-CV   EX.V-PRS  

    「姉が鏡の前でモンゴル服を着ている。」 
                                                     （Badma 2011: 92） 
 
例文（10）の -ju bayi- には姉がモンゴル服を着ている最中、即ち進行中と、今着た状態

で立っている様子、即ち結果の維持との両方の解釈が可能である。ただし、通常は後者で

ある服を着た状態にいることに焦点が置かれる場合が多いが、例文（11）のように toli-yin 

emüne（鏡の前で）や、 alGur（ゆっくり）｣などの動作の行われる場所や動作の様態を表

す副詞と共起した場合は動作の継続を表す（Badma 2011）。 
このように、 -ju bayi- と -Gad bayi- は同じく結果の状態を表現することが可能である。

また、-ju bayi- は共起する文の成分によって、動作の継続を表すのか、結果の状態を表す

のかが決定される。Badma（2011）では、主体変化を表す限界動詞において、シテイル形

と-ju bayi- と-Gad bayi-は以下の通りである。 

 

          表 6-3 シテイル形と-Gad  bayi- / -ju  bayi-  

    分類  シテイル形  -ju  bayi-   -Gad  bayi-  

主体変化を表

す動詞 

 

瞬間的な変化 結果の状態   結果の状態 

過程を持つ変化 結果の状態 動きの継続 結果の状態 

再帰動詞 動きの継続/結果の状態 結果の状態 

                                                            （Badma 2012） 

 
 表 6-3 で示すように、前接動詞が主体変化を表す限界動詞の場合、日本語のシテイル形

は通常、結果の状態を表す。他方、モンゴル語においては、前接動詞が主体変化を表す動

詞であり、瞬間的な変化を表す動詞の場合、-Gad bayi- は結果の状態を表す。また、主体

の変化を表す動詞のうち、変化の過程を持つ場合、日本語のシテイル形とモンゴル語の 

-Gad bayi- とは共に結果の状態を表すが、-ju bayi- は動きの継続を表すと述べている。以

上、日本語の「ている」「てある」のように、モンゴル語でも存在動詞が文法化して、動

詞の後につくアスペクト形式となっている（Badma 2012）。では、次に非限界動詞の場合

の日本語のシテイルとシテアルとモンゴル語の -ju bayi- と -Gad bayi- の対応についてみ

る。 

 
（12）a. 彼は部屋を片付けている。 
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   b. Tere  ger-iyen  ceberle-jü    bayi-na. （動きの継続） 

      彼    家-REFL 片づける-CV  EX.V-PRS 

 「彼は部屋を片付けている。」 
（13）a. 彼は部屋を片付けてある。 

      b. Tere  ger-iyen  ceberle-ged  bayi-na. （結果の状態） 
         彼    家-REFL  片づける-CV  EX.V-PRS   

  「彼は部屋を片付けてある。」 
 

(14) a. 彼は本を読んでいる。 

 b. Tere  nom ungsi-ju  bayi-na.  （動きの継続） 

      彼    本    読む-CV   EX.V-PRS 

     「彼は本を読んでいる。」 
(15)   a. 彼は本を読んである。 

b. Tere  nom  ungsi-Gad  bayi-na. （結果の状態） 

        彼    本   読む-CV   EX.V-PRS  

 「彼は本を読んである。」 
 

例文（12）（14）において、日本語のシテイル形とモンゴル語の -ju bayi- は動きの継続

を表している。例文（13）（15）において、日本語のシテアルとモンゴル語の -Gad bayi- は

動作・行為が行われた結果状態が持続していることを表している。非限界動詞の場合は、

シテイル形には、-ju bayi- が対応し、動きの継続を表しているが、シテアル形には -Gad 

bayi-が対応し、結果の状態を表すと言える。 

現代日本語の「ある」と「いる」は補助動詞として用いられるが、主に「てある」は受

動的動作の結果としての状態、「ている」は能動的動作の進行形もしくは完了形などに使い

分けられる。補助動詞と呼ばれる「ある」に対して「いる」は、今もって＜動詞＞として

の性格を失っていない。日本語の｢～ている/てある｣及び、モンゴル語の動的継続相である

-ju bayi-23、静的継続相である -Gad bayi- は文法化してアスペクトの形式を成している。 

                                                   
23 また、-ju bayi-を用いるには、次にように、動作の進行状態が観察された場面を具体的に設

定することが必要であることが次に例文からわかる。 

状況：さっき銀行で何をやっていたの？と聞かれて 

(1) a. お金をおろしていたの。 

    b. Bank-du  joGos   GarGa-ju    bayi-Gsan. 

       銀行で   お金   下ろす-CV  EX.V-PST  

 「銀行でお金をおろしていたの。」 

日本語の「～しているところだ」と同様に、場面説明的な意味が明確である場合や具体的な



                                              
                               

82 
 

モンゴル語の bayi-は、-ju bayi-、-Gad bayi- という形式で補助動詞として使用されてい

る他、コピュラ動詞、形式動詞としても使用されている。次の節において、コピュラ動詞

について下位分類を行いつつ、詳細に述べる。 
 
6.4. コピュラ動詞 
小沢（1997）や清格尔泰（1991）の文法書に指摘があるように、モンゴル語では、存在

動詞がコピュラ動詞として文法化している。しかし、コピュラ動詞の用法について、詳細

に分類して述べられていないため、本節では、名詞・形容詞のテンス、一時性の明示、丁

寧表現に下位分類して記述していく。 

 
6.4.1. 名詞・形容詞のテンス 
 
6.4.1.1. 名詞述語文 

モンゴル語  bayi-  は本来「ある／いる」という語彙的な意味を持った動詞であるが、

断定助動詞として文法化した用法について概観する。bayi-は、コピュラ文の繋辞の「だ」

「である」として用いられる（亀井孝・河野六郎他 1998）ことがあり、断定助動詞とし

ての役割を果たす。橋本 （2004）によると、モンゴル語では、日本語の「です・だ」に対

応するものとして、 bayi- を含めて、それ以外にも次のように他の表し方も多く存在する。 

  
(16) a.  [NP+ Ø ]：無標の形式で、一般・特性帰属や同定などの叙述を表す 

  b.  [NP+mön]： 持続的状態でのトピック特定化提示とそれについての卓立断定的 
     コメント表示。 

c. [NP+yum]： 持続的状態でのトピック特定化提示とそれについての断定的コメ 
ント表示。 

d. [NP+ bayi- ]： 発話時と直結した一時的状態でのトピック特定化提示とそれにつ 
いての断定的コメント表示。 

 
(17)  a.  Ene  kümü  jokiyalci. 

         この   人    芸術家   Ø 

       「この人は芸術家です。」 
    b.  Minü  abu   ketürkei  cangGa  kümün  mön. 
         私の  父親     極めて   厳格な   人      CP 

      「私の父親は極めて厳格な人です。」 

                                                                                                                                                     
場面設定があれば、モンゴル語では-ju bayi-で表現される。 
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    c.  Tere  kümün  jokiyalci  yum. 

       その  人      作家       CP 

「その人は作家です。」 
    d.  Ene   bol    joocid-un  baGudal  bayi-na. 

        これは   TOP   客-GEN    旅館   CP.V –PRS 

      「これはホテルです。」 

                          （橋本 2004: 92） 
 
また、コピュラ動詞の bayi- は名詞のテンスについて用いられる。次の例文（18a）では

現在の事態である非過去形、（18b）では過去形の時制を表している。（19）は過去否定の

事態を表している。 
 
(18)  a. Bi   Batu   bayi-na.     

私は  PN    CP.V -PRS 

     「私はバトです。 
    b. Mayi,  toli   ene    bayi-na .  

       どうぞ  辞書  これ    CP.V-PRS 

     「どうぞ、辞書はこれです。」 
 
(19)  a. Dorji  baGsi   bayi-Gsan.          

        PN   教師     CP.V- PST 

      「ドルジは教師でした。」 
b. Abu  emci  bisi  bayi-la 

  父   医師    NEG CP.V-PST 

      「父は医師ではありませんでした。 」 
 
このように、名詞述語文の時制を表す場合に、コピュラ動詞 bayi- が使用され、非過去

形と過去形を表現している。ただし、次の例文の翻訳作品からわかるように、日本語では、

「である」という非過去形で表現されているが、モンゴル語では、bayi-la という過去形で

表現される場合がある。 

 
（20）a. 特に内供を怒らせたのは、悪戯な使用人中童子 である 。 

  b. IlanGuya qambu-yi  aGurla-Gulu-Gsan  ni,  önüki  aliya  jaruca  bandi  bayi-la. 
        特に     内供-ACC  怒る-CAUS-PST   3RD その   悪戯  使用人 中童子 CP.V-PST   

       「特に内供を怒らせたのは、悪戯な使用人中童子であった」 
                       （芥川龍之介1916／B.bold 2009） 
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（21）a. 社長になりすまして応答するのはいい気持ちだ。 

      b. jakirul  bolu-ju    qariGul-qu  ni   yeke   tabtai   bayi-la. 

    社長    なる-CV   応答する-VN 3RD とても  いい気持ち CP.V-PST 

   「社長になりすまして応答するのはいい気持ちだった」 
                         （星新一 1968／B.bold 2009） 

 
 日本語では、非過去形の「である」「だ」を使用されているのに対して、モンゴル語で

は過去形の bayi-la が使用されている。それは、非過去形 bayi-na を使用すると、＜一時性

の明示＞に関わっているためだと考えられる。これについて、6.4.3 節で詳しく述べること

にする。 
bayi- は実質的な意味が薄れ、独立した内容語の性格を失い、機能語の「だ」「である」

という判断を表す助動詞に文法化している。ここで言っている断定助動詞とは、機能語の

一種であり、単独ではなく、他の語に付属して用いられるものである。 
存在動詞は一般には状態動詞と考えられるが、多くの言語で、コピュラとしても用いら

れる。日本語でも、コピュラとして「である」「だ」、古語の「なり・たり」と、独立の形

式を用いるが、これらはいずれも存在動詞から複合・融合するこによって、できたもので

ある。日本語の存在・コピュラ両用法の間に明確な境界が感じられるが、モンゴル語 bayi- 
の場合、依然として同じ形のままで、存在・コピュラ両用法に用いられている。bayi- は
日本語の「あり」と同じく、そのままでも、実質的な意味が残っていない断定助動詞とし

ても用いられている。「ある」はそのままでは助動詞の意味はないが、「である」の形で断

定助動詞の用法で用いられている。 
 
6.4.1.2. 形容詞述語文 

モンゴル語の品詞のうち、形容詞は日本語の副詞と同じく、とくに語尾をとって形の変

化を行なうことなく、辞書に載っている語幹のままで使う。従って、形容詞の時制を示す

ためには、コピュラ動詞の bayi- を後接して変化させる。モンゴル語では、現在と未来が

同じ終止形で表される。ここではそれらのテンスをまとめて非過去と呼ぶ。 

 
非過去形（現在・未来） 

（22）Ene  jl   casu  yeke  oro-ju,     küiten  bayi-na. 

  今   年  雪   よく   降る-CV 寒い   CP.V- PRS 

  「今年は雪がたくさん降って、とても寒いです。」 
                                        

過去形 
(23) Nidunun  jil  yeke   küiten  bayi-Gsan. 
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  去    年 とても  寒い  CP.V-PST 

  「去年はとても寒かった。」 
 

(24)  a. 長い鼻は本当に便利ではなかった。 

b. unjiger qamar  ünen  degen  tung  dögüm  ügei  bayi-jai. 
 長い     鼻   本    当に    とても  容易     NEG   CP.V-PST 

     「長い鼻は本当に容易ではなかった。」 
                       （芥川龍之介 1916／B.bold 2009） 

 

モンゴル語の名詞と形容詞のテンスはどちらもコピュラ動詞で表されている。一定の条

件のもとでは形容詞は名詞として使うことができ、名詞的な性質を持っている（岡田・向

井 2006)。  
 
(25)  a. Nara  bol  ulaGan-iyar   budaG  uu? 

        太陽  は  赤い-INS     塗る   Q 

      「太陽は赤で塗るか？」 
 b. Tere   ulaGan-yi   abu-ya. 

あの  赤い-ACC  買う-VOL 

     「あの赤のを買おう。」 
 
(26)  a. Manai-du   nige  jalaGu  ire-gsen. 

うち-DAT   １人  若い    来る-PST 

「うちに１人の若者（若い）が来た。」 
(27)  a. qalaGun  küiten 温度（暑い／熱い＋寒い／冷たい）  

    b. sayin maGu よしあし（よい＋悪い） 
 
形容詞が名詞として使用される特徴として、対格・造格などの名詞に付く格が形容詞に

も付くことできることや、形容詞のままで名詞的使用される場合があることなどが挙げら

れる。日本語の形容詞の中には形容詞と形容動詞がある。日本語における形容詞は、活用

のある独立した品詞で、物やことがらの性質・状態などを表し、終止形や連体形が「い」

で終わる。そして、漢語（元気、便利など）や外来語（モダン、ホットなど）などを起源

にするものは形容動詞となり、「だ」による終止形、「な」による連体形をもつ（日本語

記述文法研究会 2007）。 
日本語の形容詞は「～かった」、 形容動詞なら「だった」の過去形でテンスを表してい

る。現代日本語の形容詞は「～かった」の過去形でテンスを表し、自ら活用を持っている

が、この活用は古典の日本語で動詞の「あり」が加えてできたのである（小田2009）。補助
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活用の生成は、助動詞への接続がその主たる動因であったと言われている。佐藤（1977）

による『国語学研究辞典』の形容詞の項にも、「補助活用は、形容詞が本来助動詞と直接結

びつき得ぬこと、命令形を持たないこと、この二点について、動詞・形容動詞とはことな

る欠陥を有するため、それを補うために、ラ行変格動詞「あり」が加わって生じたもので

ある」とあると述べている。 

モンゴル語の形容詞は名詞と同じく語形変化をせず語幹の形で用いられ、名詞と近い性

質を持つ。形容詞のテンスも名詞と同様にコピュラ動詞の bayi- で表されている。日本語

の形容詞は「～かった」、形容動詞なら「だった」の過去形でテンスを表しているのに対

して、モンゴル語の形容詞は bayi- でテンスを表している。また、モンゴル語の形容詞は

日本語の形容詞のように形容詞と形容動詞には区別されていない上に、日本語の形容詞の

ように自らの活用もない。 

中世日本語のカリ活用もモンゴル語の形容詞のテンスを表す方法と近い方法で、どちら

も存在動詞が関わっている。山田（1922）でも、「かり」の「あり」の部分に注目して＜

形容存在詞＞だと述べているように、形容詞の過去形「～かった」は「あり」から来てい

る。形容動詞の「だった」は名詞と同じ「である」の「ある」が融合してできた「だ」に

よって表している。従って、形容詞・形容動詞のテンスは「ある」から融合・発展してで

きた助動詞で表していることを考えれば、モンゴル語の形容詞のテンスの表し方と共通し

ている。 
 

6.4.3. 一時性の明示 
bayi- は、名詞・形容詞述語に接続した場合、＜一時性＞を明示する形式になる場合が

ある。また、「うれしい」「かなしい」というような感情・感覚の＜一時的な内的状態＞を

表す。 
 

6.4.3.1. ＜一時性＞の明示 

 まず、bayi-の名詞・形容詞述語に接続した場合、＜一時性＞を明示することについて見

ていく。このように bayi- が用いられる場合、「語られている事実が今判明したような含

み」が生じる（橋本 2004）。言い換えると、発話時に直結した状態の記述である＜一時的

状態＞となる。 

 
(28)  Önüdür    qamuG-un  küiten  edür  bayi-na.  

   今日    最も    寒い   日   CP.V -PRS 

  「今日は一番寒い日です。」 
(29)  Ene ger dulaGan bayi-na. 

 この 家 温い CP.V -PRS  

 「この家は温いです。」 
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例文（28）（29）では、「今日」「この家」についての現在の状況からの「寒い」「温かい」

という今判明した一時性の判断を明示している。一次的存在、または一時性の明示する場

合は bayi- と所有接尾辞の -tai を比較すると次のようになる。 

 

(30)  a.  UruGul  degere  cini   budaGa  bayi-na. 

         唇    上    2ND   ご飯    EX.V-PRS 

       「唇にご飯の粒がある。」 
b. ?UruGul  degere  cini  budaGa  tai. 

  唇    上    2ND  ご飯  POSS 

   「唇にご飯の粒を持っている。」 
 
(31)  a.  UruGul  degere  cini  mengge  tai. 

         唇      上    2ND  痣     POSS 

   「唇に痣がある。」 
b. * UruGul  degere  cini   mengge  bayi-na. 

        唇    上  2ND  痣      EX.V-PRS 

  「唇に痣がある。」 
 
例文（30a）ように、一時的な場合、存在動詞の bayi-が用いられるが、（31a）のように、

「痣」などの恒常的な場合は -tai が用いられる。次に、-mar/yum sig 等の形動詞やモダリ

ティ語尾の後に、bayi-が接続する場合についてみる。  

 
(32)   Kerem-ni  una-mar    bayi-na 

 壁-3RD   倒れる-PRTC  CP.V-PRS 

「壁が倒れそうである。」 

(33)   MarGasi  boruGan  oro-qu  yum sig   bayi-na. 

   明日   雨      降る-VN    MP   CP.V-PRS 

    「明日は雨が降るようです。」 
 
 モンゴル語の-mar は希望又は物事・動作・作用の可能性及び行為・状態の程度を表す形

動詞であり、動詞 bayi-が接続することで、動作・行為の可能性があるという一時的の状態

を表している。例文（32）は壁が今にも倒れてくるような状態になっている一時的状態を

述べており、例文（33）は今の様子を観察し、明日雨降る可能性があることを今判明して

いる場合である。この場合も動詞 bayi-は文法化し、＜一時性＞を明示する役割を果たして

いると考えられる。 
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6.4.3.2. 一時的な内的状態の描写 
人間の「おいしい」「嬉しい」というような感情・感覚の＜一時状態＞を表す場合も bayi-

で表す。 

 
(34)  Ene  yake  amtatai  bayi-na. 

  これ とても 美味しい  CP.V -PRS 

  「これはとても美味しいです。」 
(35)  Önüdür  bi  yeke   bayartai  bayi-na. 

   今日  私 とても  嬉しい  CP.V -PRS  

「今日私はとても嬉しいです。」 
 

 例文（34）では、実際に話し手が食べながら、「おいしい」という内的状態を述べている。

また、例文（35）では、今日は「嬉しい」という話し手が今の一時的な内的状態を描写し

ている。bayi-na は一時性を表す役割で使用されているため省略することができない。省略

すると恒常的な意味を表すようになるため不自然になる。このように、話し手の「美味し

く感じている」「嬉しく感じている」という一時的な内的状態を bayi-で表現することがで

きる。次の翻訳作品からも確認できる。 
 

(36)  a. 気軽い口調で、「弟子の手数をかけるのが、心苦しい」というように言った 

 b. jögelen  todonosoG  daGu-bar  Sabi-ban  jobaGa-qu      ni  

    気軽い  口調    声-INS      弟子-VN  手数かける-VN 3RD 

      sedkil  töb   ügei  bayi-na   gejü  mendücilen  yarayara-jai. 

   心     穏やか NEG CP.V-PRS   と   挨拶       言う-PST 

  「気軽い口調で、「弟子の手数をかけるのが、心苦しいというように言った。」 
                    （芥川龍之介 1916／B.bold 2009） 
 

一人称の場合は日本語では、「心苦しい」というような表現を使用しているのに対して、

モンゴル語では、「sedkil töb ügei bayi-na」というように、bayi-na が使用されていることが

わかる。 

 

6.4.4. 丁寧表現 
モンゴル語の名詞と形容詞の時制と一時性の明示において、コピュラ動詞 bayi- が用い

られることは先に述べた。このコピュラ動詞用法に丁寧語としての用法もあるのではない

かと考えられる。特に、話し言葉で丁寧表現として現れやすい。次に、日常会話によく使
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われる挨拶場面や人を紹介する場面に関する表現をみる。これは、モンゴル語の挨拶の定

番的な表現である。 

 
(37)  a. Sayin  uu. 

       元気   Q 

    「元気か。」 
b. Sayin  bayi-na  uu. 

  元気 CP.V-PRS  Q 

    「元気ですか。」 

 

 Sayin uu という形で、bayi-na を省略して使用される場合もよく耳にする。それは、仲の

良い友人やか家族に使用され、初対面や目上の人には Sayin bayi-na uu という形で使用さ

れるのは普通である。次に、日常会話によく使用され人を紹介する場面についてみる。 
 
(38)   a. Ene  bol  Dorji.  

    これ は   PN 

    「これはドルジ。」 
 b.  Ene  bol  Dorji  bayi-na.   

     これ は   PN      CP.V-PRS 

   「これはドルジです。」 
 
(39)  a. Tere  bol  tung   bayan   mörtegen  nigen   ompani-yin  daruGa. 

        彼  は   とても  裕福   上に      一つ    会社-GEN     社長 

     「彼は裕福の上に会社の社長。」 
 b. Tere  bol  tung  bayan  mörtegen  nigen  kompani-yin  daruGa  bayi-na. 

       彼   は  とても 裕福   上に   一つ   会社-GEN     社長    CP.V -PRS 

     「彼は裕福の上に会社の社長です。」 
 

 モンゴル語では、話し言葉では、丁寧さを添える必要のない状況では、（38a）（39a）

のように 、ゼロマーキングで表現され、 bayi-na を省略することができる。ゼロマーキン

グは、無標の形式で、一般・特性帰属や同定などの叙述を表す。それに（38b）（39b）の

ように bayi-na が使用されると丁寧なニュアンスが含まれる。 

日本語では「私は元気です」は丁寧な言い方であるが、普通の言い方にすると「私は元

気だ」となり、「だ」を省略することができない。また、差し迫った出来事においても日

本語の「だ」は用いられるのに対し、モンゴル語のbayi-naは用いられない。以上のように、

日常会話では、bayi-na は丁寧語が必要とされている場合に見られる。この丁寧な表現は、
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日常会話に多く見られるものの、どの文にも用いられるわけではないことから、文法化し

つつある表現であると考えられる。コピュラ動詞の現在形 bayi-na は、話し言葉や丁寧語

で話す必要がない場合は用いられないことが一般的になった理由で、用いられると丁寧語

の意味合いを持つようになったのではないかと考えられる。 

名詞・形容詞の状態性述語の後ろに後続される非過去形 bayi-na は、構文外の情報によ

り、＜丁寧表現＞か＜一時性の明示＞で使用される。＜丁寧表現＞は bayi-na を省略して

も意味が変わらないのに対して、＜一時性の明示＞の場合は bayi-na を省略すると恒常的

な意味になるなど意味が変わってしまう。 

 

6.5. 形式動詞 
 小沢（1997）や清格尔泰（1991）の文法書によれば、 現代モンゴル語の bayi- は典型

的な存在動詞、コピュラ動詞の用法がある。しかし、コピュラ動詞から、さらに文法機能

を補助するため、接尾辞と複合して、推量助動詞、接続詞の用法にまで形式動詞として文

法化が進んでいると考えられる。 

三浦（1998）は、日本語の「ある」は「独立的に使われた場合の実質的な意味を失って、

動詞の姿と語形変化の文法的な意味を表すようになっている」と解釈して＜形式動詞＞と

呼んでいる。形式動詞の用法は補助動詞と違って、本来の意味が失っている。形式動詞「あ

る」の例をまとめると以下のようである。 

 
①形容詞・形容動詞の連用形に付いて、そういう性質をもっている、そういう状態である

ことを言い定める意を表す。「ある」の元々の意味をまったく失って、単に動詞であり、そ

の活用を持っているだけになっている。 
（40）a. 常に美しくありたいと願う。 

  b. 悲しくはあるが、じっと耐えよう 
 

② 「美しい」と単純に言うのに対して、「美しいことは確かだが、しかし～」というよう

に限定を加え、対照的な事柄を述べるのに「美しくはある（が）」というように、補助動

詞の「ある」を使う。 
（41）a. 美しいが、品がない。 

      b. 美しくはあるが、品がない。 
 
③ また、命令形の形容詞述語文にも「ある」の形式動詞を使う。 
（42）a. 美しくあれ 

      b. 華やかであれ 
 
本論文では、形式動詞とはただの形式として他の複合形式や副動詞と複合、融合して、
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文法役割を果たす場合を指す。典型的な存在動詞の内容語が、形式的に接尾辞と複合して、

文法機能を補助するために推量助動詞、接続詞にまで使用されている bayi- を形式動詞と

して考える。本節では、形式動詞として文法化している表現を考察する。 
 
6.5.1. 「bayi＋複合形式」のモダリティ表現 
 「bayi＋複合形式」のモダリティ表現において、（Čenggeltei: 1991）で述べられている

「bayi-qa」「bayi-lgüi 」「bayi-ju  mede-ne」を紹介しつつ、先行研究に述べられていない

「bayi-qu ügei yuu」「bayi-ju  bolu-na」用法も提示し、マクロな観点からまとめる。 
ある形式が語彙形式から文法形式に文法化するとき、それは、名詞か動詞といった主要

な文法的範疇に認められるような形態論的・統語論的特徴を失う傾向がある。それは、文

法化の一つの現象であり、「重い」単位から「軽い」単位への変化である。存在動詞 bayi- 

も接尾辞と一体化して、動詞からモダリティ表現というように品詞の脱範疇化をしている

と考えられる。モダリティ表現には、様々な表現形式がある。本節では、モンゴル語のモ

ダリティ表現において bayi- がなければ表現できないものだけを扱う。以下では実例を挙

げながら、モンゴル語 bayi- のモダリティ表現に関する用法をまとめる。 

 

6.5.1.1.  bayi-qa  「 ～だろう」 
 bayi-qaは日本語の「～だろう」に相当する意味で用いられ、推量の意味を表す（亀井孝・

河野六郎他 1998）。  

 
(43)  MarGasi  sayin  edür  bol-qu   bayi-qa. 

明日   いい  日  なる-VN  CP.V-MP 

「明日いい日になるでしょう。」    
(44)  MarGasi  boruGan  oro-qu   ügei   bayi-qa. 

 明日    雨     降る-VN  NEG CP.V-MP   

 「明日は雨が降らないでしょう。」 
                           

bayi-qa の前の述語は、過去形や否定形であることも可能である（Čenggeltei: 1991）。た

だし、過去形の場合、話し手の判断はあくまでも発話の時点ということになる。 
 

6.5.1.2.  bayi-lgüi「～であろう」 
 bayi-は bayi-lgüi のような形式で、「に違いない」に相当する意味で、推量表現として用

いられている。bayi-lgüi は bayi-qa よりも、肯定的な推量を表す（Čenggeltei: 1991）。 

 
(45)  Tere   kümün  ene  üyedü  lab  yabu-ciqa-Gsan  bayi-l-ügei.    

その   人     この 時    もう 帰る-PST       CP.V-EP-MP 
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「その人は、この時もう帰ったに違いない。」 
(46)  Temür-iyer  ki-gsen  yum  cini    kündü  bayi-l-Ugei. 

      鉄-INS    作る-PST もの 2PRC  重い    CP.V-MP 

    「鉄で作ったから重いに違いない。」   
 

 日本語の「に違いない」にも同様に否定表現の形式で肯定の推量を表している。「に違い

ない」は、確信の度合いが「だろう」や「かもしれない」より強い。次の翻訳作品から bayi-lgüi  

は日本語「だろう」にも訳されることがが分かる。 
  
(47)  a. あの鼻だから出家したのだろうと人々に批判される。 

 b. Eyimü qamar-tai dgan  quwaraG  bolu-Gsan  bayi-l-Ugei gejü kümü-s  kelelce-ne. 

       あの  鼻-POSS  CV   僧侶      なる-PST   CP.V-MP と   人-PL   話す -PRS  

     「あの鼻だから出家したのだろうと人々に批判される。」 
                      （芥川龍之介 1916／B.bold 2009） 
 

bayi-l-güi と「だろう」は、話し手の思案、推量を自分に確かめるような独白的な使い方

（寺村 1984: 235-236）をするところは共通している。 

                      
6.5.1.3.  bayi-ju mede-ne「～かもしれない」 
 bayi- は bayi-ju mede-ne のよう、「知る」が付加する形式で、「かもしれない」に相当

する意味で、推量表現として用いられている。bayi-qa と bayi-lgüi と比べ、自信のない推

量を表す（Čenggeltei: 1991）。 
 
(48)  Tere   kümün  ene  üyedü  lab  yabu-ciqa-Gsan  bayi-ju  mede-ne. 

      その  人    この 時    もう  帰る- PST    CP.V-CV  知る-PRS  

    「その人はこの時もう帰った かもしれない 。」   
(49)  Tere   qaraGda-ju  bayi-qu  cini    buGu  bayi-ju   mede-ne. 

    あの    見える-CV EX.V-VN     2PRC  鹿      CP.V-CV  知る-PRS 

    「あの見えているのは、鹿かもしれない。」 
 
6.2.1.4.  bayi-ju bolu-na 「ありうる」 

bayi-ju  bolu-na「起こる可能性がある」という推測表現も存在する。 
 
(50)  見たところは上品そうな女性だが、たちの悪い男性が後ろについていないとも        

限らない。深入りしたところを見計らって、男が現れ、恐喝をするという筋書きだ

ってありうる。 
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(51)  Nidün-dü  dulaGan  keühen  cU, aru daGan cinar maGutai ere-cUd  daGaGul-ju 

目-DET   暖かい  女性   でも 後ろ に たち    悪い   男-PL    つく-CV 

 bayiGa cu uu  kelekü-dü  berke.  Oyiradu-ju  naGaldaqu-yi-ni      tokiyalduGul-ju,  

あるでも か   言う-DET  難しい  近づく-CV   仲良くする-ACC-3RD  見計る-CV 

gened  Gar-cu  ire-ged,  ayulGan sürtegülkü  yabudal  cu  baya-ju  bolu-na.    

 突然   現れ-CV 来る-CV  恐喝    する         こと  でも  EX.V-CV なる-PRS 

「見たところは上品そうな女性だが、たちの悪い男性が後ろについていないとも限ら

ない。深入りしたところを見計らって、男が現れ、恐喝をするという筋書きだって

ありうる 。」 
                         （星新一 1968／B.bold 2009） 
 

bayi-は bayi-ju mede-ne のように、「知る」が付加する形式で、「かもしれない」に相

当する意味で、推量表現として用いられている。また、bayi-ju bolu-na という形式で起こる

可能性があるという意味の「ありうる」という推測表現として使用されている。 
 
6.5.1.5.  bayi-qu ügei yüü  「～のですよ」 
文が表す内容を聞き手に対して説明しようという話し手の意図を表すのが事情説明の表

現となる。日本語では、多くの場合「～のですよ」に相当する。事情説明の表現は、bayi-qu 

ügei yüü の形式によって表される。説明モダリティである。説明モダリティとは、典型的

には先行する文が、聞き手にわかりやすくなるように、＜事象＞＜帰結＞などを後の文で

示すものである（宮崎他 2002）。 

 
(52)  Tegeged  surGaGuli-du  utasu  nebtere-gsen  bayi-qu  ügei  yüü. Tegegsen cini 

… 

そして  学校-DET    電話  する-PST    CP.V -VN  NEG  よ    そうしたら… 

「そして学校に電話したんですよ。そうしたら…」 
 
例文（52）の bayi-qu ügei yüü は、ややくだけたスタイルで用いられる。この形式はふだ

んの会話ではきわめてよく用いられる表現で、使いこなすことによって生き生きとした発

話になる。岡田・向井 （2006）によると、存在動詞の否定質問文「ないですか」の意味で

も bayi-qu ügei yüü は用いられるが、ここでは元の存在動詞否定質問文の意味はまったくな

い。文末形式 bayi-qu ügei yüü は、字句どおりの否定質問文のときとは異なり、語幹 bayi-

ではなく、-ügei の部分にピッチが移動している。これらの表現のあとにはさらに何らかの

説明が続くのが普通である。 
本節では、bayi-がなければ表現できないモダリティ表現についてみてきた。モダリティ

表現において、bayi-が複合形式と一体化して「bayi-lgüi」「bayi-qa」「bayi-ju mede-ne」「bayi-qu 
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ügei yüü」のような形式で、「に違いない」「だろう・でしょう」「かもしれない」「～ん

ですよ」に相当する意味で用いられている。また、bayi-ju bolu-na「起こる可能性がある（あ

りうる）」という推測表現も見られる。 

存在動詞が他語と複合して文法化したモダリティ表現は、日本語の場合中世日本語では

「なり」「めり」現代日本語では「だろう」「でしょう」となっている。「だろう」の「だ」

は既にこの形では、「ある」という語の面影は残っていない。しかし、モンゴル語では存在

動詞 bayi- の形式のままで他語と複合して、モダリティ表現に用いられている。 

次に、bayi-が接尾辞 -Gad/-tala/-bacu と一体化し、形式動詞として逆接に使用されている

現象についてみていく。 

 
6.5.2. 「bayi＋副動詞」の逆接的用法 

bay-は存在動詞であり、-Gad/-tal/- bacu は副動詞語尾となる。モンゴル語の bayi-が接尾

辞 -Gad/-tala/-bacu と一体化し、動詞から品詞の脱範疇化し、逆接として使用されていると

考えられる。日本語の場合は、存在動詞から発展してできた接続詞「あるいは」を挙げる

ことができる。その構造は、「ある」はラ変動詞「あり」の連体形、「い」は副助詞、「は」

は係助詞、である。昔は「あるは」の形でも用いていたが、「あるいは」の方が新しい形で

ある。鎌倉時代以降に一般化して、現代語でも用いられている（山口 2001）。モンゴル語

でも、次の例文で bayi-Gad/bayi-tala/bayi-bacu が同様な逆接の「のに」の意味で用いられて

いることが確認できる。 

 
(53)  Tere   mongGol  kümün  bayi-Gad  mori  una-ju   cida-qu    ügei  yum. 

     彼      モンゴル  人     CP.V-CV 馬   乗る-CV  できる-VN  NEG です 

   「彼はモンゴル人なのに馬に乗れないのです。」  
(54)  Tere   mongGol  kümün  bayi-tala  mori  una-ju   cida-qu   ügei  yum. 

      彼   モンゴル  人      CP.V-CV  馬   乗る-CV  できる-VN NEG です 

    「彼はモンゴル人なのにに馬に乗れないのです。」  
(55)  Tere   mongGol  kümün  bayi-bacu  mori  una-ju   cida-qu   Ugei  yum. 

      彼    モンゴル  人      CP.V-CV  馬   乗る-CV  できる-VN NEG です 

    「彼はモンゴル人なのに馬に乗れないのです。」  
 
例文の（53）では bayi-Gad、（54）では bayi-tala、（55）bayi-bacu という異なった形式を

使用されているのに関わらず、同じ「なのに」という逆接の意味で用いられていることが

わかる。モンゴル語でその形式の相違を詳細に説明している研究はいまだ見られない。従

って、本節では、その相違を形態・統語論の観点から明らかにする。 
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6.5.2.1.「 bayi-＋副動詞」の逆接的用法 
副動詞の -Gad/-tala/-bacu はコピュラ動詞の bayi- に後続し、ただの副動詞の意味を表

現しているだろうか。次に、bayi-Gad/bayi-tala/bayi-bacu の副動詞の意味と、逆接の意味を

それぞれ提示しながら、考察していく。 

 
6.5.2.1.1.  bayi-Gad について 

存在動詞 bayi- に -Gad という分離副動詞語尾が接続しているにもかかわらず、文脈に

よって bayi-Gad は「のに／くせに」という逆接を表す逆接の役割を果たしている場合があ

る。次にその二つの意味についてみる。 

-Gad は分離副動詞語尾で、本動詞の存在動詞 bayi- に、-Gad 分離副動詞語尾として

使用されている。日本語の「～してから」「～していて」の意味と近い -Gad の分離副動

詞語尾の用法を以下の例で確認できる。 

 
(56)  Tere  kümün  ende   ire-ged   saGu-ju    saGu-Gad   yabu-Gsan. 

その   人   ここ    来る-CV   座る-CV   座る-CV   帰る-PST 

「その人はここにきて、しばらく座って帰った。」 
(57)  jUcUge    üje-jü  bayi-Gad    haha  getele   iniye-gsen. 

ドラマ  見る-CV  EX.V-CV    ハハ  と     笑う-PST 

「ドラマを見ていてハハと笑った。」 
                                              

-Gad の分離副動詞語尾は「来る」「見ている」に後続し、「来て」「見ていて」というよ

うに、「～してから」「～していて」のような意味で使用されている。ただし、次の（58）

（59）の場合、bayi- と -Gad が一体化し、「～してから」「～していて」と違う逆接の意

味で使用されている。 

 
(58)  SuruGci   bayi-Gad  yaGakiGad  sayiaan surulca-qu   ügei   yum bui? 

学生     CP.V-CV  どうして  よい   勉強する-VN   NEG  の  Q 

「学生なのにどうしてよく勉強しないのか。」  
(59)  Čima-du    yamar  qamiya-tai  yum,   yaGu  cu  medekü ügei  bayi-Gad . 

あなた-DAT 何       関係-POSS CNF  何   も  知る    NEG CP.V-CV  

「よけいなお世話よ。なにも知らないくせに。」 
 

 bayi-Gad は、存在動詞bayi-と分離副動詞語尾 -Gad の意味で用いられていないことが

わかる。存在動詞 bayi- に -Gad という分離副動詞語尾が接続しているにもかかわらず、

文脈によって bayi-Gad は「のに」という逆接を表す接続詞の役割を果たしている。bayi-Gad

は、存在動詞bayi- に分離副動詞語尾 -Gadが後続すると、二つの意味がある。次の翻訳作
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品から、その二つの意味で用いられていることが確認できる。 

 

(60)  a. また、適当な時期をみて私が、少し離れた場所で「わあ、大変だ」と叫び出す。 

 b. Bi jokimjitai  jabsiyan-yi  qara-ju  bayi-Gad,  jiGaqan  jai-tai    Gajar-aca 

 私   適当     時期-ACC   みる-CV  EX.V-CV   少し    距離-POSS 場所-ABL 

 a bara-Gsan a」    gejü  orila-Gad  güyü-deg. 

      「わあ、しまう-PST」 と    叫ぶ-CV   走る-習慣 

 「また、適当な時期をみて私が、少し離れた場所で、「わあ、大変だ」と叫び出す。」 
                         （星新一 1968／B.bold 2009） 

 
(61)  a.「あら、私よ。とぼけちゃいやだわ。おわかりにのくせに」 

 b. Küi,  bi  side,  bitegei   obla-Gad bayi,  tani-ju  bayi-Gad  basa.  

 あら  私  よ    そんなに   装う-CV  で   知る-CV  EX.V-CV  も 

     「あら、私よ。とぼけちゃいやだわ。おわかりにのくせに。」 
                                        （星新一 1968／B.bold 2009） 
 

「bayi-Gad」の形は変えていないが、例文（60）と例文（61）で用いられている意味が異

なることが分かる。例文（60）では bayi- は存在動詞に -Gad 分離副動詞語尾の意味で、

日本語の対訳からも分かるように、「～していて」の意味で用いられている。これに対し

て、例文（61）では、bayi-Gad という形式で一体化し、日本語の対訳からも分かるように、

「くせに／のに」という逆接の意味で用いられる。 
 

6.5.2.1.2.  bayi-tala について 
 bayi-tal は、存在動詞 bayi- 限界副動詞語尾 -tala の意味で構成される（清格尔泰 1991）

存在動詞 bayi- に -tala という限界副動詞語尾が接続し、文脈によって bayi-tala は「のに」

という逆接の意味を表す場合が見られる。例文（62）では、bayi- tala の -tala は限界の副

動詞語尾で、本動詞の存在動詞 bayi- に後続して用いられている。日本語の「～するまで

～」「～したとたんに～」の意味と近い。 

 
(62) a. Čima-yi   buca-ju    ire-tele,   bi  küliye-jü  bayi-ya.   

  あなた-ACC  帰る-CV 来る-CV   私  待つ-CV    EX.V-意志形 

     「あなたが帰ってくるまで、私は待っていよう。」 
     b. Bi  nom-un  sang-du  surulca-ju  bayi-tala  gened  yeke  daGu  sonosda-ba. 

私   図書-GEN  館DAT   勉強-CV  EX.V-CV  急に   大きい 声    聞こえる-PAS 

     「私が図書館で勉強していたら、急に大きい声が聞こえた。」 
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しかし、これらが文脈によって、bayi- と -tala が一体化して用いられると、逆接の意味

を表す。例文（63）（64）のように、bayi- と -tala が一体化し、「～するまで」「～した

とたんに」と違う逆接の意味で使用されている。 

 
(63)  Ta-nar    bür  mede-gsen  bayi-tala,  yaGakiGad nada-du  kelekü ügei  bui. 

     あなた-PL 全部 分かる-PST   CP.V-CV  何         私-DAT    言う-NEG  Q 

   「あなたたち全部わかったのに、なぜ私に言わないの。」  
(64)  Tere  yake  sergüleng   bayi-tala silGalta-du  kiri tengce-jü  deyilü-gsen  ügei.  

      彼 とても   頭がいい   CP.V-CV  試験-DAT     合格-CVB   できる-NEPST NEG 

   「彼はとても頭がいいのに、試験に合格できない。」 
 

bayi-tala の含意されている日本語の「～するまで～」「～したとたんに～」と「の

に／くせに」の意味を、次の翻訳作品から、二つの意味で用いられていることが確認

できる。  

 
(65)  a. まるで、それが、永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。 

    すると間もなく凄まじい音をはためかせて、汽車が隧道へ…。 

 b. YaGla  önü   egüride  bütükü  ügei   bolu-Gasi  gejü  jalbari-qu  metü 

       まるで  それ   永遠   成功     NEG   なる-CV   と  祈る-VN     ような 

      küitemsüg  nidü-ber  sirte-jü  bayibu.  Tegejü  bayi-tala,  udal ügei Galtu terge  

冷酷      目-CV    眺める EX.V-PST すると   CP.V-CV   間もなく  汽 車  

      türciginen  duuGaru-GsaGar  tunneru  uruGu… 

    激しく    鳴る-CV      隧道     へ…。 

「まるで、それが、永遠に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。する

と間もなく凄まじい音をはためかせて、汽車が隧道へ…。」 
                                    （芥川龍之介 1919／B.bold 2009） 
 
(66)  a.見知らぬ男なのに…背中を見せて歩み去ってしまったら、自分はひどく孤独を                      

感じるだろうと思った。 

 b. TaG   tani-qu ügei  ere  bayi-tala…  tere mini  kerbe  ergiged  yabu-ciqa-bal 

        全然 知る-NEG    男   CP.V-CV…   彼  1PRC もし  回る-CV  去る-しまう- CON 

  bi  kecinen  cU  Ganiqara-qu  bol  gejü  bodo-la.    

       私 どのぐらい も  寂しがるか        と   思う-PST 

「見知らぬ男なのに…背中を見せて歩み去ってしまったら、自分はひどく孤独を感じ 
るだろうと思った。」 

                               （森瑤子 1986／B.bold 2009） 
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bayi-tal の形は変えていないが、例文（65）と例文（66）で用いられている意味が異なる

ことが分かる。例文（65）では bayi- は存在動詞 に -tal 分離副動詞語尾の意味で用いら

れている、例文（66）では、bayi-tala が一体化し、逆接の意味で用いられる。構文外の情

報によって bayi-tal は「のに」という逆接を表す逆接の役割を果たすと考えられる。 
 

6.5.2.1.3.  bayi-baču について 
bayi-baču は、存在動詞 bayi- と譲歩副動詞語尾 -baču で構成される。日本語の「〜ても、

でも」の意味に当たる。次の例文で -baču は譲歩副動詞語尾の意味を確認できる。 

 

(67)  a.少しやぼだったかなとエヌ氏は思ったが、彼女はそれを気にするそぶりを示さな  

   かった。 

 b. Dengdegüü  büdügülig  bol-bau  gejü  enu Guwai  bodo-bacu, 

     少し        やぼ      なる-MP  と    エヌ  氏    思う-CV  

   keüken  qarin  sanaGan  daGan  abu-Gsan  mayiG ügei  bayi-la. 

     彼女    しかし 気持ち    CV    取る-PST  様子  NEG CP.V-PST 

「少しやぼだったかなとエヌ氏は思ったが、彼女はそれを気にするそぶりを示さなかっ

た。」 
                         （星新一 1968／B.bold 2009） 
 
(68)  a.「いいえ、いいんですよ」と言いながらも、エヌ氏は一応教えた。 

 b. “Ügei  ügei,  kereg ügei”  gejü  bayi-bacu  enu  Guwai kele-ged  ög-cike-be. 

       いいえ いいえ 必要 ない  と    CP.V-CV   エヌ  氏     教える-CV あげる-PST 

   「「いいえ、いいんですよ」と言いながらも、エヌ氏は一応教えた。」 
                         （星新一 1968／B.bold 2009） 

 
 bayi-bacu は、存在動詞 bayi- と譲歩副動詞語尾 -bacu の意味で、「〜しても」「〜しな

がらも」の意味で用いられている。 

 
6.5.2.2. 「 bayi-＋副動詞」の従属節について 
 本節では、bayi-Gad, bayi-tala ,bayi-bacu に構文外の情報である後続する従属節が、平叙文

か疑問文によってどのような現象が見られるかという観点から、 bayi-Gad, 

bayi-tala ,bayi-bacu それぞれの性質・特徴を探る。 

  
6.5.2.2.1. 従属節が平叙文の場合 
 「bayi-Gad / bayi-tala / bayi-baču」に後接する従属節が平叙文を対象とし、逆接としての
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bayi-Gad , bayi-tal , bayi-bacu それぞれの相違を考察する。 
 
(69) Tere sergüleng {bayi-Gad /bayi-tala /bayi-bacu} silGalta-du kiri tengce-jU deyil-gsen ügei.  

彼  賢い   CP.V-CV/CP.V-CV/CP.V-CV    試験-DAT 合 格-CV  できる-PST NEG 

「彼は頭がいいのに、試験に合格できなかった 。」 
  

(70)  Tere  namayi  tani-qu  {bayi-Gad / bayi-tala / bayi-bacu} qamiyr-qu  ügei 

     彼   私を    知る-VN     CP.V-CV /CP.V-CV /CP.V-CV    気にする-VN NEG    

  önggere-ged  Gar-ciqa-la 

  通り過ぎる-   しまう-PST 

   「彼は私を知っているのに、気にせず通り過ぎてしまった。」 
 
  「bayi＋副動詞」の構造の「bayi-Gad / bayi-tala / bayi-baču」に後接する従属節が平叙文で

ある場合は、「bayi-Gad / bayi-tala / bayi-baču」はどちら自然に逆接として用いられることが

できる。 

 
6.5.2.2.2. 従属節が疑問文の場合 
「bayi-Gad / bayi-tala / bayi-baču」に後接する従属節が疑問文を対象とし、逆接としての

bayi-Gad , bayi-tal , bayi-bacu それぞれの相違を考察する。 

 

(71) SuruGci {bayi-Gad /bayi-tala /?bayi-bacu} yaGakiGad  sayiqan surulca-qu ügei yum bui? 
   学生    CP.V-CV/CP.V-CV/CP.V-CV    どうして    よい      勉強       NEG の  Q 

「学生なのにどうしてよく勉強しないのか。」  
(72)  Či    ene   tuqai   mede-kü   {bayi-Gad/ bayi-tala /?bayi-bacu},   

あなた これに ついて  知る      CP.V-CV /CP.V-CV /CP.V-CV 

yaGakiGad   nada-du  kelekü ügei  bui? 

なぜ        私に      言う-NEG     Q 

「あなたのこのことについて知っているのに、なぜ私に言わなかったの？」 
 
「bayi-Gad / bayi-tala / bayi-baču」に後接する従属節が疑問文の場合 bayi-Gad / bayi-tala は

自然であるのに対して、bayi-bacu は不自然であることがわかる。次の例文 (73) のように

平叙文が後続すると、容認度が上がることがわかる。 

 

(73) SuruGci {bayi-Gad /bayi-tala /bayi-bacu}  sayiqan surulca-qu ügei. 
   学生    CP.V-CV/CP.V-CV/CP.V-CV    よく      勉強       NEG 

「学生なのによく勉強しない。」  
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(74)  Ci  ene  tuqai  medekü  {bayi-Gad/ bayi-tala /bayi-bacu}, nada  kele-gsen  ügei. 
     あなた これ について 知る  CP.V-CV /CP.V-CV /CP.V-CV   私に   言う-PST   NEG    

 「あなたのこのことについて知っているのに、私に言わなかった。」  
 

 bayi-Gad , bayi-tal , bayi-bacu に後続されるの従属節の分析により、従属節が平叙文の場

合は逆説として用いられるが、従属節が疑問文の場合は bayi-Gad , bayi-tala に比べ、

bayi-bacu は表現できないというような相違が見られる。 

 
6.6. 存在動詞の文法化した形式・用法のまとめ 
現代語モンゴルにおける存在動詞 bayi-の文法化した形式・用法をまとめると以下のよ

うである。 

 

① 補助動詞としての用法 
② コピュラ動詞としての用法 

・断定助動詞としての用法 
・形容詞のテンスを表す用法 
・一時性の明示 
・丁寧語としての用法 

③ 形式動詞 
・「bayi＋複合形式」のモダリティとしての用法 
・「bayi＋副動詞」の逆接としての用法 

 
補助動詞の用法、コピュラ動詞の用法（名詞・形容詞のテンス・一時性の明示。丁寧表

現）、形式動詞（「bayi＋複合形式」モダリティとしての用法、「bayi＋副動詞」逆接）

としての用法が見られた。では、以下に、一つずつ例文を参照しながら見ていく。 

 
① 補助動詞としての用法 
a. Olan    kümün   yabu-ju    bayi-na. 

たくさん 人       歩く-CV  EX.V-PRS 

「たくさんの人歩いている。」 
 b. Tere  ger-iyen  ceberle-ged  bayi-na.     
    彼  家-REFL  片づける-CV  EX.V-PRS   

   「彼は部屋を片付けてある。」 
 

② コピュラ動詞の用法  
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・断定助動詞としての用法 

a. Dorji   baGsi  bayi-na.            
PN      教師   CP.V-PRS 

「ドルジは教師です。」 
b. Dorji   baGsi  bayi-la.          

PN     教師    CP.V- PST 

「ドルジは教師でした。」 
 
・形容詞のテンスを表す用法 
 

a.  Ene  jil   casu  yeke  oro-ju,   kuiden  bayi-na. 
 今   年  雪   多く   降る-CV   寒い   CP.V- PRS 

「今年は雪がたくさん降って、寒いです。」 
b. Nidunun  jil  yeke   kuiden  bayi-Gsan. 

去    年 とても  寒い  CP.V-PST 

「去年はとても寒かった。」 
 
・一時性の明示 

a. MarGasi  boroGan  oroqu  yum  sig   bayi-na. 
 明日   雨       降る-VN    MP    CP.V-PRS 

   「明日は雨が降るようです。」 
b. Ene  yake   amtatai    bayi-na. 

 これ とても 美味しい CP.V-PRS 
 「これはとても美味しいです。」 
 
・丁寧語としての用法     

a. Minü  ejen  bol  tomo bayan mörtegen nigen kompani-yin daruGa. 

  私の  主人  は   裕  福  上に   一つ 会社-GEN   社長 

  「私の主人は裕福の他、会社の社長。」 
b. Minü  ejen  bol  tomo bayan mörtegen nigen kompani-yin daruGa  bayi-na. 

  私の  主人  は  裕  福  上に    一つ 会社-GEN   社長   CP.V-PRS 
 「私の主人は裕福の他、会社の社長です。」 

 
⑥ 形式動詞 

・モダリティとしての用法 
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a. MarGasi  sayin  edür  bolu-qu    bayi-qa. 

  明日   いい  日   なる-VN   CP.V-MP 

 「明日いい日になるでしょう。」  

b. Eyimü  qamar-tai    daGan quwaraG  bolu-Gsan  bayi-lügei  gejü kümü-s  kelelce-ne.  
 あの    鼻-CV-3RD  から 僧侶   なる-PST    CP.V-MP   と   人-PL     話す-PRS  

「あの鼻だから出家したのだろうと人々に批判される。」  
c. Tere   kümün  ene  üye-dü  lab  yabu-ciqa-Gsan    bayi-ju    mede-ne. 

その   人     この 時    もう   帰る- PST      CP.V-CV  知る-PRS  

「その人はこの時もう帰ったかもしれない。」 
   

・逆接としての用法 
a. Čima-du     yamar qamiya-tai    yum,  yaGuu  cu  madekü ügei  bayi-Gad. 

あなた-DAT     何    関係-POSS   CNF  なに   も 知る-NEG     CP.V-CV  

「よけいなお世話よ。なにも知らないくせに。」 
b. Ta-nar     bür  mede-gsen   bayi-tala,  yaGakiGad nada-du  kelekü ügei  bui. 

あなた-PL 全部 分かる-PST    CP.V-CV  何       私-DAT  言う-NEG   Q 

 「皆全部分かったのに、なぜ私に言わないの。」 
c.Tere  mongGol kümün  bayi-bacu  mori  una-ju    cida-qu   ügei  yum. 

   彼  モンゴル 人      CP.V-CV  馬   乗る-CV  できる-VN  NEG です 

 「彼はモンゴル人のくせに馬に乗れないのです。」 
 
コピュラ動詞としての用法には名詞・形容詞のテンスを表す用法、一時性の明示、丁寧

表現のような用法が見られた。大きな文法範疇である動詞から小さい文法範疇のモダリテ

ィ・逆接というように、機能語へと文法化している現象をとらえ、bayi- の本動詞用法か

ら文法化した形式・用法を次のようにをまとめることができる。 

 

1） 日本語の補助動詞｢～ている/てある｣とモンゴル語の補助動詞「-ju bayi-」は動的継続

相として、「-Gad bayi-」は動的継続相として、文法化してアスペクの形式を成してい

る。 

 

2） bayi-はコピュラ文の繋辞の「だ」「である」として用いられることがあり、断定助動

詞としての役割を果たす。また、名詞・形容詞の時制を示すためには、コピュラ動詞

の bayi-を後接して変化させている。 

 

3） bayi- は、名詞・形容詞述語に接続した場合、＜一時性＞を明示する形式になる場合

がある。また、「うれしい」「かなしい」というような感情・感覚の＜一時的な内的状
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態＞を表す。 

 

4） コピュラ動詞の現在形の bayi-na はテンスや一時性の明示という役割として使われて

いない場合には、「です」という丁寧語として用いられることができる。 

 

5） モダリティ表現において、文法機能を補助するために、bayi-が形式動詞として「bayi

＋複合形式」の構造で、「bayi-lgüi」「bayi-qa」「bayi-ju mede-ne」「bayi-qu-ügei yüü」

「bayi-ju bolu-na」のような形式で、「に違いない」「だろう・でしょう」「かもしれ

ない」「～んですよ」「ありうる」に相当する意味で用いられている。 

 

6） 逆接において、文法機能を補助するために、bayi- が形式動詞として「bayi＋副動詞」

の構造で、bayi-Gad / bayi-tala / bayi-bacu のような形式で逆接として用いられている。

bayi-Gad , bayi-tal , bayi-bacu に後続されるの従属節の分析により、従属節が平叙文の

場合はどちらも逆説として用いられるが、従属節が疑問文の場合は bayi-Gad , bayi-tala

に比べ、bayi-bacu は表現できないような相違が見られる。 

 

6.7. 存在動詞の文法化した形式・用法の全体像 
現代モンゴル語の存在動詞 bayi- は、有生物・無生物に関わらず用いられているが、現

代日本語の存在表現は、無生物・有生物を区別して、主語が無生物の場合は「ある」、有

生物の場合は「いる」に分けて用いられている。日本語にはその他「ござる」という存在

動詞も存在していた。 

現代日本語の形容詞の過去形「～かった」は、通時的に見れば、中世日本語では、存在

動詞「あり」を介在させて表されていた。但し、現代日本語のコピュラ「だ・です」、 形

容詞の過去形「～かった」の表現には既に存在動詞の面影は残っていない。モンゴル語の

形容詞でも、存在動詞の bayi- を用いて、形容詞のテンスを表しているところは「ござる」

共通している。 

その他、モンゴル語の bayi- は、日本語の存在動詞と違って、別の用法が見られた。そ

れは、他動詞の「やめる」としての用法、コピュラ動詞としての名詞・形容詞のテンスを

表す用法、接尾辞と複合してモダリティとしての用法及び逆接としての用法がある。 

日本語では普通体と丁寧体と分けられるがモンゴル語は普通体のみである。モンゴル語

の bayi- の用法は日本語において、どのように表現しているだろうか。そのことを対照し

てまとめてみると表 6-4 のようになる。 
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表 6-4   現代モンゴル語 bayi-の用法及び現代日本語との対照 
 
用法 

 
詳細 

日本語の普通

体 
日本語の丁寧体 モンゴル語の対応

形式 

存在動

詞 

現在形 

否定 

過去 

ある 

ない 

あった 

あります 

ありません 

ありました 

bayi-na 

bayi-qu ügei 

bayi-Gsan 

 

名詞の 

コ ピ ュ

ラ 

未完了 肯定 

否定 

だ 

でない 

です・（である） 

ではありません 

bayi-na 

bayi-qu ügei 

完了 肯定 

否定 

だった 

ではなかった 

でした 

ではありませんでした     

bayi-Gsan 

bayi-qu ügei   

形容詞 

テンス 

 

形 容 詞

形 容 動

詞 

過去 

過去 

～かった 

だった 

～かったです 

でした 

bayi-Gsan 

bayi-Gsan 

 

モ ダ リ

ティ 

 

推量 

 

説明 

だろう 

だろう 

かもしれない 

んだよ 

はずだ 

でしょう 

だろう 

かもしれません 

～んですよ 

はずです 

ありうる 

bayi-qa   

bayi-lgüi    

bayi-ju mede-ne 

bayi-qu ügei üü 

bayi-qu yosutai  

bayi-ju bolu-na  

 

接続詞 

 

逆接 

 

 

なのに 

 

であるのに 

bayi-Gad 

bayi-tala 

bayi-bacu 

 
表 6-4 の太字で表示されているように、モンゴル語の bayi- は存在動詞、名詞のコピ
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ュラ、 形容詞のテンス、モダリティ、接続詞の用法において 、語幹の部分を変えずに用

いられている。一方、対応している日本語をみると、「だ・です」では、雨で例に取ると

「雨だろう、雨でしょう、雨で、雨だった、雨でした、雨だ、雨なのに」というように活

用して（高見澤ら 2009）形を変えている。日本語では普通体と丁寧体と二つの体系がある

が、モンゴル語では一つしかない。 
現代日本語の形容詞の過去形「～かった」は、存在動詞と関係がないように見えるが、

通時的に見れば、中世日本語では、存在動詞「あり」を介在させて表されていた。しかし、

現代日本語のコピュラ「だ・です」、 形容詞の過去形「～かった」の表現には既に存在動

詞の面影は残っていない。モンゴル語の形容詞でも、存在動詞の bayi- を用いて、形容詞

のテンスを表している。また日本語の「だろう」と「であろう」は口語・文語の区別以外、

同じ意味で用いられているが、モンゴル語では、「だろう・であろう」に相当する bayi-qa 

の他、bayi-qa よりも肯定的な推量を表す bayi-lgüi というモダリティ表現が存在する。 

現代モンゴル語 bayi- の文法化した形式・用法として、補助動詞、コピュラ動詞、形式

的に他の語と複合して助動詞として使用されている形式動詞とに分けて考えた。このよう

な bayi- の実質的な意味を失って、存在動詞から文法化した形式・用法の全体像を筆者は

以下の図 4 のように考えている。 
 

 

 
 
 

 

                       
 
 
 
 
  
            図 4  現代モンゴル語の存在動詞の文法化した形式・用法 
 

 

筆者が考えるには自動詞の存在動詞から、補助動詞として文法化し、アスペクト形式を

形
式
動
詞 

-ju bayi-   動的継続相 
-Gad bayi-  静的継続相 
-GsGar bayi- 長期継続相 
 
 
 

現
代
モ
ン
ゴ
ル
語bayi- 

 

補
助
動
詞 

コ
ピ
ュ
ラ
動
詞 

（
や
め
る
） 

他
動
詞bayi- 

 

自
動
詞bayi-

（
存
在
動
詞
）  

bayi-qa       でしょう 
bayi-lgUi      であろう 
bayi-ju mede-ne かもしれない 
 
 bayi-Gad  のに 
bayi-tala  のに  
bayi-bacu なのに 

アスペクト形式 

モダリティ形式 

逆説の形式 

名詞・形容詞のテンス形式 
一時性の明示形式 
丁寧表現の形式 
 

bayi-  だ 
bayi-  だ   
bayi-na です 
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なしている。また、そこからコピュラ動詞に文法化し、名詞・形容詞のテンス、一時性の

明示、丁寧表現の助動詞として使用されている。コピュラ動詞は内容語に比べて、対象の

特殊性からの規定が弱く、対象領域が広汎であり、話し手・書き手の自覚的な使用ではな

く、習慣的な使用になる。日本語でも、コピュラとして「である」「だ」、古語の「なり・

たり」と、独立の形態を用いるがこれらはいずれも存在動詞から複合・融合してできたも

のである。しかし、日本語の存在・コピュラ両用法の間に明確な境界が感じられるが、モ

ンゴル語 bayi-の場合は依然として同じ形のままで、存在・コピュラ両方に用いられている。

そしてこのようなコピュラ動詞から文法機能を補助するため、さらに形式動詞として、他

の接尾辞と複合し、推量助動詞、逆説の用法まで文法化が進んでいると考えられる。 

次には、存在・コピュラ動詞のテンス形式に見られるムード用法について検討する。 

 

第七章 存在・コピュラ動詞におけるテンス形式のムード用法 
 

 

7.1. 序 
一般的に日本語では、「ル」形とは現在・未来の状況、「タ」形とは過去の状況を描写す

る際の文法辞とみなされている。モンゴル語では、日本語の「ル」形には-na が該当し、

現在・未来（非過去形）を表す。「タ」形には -jai が該当し、過去を表す。しかし、以下

のように、非過去形と過去形が両方使用可能な場合がある。 
 

(1) a. A!  ende  bayi-na. 

あっ ここ   EX.V-NPST 

「あっ！ここにある。」 
b. A!  ende  bayi-jai. 

あっ  ここ   EX.V-PST 

「あっ！ここにあった。」 
 

(2) a. A!   tegün-ü    yabu-qu  edür  marGasi  bayi-na. 

あっ  彼-GEN    行く-VN     日   明日    EX.V-NPST 

「あっ！彼の出発日は明日だ。」 
b. A!   tegün-ü    yabu-qu  egür  marGasi  bayi-jai. 

あっ   彼-GEN   行く-VN   日     明日    EX.V-PST 

「あっ！彼の出発日は明日だった。」 
 
例文（1）（2）のような状況においては、bayi-na という非過去形も bayi-jai という過去形

も使用可能である。話し手の驚きを表す間投詞の「あっ！」と共起することからも例文（1b） 
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（2b）は、テンスの観点から過去のことを述べているとは言い難い。またアスペクトの観

点からは「完了」という概念を用いても、うまく説明が付かない。（1b）は発話時現在に成

立しているにも関わらず過去形によって表現され、（2b）は実際には過去の事態を表してい

ないにも関わらず過去形によって表現されているからである。日本語でも同様の表現が可

能である。このような過去形は日本語ではいわゆるムードの「タ」と言われている （金水

2001、井上 2001、定延 2004 など）。 

本章では、モンゴル語のテンス形式の非過去形と過去形によって表現される、話し手の

なんらかの態度を表すムード 24の用法を扱う。モンゴル語では、ムードの過去形はモーダ

ルな意味と共に過去の意味を含んでおり、その過去であることの成り立ちが、例文（1b） （2b）

のように通常の過去とは異なる点にその特徴があると考える。 

金水（2001）によれば、日本語のムードの「タ」は静的述語表現にのみ現れ、静的述語

の持つ意味論的・情報論的な性質から、ムードの「タ」の現象が自然に導かれるものであ

るという。日本語の静的述語表現とは、存在動詞「ある」と名詞・形容詞の状態性述語に

使用されるコピュラの「だ」を指している。モンゴル語の存在動詞とコピュラに当たるの

は bayi-qu（辞書形）である。しかし、bayi-qu の過去形 bayi-jai, bayi-Gsan によって表され

るムードの用法および非過去形と過去形のムード用法の対比に言及した研究はまだ見られ

ない。従って、本章では、モンゴル語の内部を見ているだけで分からない側面を、日本語

のムードの「タ」と対照させながら考察する。 
 
7.1.1. 研究の対象 
日本語の静的述語とは、「ある」「いる」などの存在動詞、形容詞・形容動詞・名詞述語

（名詞・形容詞・形容動詞＋断定の接辞ダ）を指す（金水 2001）。静的述語文は、状態的・

継続的な性質を持つという述語による文の特徴がある。岩崎（2000）でも指摘があるよう

に、日本語では現在の状況と関連のある過去の一時点が焦点化された場合、現在の状況が

過去の時点から存在していたように述べることは、状態性の述語にしか許されない。静的

述語が表すことができる事態は過去からの事態である共に、現在（および未来）にも続い

ている事態である。これらが可能なのは状態を表す静的述語に限られるという。 

 

                                                   
24 ムードとは話し手のなんらかの態度を表す用法を指す。Palmer（1986: 21）によれば、ムー

ドという用語は伝統的に動詞の形態論によって表現されるカテゴリ-に限定される。意味論的

機能が文全体の内容と関わるとはいえ、テンス、アスペクトのように、形式上は、動詞の形態・

統語的なカテゴリ-である。しかし、モダリティはすべての言語の動詞形態論の中に表現され

るとは限らない。モ-ダルな動詞（文中は動詞要素であるが）、あるいは小辞（助詞）のような

完全に動詞から離れたものによって表現されうる。 

 



                                              
                               

108 
 

(3) a. この椅子は昨日からここにある。       

  b. この椅子は昨日からここにあった。                       （岩崎 2002: 33） 
 

例文（3b）は、過去の事態として現在の事態から切り離して表現されている。岩崎（2002: 

33）では、「現在（および未来）にも有効な過去の事態の、現在の事態からの切り離しと

いうことから、いわばムード的な意味が生じる」 と述べている。 

   ムードの「タ」に関してはこれまで様々な考察が行われてきたが、その流れは大きく分

けると、純粋にムードを表す「タ」として位置づける立場（寺村 1984、森田 2001 等） と

過去の表現と関連づけてムードと位置づける立場 （井上 2001、定延 2004、金水 2001 等） 

がある。本章では、モンゴル語のムードの過去形はモーダルな意味と共に過去の意味を含

んでおり、その過去であることの成り立ちが通常の過去とは異なる点にその特徴があると

考える。 

日本語のムードの「タ」には「発見」「思い出し」「知識の修正」といった用法がみられ、

これらには状態を表す静的述語が用いられなければならないという語彙的制約が存在する 

（岩崎 2000、金水 2001、井上 2001、定延 2004 等）。岩崎（2000）によれば、これらのム

ードの「タ」における述語は例文（4）のように「いた」「かかっていた」「会議だった」な

どの静的述語に限られ、静的述語ではない場合には例文（5b）の「開かれるんだった」の

ように「のだ」によって、いわば名詞述語に変化させる必要があり、そうではない場合は、

例文（5c）のように非文法的になる。 

 
(4) a.（逃走した容疑者を見つけて）あそこにいたぞ。（発見）     

     b. あっ、鍵がかかっていた。 （発見）                      

                                               （岩崎 2000: 32） 
(5) a.  あっ、そうだ、明日は会議だった。（思い出し）                 

b.  明日は会議が開かれるんだった。（思い出し） 

c. *あっ、そうだ、明日は会議が開かれた。（思い出し）      

                                                 （岩崎 2000: 32） 
 

金水（2001: 67-68）では、静的述語の場合、当該の事態は話し手の知識とは無関係に、

それが真である期間、＜特性＞として潜在する。＜特性＞はいわば“もの”としての性質を

持って、存在しているといってもよい。“もの”は出来事と違って、時間を超越しているの

で、本来時間性を持たない。“もの”が時間と関連づけられるためには、言語主体の直接経

験のなかでそれがどのようにたち現れるか（あるいはたち現れなかったか）という点を除

いてはあり得ない」と述べている。従って、動作述語（動的動詞）には、静的述語に特有

な事態あるいは主体認識の変化の意味が感じられないとも言える。モンゴル語ではどうで

あろうか。例文（6）で検証してみる。 
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(6) a. Teyimü  teyimü,  marGasi  2  caG-aca  qural bayi-jai. 

そう    そう     明日      2  時-ABL   会議  EX.V-PST 

「そうそう、明日は 2 時から会議があった。」 
 b.  Teyimü  teyimü,  marGasi  2  caG-aca   qural-du   orolča-qu  yosutai  bayi-jai. 

そう   そう    明日      2 時-ABL   会議-DAT   出る-VN   予定   EX.V-PST 

「そうそう、明日は 2 時から会議に出る予定だった。」 
 c. * Teyimü  teyimü,  marGasi  2  caG-aca  qural-du  orolca-jai. 

そう   そう     明日      2  時-ABL    会議-DAT  出る-PST 

「そうそう、明日は 2 時から会議に出た。」 
 

モンゴル語でも例文（6c）の orolca-jai（出た）という動作述語 25を用いると非文法的で

あることから、静的述語 bayi-qu のテンス形式には、例文（6a）（6b）のようにムード的な

用法が見られると考えられる。従って、本章ではモンゴル語 bayi-qu のテンス形式の表現

を中心に論を進めていく。モンゴル語の bayi-qu は典型的な存在動動詞である他、コピュ

ラ動詞の用法とアスペクトの接辞としての用法を持つことを第六章で述べたが、ここでは

簡単に述べると次のようになる。 
 

1) 存在を表す。 
モンゴル語のbayi-は存在動詞として「ある」「いる」の意味を表す。日本語のように、

主語が無生か有生かによって使い分けられることはない。 
 

(7) a. Anggi-du  sambar  bayi-na. 
教室-DAT    黒板     EX.V-NPST 

  「教室に黒板がある。」 
b. Minü  aqa  ger-tü  bayi-na. 

私の   兄    家-DAT  EX.V-NPST 

「私の兄は家にいる。」 
 

2) 名詞や形容詞の後ろに現れ、コピュラ動詞として用いられる。 

                                                   
25 寺村（1984: 107）は、日本語では、動作動詞（動的述語）に直接「タ」を付けたような用

例は「ふつうは、ただの過去（または完了）と解釈されるだろう」としている。モンゴル語で

も、静的述語とは違い、動作動詞の非過去形を過去形に換えるとただの過去（または完了）と

解釈される。例えば、「yabu-qu（行く）」と「yabu-jai/-Gsan（行った）」を例に取れば、「A! yabu-qu  
uu?（あっ！行くの？）」という非過去形の場合、現在・未来のテンスを表すのに対して、「A! 
yabu-ji/-Gsan uu?（あっ！行ったの？）」という過去形の場合は、ただ「行く」という動作が「過

去」か「完了した」という意味で解釈される。 
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ただし、例文（8b）では非過去形 bayi-na は必ずしも必要ではない。口語では、例文 （9） 
のように、いわゆるゼロコピュラ（Ø）で表現される（「ドルジ」と「教師」の間に少し

休止 （pause） が入る）。 
 

(8) a. Dorji   baGsi  bayi-Gsan.       

  ドルジ   教師  CP.V-PST      

「ドルジは教師でした。」 
 b. Dorji   baGsi  bayi-na.       

 ドルジ   教師  CP.V -NPST      

「ドルジは教師です。」 
(9) Dorji    baGsi.       

     ドルジ    教師 Ø 

    「ドルジは教師だ。」 
 
3) 副動詞語尾（CV）を伴う動詞や習慣を表す形動詞語尾 -daG などを伴う動詞の直後に

現れ、アスペクトやテンスを表す分析的表現の後部要素として用いられる。 
(10)  Tede ajilla-GsaGar  bayi-na. 

  彼ら 働く-CV.PROG   EX.V-NPST 

「彼らは働き続けている。」 
 
この他、bayi-のテンスに関する説明を補足する。bayi-のテンス形式について繰り返し述

べると非過去形は bayi-na であり、過去形には bayi-ba, bayi-la, bayi-jai, bayi-Gsan の四種類

がある。モンゴル語の過去接尾辞の使い分けについては一般的に以下のような特徴がある

とされる。 
 

-ba：終止形で用いられ、過去に起こった動作に対して用いられる。話し言葉ではあまり使 
用することがなく、新聞などの書き言葉によく使用される （フフバートル 1993）。 
 

-laa ： 終止形で用いられ、過去に起こった動作に対して用いられる。また、フフバート

ル（1993: 81）では、「動作を行う直前（近い未来）か直後（近い過去）を表す」

という 。 
 

-jai / -cai：「話し手自身が確認していないできごと」もしくは「話し手がその事態を実際に 
   経験したわけではない過去のできごと」に対して用いられる。基本的には終止形

で用いられるが、疑問詞などを接続することができる。その場合は、短縮した-ji

の形で用いられることがある。また、ジンガン（2010）では、-jai の用法を以下
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のようにまとめている。 
    ・発話時以前の出来事を述べる用法 
    ・過去と比較する現在の用法 
    ・未実現のことの心理上の実現を示す用法 
    ・過去の事柄に関する新しい認識の形成する用法 
    ・意外性を示す用法 
    ・結果状態の描写用法 
 
-Gsan：連体形および終止形として用いられる。橋本（1993）によると、終止形の-Gsan 

には、時間軸上の過去時に事態を位置づけるテンス表示接尾辞 -ba/-la/-jai と意味 
を変えずに 3 つの接尾辞を交替させることができるとする。動作の完了している 
ことを示し、叙述用法の際には「過去」の意味合いが含まれるとする。 

 
モンゴル語の過去接尾辞は上記のように、四種類存在する。このうち-ba は単純過去を表

し、ほぼ書き言葉のみに用いられるため、使用が限られる。また、-la は動作を行う直前（近

い未来）も表し、典型的な過去形の用法から外れている用法がある。そのため、-ba, -la は

本章で扱う「ある静的事態が発話時である現在に成立しているにも関わらず過去形によっ

て表現される」というムード用法にそぐわない。従って、bayi-ba と bayi-la を除き、bayi-jai, 

bayi-Gsan を本章の考察の対象とする。 

モンゴル語では存在・コピュラ動詞である bayi-が、日本語の静的述語のような役割を果

たしている。本章では、次のような bayi-の述語タイプで分類した用法について、例文 （1）

（2）の過去形と非過去形で言い換えても意味が変わらない文を対象 26とし、その表現上

の相違に着目しながら考察していく。 

 

1) 存在動詞 bayi-＋非過去形／過去形：いる・ある／いた・あった 

2) 動作動詞＋bayi-＋非過去形／過去形：来ている／来ていた 

3) 形容詞（形容動詞）＋bayi-＋非過去形／過去形：元気だ／元気だった 

4) 名詞＋bayi-＋非過去形／過去形：女性だ／女性だった 
 

7.1.2. 研究の目的 
本章では、モンゴル語の bayi-のテンス形式によって表されるムード用法を、日本語のム

ードの｢タ｣と対照しながら、その特徴を探る。対象となるムード用法は、「発見」「思い出

し」「知識の修正」である。 

                                                   
26「今、頭が痛い」という文のような場合には、時間的限定性を持ち、特定の時間と空間に展

開される具体的な状態を指し、状態がまだ続いているため、「*今、頭が痛かった」と置き換え

ることはできない。本章では、このようなテンスの対立が義務化している場合は対象外とする。 
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研究の目的をまとめると次の通りになる。 

 

1) モンゴル語の bayi-にテンス形式に見られるムード用法があるかどうかを、存在動

詞文、名詞・形容詞述語文で検討する。 

2) 日本語の静的述語にしか現れない「発見」「思い出し」「知識の修正」におけるム

ードの「タ」の用法がモンゴル語 bayi-の過去形 bayi-jai, bayi-Gsan にも存在するか

どうかを検討する。また、ムード用法が存在する場合、bayi-の過去形 bayi-jai, 

bayi-Gsan に相違が現れるかどうかも検討する。 

3) 「発見」のムード用法があると言われている非過去形の bayi-na（橋本・谷 1993） 
とその過去形 bayi-jai と bayi-Gsan を対照することによって、それぞれの特徴を明

らかにする。 
 

7.2. bayi- のテンス形式に見られるムード用法 

 以下では、上述の「発見」「思い出し」「知識の修正」の順にモンゴル語の bayi-のテンス

形式によって表現されるムード用法を日本語の「タ」と対照させながら考察していく。 
 
7.2.1.「発見」のムード用法 

 「発見」とは、ある状態が過去から現在にわたって継続していることに今気が付いたと

いうムードの用法を指す。金水（1998）では、「ル」形の表現は、単に眼前に対象が存在す

ることを述べるに過ぎないが、「タ」形を用いるとずっと探していたものをようやく「見つ

けた」という気持ちが表されると述べている。では、モンゴル語ではどうであろうか。例

文（11）で検証してみる。 

 
状況：探していた本がカバンの中に入っているのを見つけて 
(11) a. ああ、ここに ある／あった！ 

b. A!   ende  bayi-na / bayi-jai! 
あっ   ここ EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！ここに ある／あった！」 
 

モンゴル語も日本語と同様に表現することができる。例文（11b）の bayi-jai は、「探し

ていた本がカバンの中に入っているのを見つけた」という意味で用いられている。それに

よって「本がカバンの中にある」という当該の事態が発話以前から発話以降にも続いてい

て、過去も現在も状態変化がないという解釈を保証するとともに、「ずっと探していたのに

なぜ見つからなかったのか」という発見と驚きを表している。しかし、例文（11b）の bayi-na

は、単に眼前の対象に注目し、それが存在することを述べているにすぎない。但し、日本

語とモンゴル語では、例文（12）のような相違が見られる。 
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状況：床にゴキブリがいるのを発見して 
(12) a. あっ！ゴキブリが いる／いた。 

b. A!  jooma   bayi-na / ? bayi-jai. 
あっ ゴキブリ EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！ゴキブリが いる／いた。」 
 

例文（12）は、話し手が以前、家にゴキブリがいることを視覚などにより経験していて、

ゴキブリが家にいるという知識を既に有している。そしてゴキブリを家から排除するため

にゴキブリの存在に注意を払っている状況である。しかし、話し手にとって既存知識「ゴ

キブリが家にいる」と発話時に得られた新規知識「ゴキブリが家にいる」は同じであるた

め、話し手の既存知識と発話時において獲得した新規知識の間に、何の認識の変化も起き

ていない。さらに、（11）は、話し手が期待していた認識の変化がある「発見」であるのに

対して、（12）は話し手が期待していない場合の認識の変化のない「発見」とも言える。こ

のような状況で、日本語では「タ」形が使用されるが、モンゴル語では bayi-jai が使用さ

れない。 
このような状況を定延（2004）は、「環境（探索領域）はどんな様子か？」という探索意

識を活性化している状況であるとしている。探索意識が活性化するほど、話し手は情報を

知識としてではなく、探索という認知体験として表現しやすいと述べている。例文 （13） 

の場合、「自宅にサルがいる」ということが想定しにくいため、日本語とモンゴル語のどち

らも過去形が使用できない。日本語では例文（14a）の場合、自宅よりも山中のようなよく

知らない領域の方が、探索意識が活性化しやすく「タ」形は自然になると述べられている。

しかし（14b）のように、モンゴル語ではこのような場合でも過去形は使用されない。 

 
状況：自宅で思いがけずサルを発見した場合 
(13) a. あっ、サルが いる／ * いた。（定延 2004: 20 一部改変） 

b. A!  samja   bayi-na / * bayi-jai.                    

あっ   サル    EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！サルが いる／いた。」 
 
状況：山中で思いがけずサルを発見した場合 
(14)  a. あ！サルが いる／いた。（定延 2004: 20 一部改変）            

b. A!!  samja   bayi-na / ? bayi-jai. 

あっ サル     EX.V-NA / EX.V-PST 

「あっ！サルが いる／いた。」 
 



                                              
                               

114 
 

ただし、モンゴル語では、「この山、ひょっとしてサルがいるのではないか」や「この山

にはサルがいない」などの事前の想定や既存知識があり、かつ当該の事態を発見し、話し

手に認識の変化が起こった場合には過去形が用いられる。 
 

状況：この山にサルがいるかもしれないと想定していたところで発見した場合 
(15)  A !  üneker  samja  bayi-na / bayi-jai.   Üje! 

あっ  本当に  サル   EX.V-NPST / EX.V-PST 見て 

   「あっ！本当にサル  いる／いた。見て！」 
 
状況：「この山にはサルがいない」という既存知識があって、発見した場合 
(16)  A!  samja  ügei  gegsen,  bayi-na / bayi-jai.   Üje! 

あっ  サル  いない と言うが EX.V-NPST / EX.V-PST  みて 

「あっ！サルがいないと言っていたが、いる／いた、見て！」 
 

例文（15）は、「この山、ひょっとしてサルがいるのではないか」という事前想定に対し

て、「あ！本当にいた」、そして（16）は、「この山にはサルがいない」という既存知識に対

して「いないと言っていたのに、いたよ」というように話し手の認識に変化が起こってい

るため、モンゴル語では過去形が自然になると思われる。bayi-jai と bayi-na を言い換えて

も情報を得た時点の眼前描写であることに変わりはない。しかし認識変化が起こった場合、

発話時点に近い時にこそ、「発見」の bayi-jai のモダリティ価値（驚き、意外性）がより強

く出てくると思われる。例えば、民話集から見られるように、ある日ドアがノックされ、

主人公が、ドアを開けるとちょうどなくしてしまい、探し続けていた大切な馬だった場合

に次のように表現されている。 

 

民話：ある日ドアがノックされ、開けるとちょうど探し続けていた大切な馬だった場合 

(17)  A!    jiGalsaral-mini  bayi-jai !（Si siya, Bao jUU  2012） 
ああ！  N-1PRC       EX.V-PST 

「ああ！私のジガルサーラルがいた！」 

 

目の前に現れたのはちょうどなくした大切な馬だった場合に、話し手は bayi-jai でその

「驚き」の気持ちを表現していると言える。まとめると、モンゴル語の眼前事態における

「発見」には、bayi-jai が用いられる。それは、「目に見えている」という眼前描写から＜

結果・状態の描写＞を行う場合と、＜認識の変化が起こっている＞という場合を bayi-jai

が表せるため、使用されると考えられる。 
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7.2.2.「思い出し」のムード用法 

「思い出し」のムードとは、過去において確定していた未来の行事・計画・予定を発話

時に思い出した場合の用法を指す。本章では、未来を表す時間副詞と共起する「思い出し」

文を主に考察する。 

 
状況：友人が外国に行くのは明日であることを思い出して 
(18)  A!  Tegün-ü  yabu-qu  edür  marGasi  bayi-na / bayi-jai! 

あっ  彼-GEN   行く-VN      日     明日   CP.V -NPST / CP.V -PST 

「あっ！彼の出発日は明日  だ／だった！」 
 

状況：手帳を見て思い出して 
(19) A!  bara-Gsan  a,  marta-Gad    bayi-jai. 

あっ 終わる-PST あ 忘れる-CV    EX.V-PST  

 marGasi  üneker  qormila-Gsan  edür-ün   bayar  bayi-na / bayi-jai! 
明日    本当に 結婚する-PST   日-GEN    記念   CP.V -NPST / CP.V -PST 

「あっ！しまった、忘れていた。明日本当は結婚記念日 だ／だった！」 
 
モンゴル語では、未来副詞 marGasi（明日）が現れても過去形の bayi-jai を用いることが

できる。bayi-jai は、例文（18）（19）のように「予定が存在していた」が「今になって思

い出した」というような意味で用いられている。その他、例文（20c）では、bayi-Gsan に

ügei de（じゃないか）が後続し、「あったじゃないか」という意味で用いられている。こ

れは bayi-Gsan が連体形で用いられる性質からこのような表現ができる。 
 

(20)  a. MarGasi  üneker  qural bayi-na.  

明日    本当に  会議   EX.V-NPST 

「明日本当に会議がある。」 
b. A!  bara-Gsan  a, marGasi üneker qural  bayi-jai!  Či  basa  marta-ciqa-Gsan  ba? 

あっ 終わる-PST あ  明日  本当に 会議 EX.V-PST あなた も   忘れ-しまう-PST  かな 

  「あっ！しまった、明日本当は会議があった。あなたも忘れてしまっていただろう？」 
c. A! bara-Gsan   a,  marGasi üneker qural  bayi-Gsan ügei de!  marta-ciqa-Gsan. 

あっ 終わる-PST あ  明日   本当に 会議   EX.V-SAN NEG か   忘れる-しまう-PST                    

「あっ！しまった、明日会議があったじゃないか！忘れてしまっていた。」 
 
例文（20b）（20c）の bayi-jai と bayi-Gsan ügei de は、例文（20a）の bayi-na の非過去形

とは異なり、意外性を表し、話し手の「あっ！しまった」というような差し迫った心境を

表す。そのため、特に現在より近い未来を表す副詞である「午後」「明日」「来週」が共起
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しやすい。 
例文（20b）（20c）では「会議」は過去から予定されていた事実であり、翌日に「会議」

という、話し手にとって間違いなくそうである「確実な予定」が存在するという事実を発

話時点で思い出している。なお、bayi-jai、bayi-Gsan ügei de が使用される場合は、「そうい

えば、しまった、本当に、確かに、やはり」という過去の時点での「予定」と関連させる

語が共起しやすい。森田（2001）によれば、日本語でもそもそも「タ」の意味とは過去や

完了ではなく、確述意識（対象について間違いなくそうであるという話し手の気持ち）で

あり、そこから過去・完了や発見そのほかの態度が生じるという。 
従って、過去に「確実な予定」が存在していたが、忘れたことにより、「会議の予定がな

い」という状況になり、そして、また思い出すことによって「会議の予定がない」から「会

議の予定がある」というように、話し手の認識が修正され、認識の変化が起こっていると

いうことになる。そのため、過去形の bayi-jai、bayi-Gsan ügei de を使用することができる

と思われる。 
例文（20a）の非過去形の場合は、「会議が明日であること」を思いつい場合も考えられ

る。例えば、例文（21）のように、思い出しではなく、「思いつき」の場合には、結びつけ

る過去の事態が存在しないため、bayi-na が自然である。 

 
(21)  A!   sain  nige  arGa  bayi-na / *bayi-jai. 

あっ よい 一つ 方法  EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！あるいい方法が ある／あった。」 
 
とっさの「思いつき」には、過去形は使用されないが、「思い出し」の場合には使用する

ことができる。「思い出し」に過去形 bayi-jai と bayi-Gsan ügei de が用いられるのは、現在

との繋がりがある過去の出来事が話し手によって、既存の情報として位置づけられ、それ

を忘れたことにより、現在との認識的な繋がりが切れ、再び思い出した場合の表現である

と言える。このような表現ができるのは、状態的・継続的な性質を持つ存在・コピュラ動

詞（静的述語）のみであると考えられる。 
 
7.2.3.「知識の修正」のムード用法 
「知識の修正」とは聞き手の答えを修正する場合や正解を明かす場合のムード用法を指

す。日本語において、定延（2004）では「知識修正」、井上（2001）では、「隠していた正

解を明かす」用法と呼んでいる。 

 
状況：「一から四番のどれが正解か」という質問に対する回答者の答えを修正する場合 
(22)  a.  正解は三番 です／でした。 

b.  TaGaraqu-ni  bol  GurabaduGar. 
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  正解-3RD     は   三番目        Ø 

 「正解は三番目。」 
c. ? TaGaraqu-ni  bol  GurabaduGar  bayi-jai. 

正解-3RD   は   三番目        CP.V-PST 

「正解は三番目でした。」 
 
例文の（22a）のように、日本語では「ル」形でも「タ」形でも表される。井上（2001: 150）

では、「話し手は聞き手が以前推論を行った場面に遡って、聞き手が以前推論を行った時は

本当は・・・三番だったという線で聞き手の認識を再調整させるために「タ」が用いられ

る」と述べている。 

モンゴル語では、（22c）の過去形よりも、一般的に（22b）の非過去形であるゼロ格が使

用される。それは、話し手が聞き手の知識までを修正することができないためだと思われ

る。しかし、次のように話し手自身の知識を修正する場合であれば過去形を自然に用いる

ことができる。 

 
状況：話し手が「答えは三番」と予想していて、それが正解であると分かった時 

(23)  Qasil   GurbaduGar-n  bayi-jai! 
やはり   三番-3RD       CP.V-PST 

「やはり、三番だった！」 
 
状況：話し手が「答えは三番ではない」と予想していて三番と正解が分かった時 

(24)  Ünendegen  GurbaduGar-ni bayi-jai! 
本当は      三番-3RD      CP.V-PST 

「本当は三番だった！」 
 

例文（23）（24）では、「これまで、確信を持てなかった」、「これまで誤解していた」と

いう意味で話し手自身の答えを修正している。話し手が回答する前に、当該の事態に対す

る予想や既存の知識があり、そして答えを知り、話し手に「知識の修正」という認識の変

化が起こった場合には bayi-jai を用いることができる。次の日蒙両言語の翻訳作品からも

確認できる。主人公は、ある日素敵な女性と知り合ったことについて、騙されている罠で

はないかと疑っていたところで、ある日、本当に騙されていることを発覚した場合である。 

 

(25) a. やはり、罠だったが、一番ひどい罠だ。         

b. Qasil  uraqa  bayi-jai.  qamuG-un  kecegüü  uraqa  bayi-jai.   

やはり   罠   CP.V-PST    一番        ひどい   罠     CP.V-PST 

「やはり、罠だったが、一番ひどい罠だ。」 
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                         （星新一 1968／B.bold 2009） 
 

従って、モンゴル語においては、話し手が聞き手の知識までは修正することはできない

が、話し手自身の知識は修正することができると言える。 
 
7.3. bayi- の非過去形と過去形のムード用法 

bayi-のテンス形式の非過去形 bayi-na と過去形 bayi-jai によって表現されるムード用法を

日本語と対照しながら、それぞれ見ていく。 

 
7.3.1. 非過去形のムード用法 

テンス形式には非過去形と過去形が存在するが、非過去形のムード表現から検討していく。 

 

１) 思いかげない事態に遭遇した場合 

思いかげない事態に遭遇した場合はどう表現するだろうか。例文（26）で検証してみる。 
 

(26)  a. A!  ende  joGos  bayi-na / *bayi-jai. 

あっ ここ  お金  EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！ここにお金が ある／あった。」 
b. A!  joGos.  /  A!  joGos *bayi-jai. 

あっ お金  Ø /  あっ お金   CP.V-PST 

「あっ！お金だ。／あっ！お金だった。」 
 
眼前事態描写において、（26）のように、思いがけない事態である「お金」の出現を話し

手が認識し、直ちに言語化する場合には bayi-jai が用いられない。知らなかったある事実

が目の前に存在するという事実の現在の断定である場合は非過去形が用いられる。 
また、思いがけず所有対象物を「発見」した場合はどうであろうか。定延（2014）では、

日本語では探索意識を持っていなければ、所有表現でも発見の「タ」は不自然であると述

べている。 
 
状況：列車で、向かいの座席の人間の顔にほくろを発見して    
(27)  a.  あ、あんなところにほくろがある。 

 b. ??あ、あんなところにほくろがあった。（定延 2014: 21） 

 
列車の中で、向かいの座席の人間の顔を何気なくみてホクロを発見した場合、「ある」と

言えても、「あった」とは言い難い。これは、列車でたまたま向かいに座った人間に対して、

ことさらに「この人はどのような顔しているのだろうか」と探検意識を持つことが不自然



                                              
                               

119 
 

だからである（定延 2014）。 
 
２）所有対象物を「発見」した場合 
モンゴル語において、思いがけず所有対象物を「発見」した場合はどうであろうか。風

間（1991）によると、体から分離不可能な所有物、例えば、「目」や「髪」などである場合

には、例文（28a）のように、普通は、所有接辞の -tai による構文が用いられ、存在動詞に

よる構文は用いられない。存在文が用いられると、（28b）のように「かつらか何かが家の

どこかに保存してある」かのようであるという。 

 

(28)  a.  Tere  urtu  gejige-tei.                   

 彼女  長い   髪-POSS  

    「彼女は 長い    髪を持っている。」  
     b. ? Tere  kümün urtu  gejige bayina.           

 あの  人     長い  髪  EX.V-PRS 

    「彼女は 長い    髪を持っている。」 
                                             （風間 1991: 98）27 
 
しかし、例文（29）のように、それが眼前描写の「発見」の場合になると、分離不可能

所有物でも、存在動詞で表現できる。 
 

(29)  a. Ooi!  tere kümün  Gurban   nidü-tei. 

あれれ  あの  人       三つ      目-POSS 

「あれれ！あの人三つの目持ちだ。」 
b. Ooi!   tere kümün  Gurban   nidü  bayi-na ! / *bayi-jai! 

あれれ  あの  人       三つ     目      EX.V-NPST /EX.V-PST 

「あれれ！あの人三つの目がある！」 
 
思いがけず発見した場合は、分離不可能所有物でも、例文（29b）でみるように、bayi-na

を用いることができる。しかし、思いがけない「発見」として bayi-na が用いられるのは、

普通所有物（誰でも持っている）ではなく、非普通所有物（誰でも持っているとは限らな

い）に限られる。 
また、例文（29b）でみるように、所有表現における、「発見」の眼前事態の描写におい

ては、過去形 bayi-jai は用いられない。「思いがけない」ということ自体、現在の事態と結

びつけられる直接的な過去との関連（＝事前の予想と既存知識）がないということなので、

                                                   
27 ローマ字転写は本章に合わせ、一部改変したものである。 
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話し手は現在のことを過去との関連と結び付けて捉えられない。そのため、過去形は不自

然である。 
 
３）探索意識を活性化した場合 
探索意識を活性化すると、モンゴル語では所有対象物を「発見」した場合に bayi-jai が

使用可能であろうか。例文（30）で検証してみる。 
 

状況：話し手が頭の後ろに白髪があるかどうかが気になって 
(30)  a. Bi basa  caGan üsü  bayi-qu   bol uu?  Üje-ged  ögkü  üü? 

私  も    白い 髪   EX.V-VN    かな    見る-CV くれる Q？ 

「私も白髪があるのかな？見てくれる？」 
b. A!  bayi-na / ?bayi-jai. 

あっ EX.V-NPST / EX.V-PST 

「あっ！ある／あった。」 
c. A!   üneker  bayi-jai. 
 あっ 本当に  EX.V-PST 

「あっ！本当にあった。」 
 

モンゴル語では、「あるかな」あるいは「ないかな」と探索してみた場合、（30b）のよう

に、非過去形 bayi-na が使用される。すなわち、日本語は探索意識を持っている場合には

「タ」形が使用されるが、モンゴル語では過去形が使用されない。しかし、「こんなに若い

のだからまさか白髪なんてない」と想定していたところで白髪を発見した場合は、（30c）
のように bayi-jai という過去形が使用される。それは、「白髪がない」という事前の想定か

ら「白髪がある」というように、認識の変化が起こったためだと考えられる。 
 

4) 否定的な評価感情が前面化する場合 
モンゴル語では、不満な感情を前面化する場合に、非過去形が使用される例文が民話集

から見られる。次の例文では、モンゴルの文化として、お正月に挨拶に来られた子供や目

下の人に対して、目上の人は祝福する習慣があり、主人公が二番目の娘の夫に対して不満

を持ち、祝福をしたくない場合である。 

 

民話：お正月で義父が祝福を望んでいない好まれない娘の夫に対して 

(31)  Čimayi  irügegsen  cU ,  Ugei cU  yamar  kereg bayi-qu  bui!（Si siya, Boo jUU 
2012） 

  あなたを 祝福する-PST も NEG も どんな こと EX.V-VN か 

「あなたを祝福してもしなくてもどんな意義があるのか！」 
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話し手の祝福したくないという否定感情を前面化している。また、工藤 （2014）では、

例文（32a）のように、否定的な評価感情が前面化する場合には非過去形しか用いられない

と述べている。 
 

(32)  a.あなた何を 言っているの！／*言ったの！（工藤 2014: 169 一部改変） 

 b. Či     yuGu kele-jü     bayi-qu / bayi-na  bui! / *bayi-Gsan  bui! 

あなた 何    言う-CV  EX.V-VN /EX.V-NPST Q      EX.V-PST   Q 

「あなたは何を言って いるの！／いたの！」 
 

モンゴル語でも、日本語と同様に、聞き手が過去に言ったことに対して、非難の感情を

表す際に、辞書形の bayi-qu あるいは非過去形 bayi-na の形で使用され、「何、なぜ、どう

して」のような疑問詞が共起する。 
非過去形 bayi-na のムード用法について、7.2 節に述べたものと本節で述べたものをまと

めると、次のようになる。 

 

1) 思いつきの場合（7.2.2 節で言及した）。｛例文（21）｝ 

2) 潜在的な想定・既存知識を有しない、思いがけない状況における発見の場合。分離不

可能な非普通所有物の所有表現であっても用いることができる。｛例文（26）（29）｝ 

3) 聞き手の知識を修正する場合。｛例文（22）｝ 

4) 探索意識が活性化している場合。｛例文（14）（30）｝ 

5) 否定的な感情が前面化している場合。｛例文（32）｝ 
 

7.3.2. 過去形のムード用法 
 

１) 体験を通して発見した場合 
定延 （2001） によれば、日本語では話し手は事態の情報をどのように得たかにより、

「タ」の使用が許可される場合があると述べている。   

 

(33) 兄：タイムマシンで 600 年前の世界に行って、ピサの斜塔で遊ぼうよ！   

 弟：そりゃあいいや！ピサの斜塔って、いまから 650 年前にできたんだよね。 

600 年前ならピサの斜塔も築 50 年で、新しいからね。    （定延 2010: 12）   

(34)  兄：タイムマシンで 10 年前の世界に行って、おばあちゃんと遊ぼうよ！    

弟：そりゃあいいや！10 年前ならおばあちゃんも元気だったからね。定延 2010: 12） 

 

例文（33）は体験したことではなく予測したことである点が、（34）の体験したことと異
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なる。普通、話し手が直接に体験した事態であれば、その情報を得た時点を発話時である

現在より以前に置いて （34） のように、「タ」形で表現するのは自然である （定延 2010）。

ではモンゴル語ではどうであろうか。例文（35）で検証してみる。 

 

状況：話し手が犯人を目撃した状況を振り返って 
(35)  a. 女性 です／でした。 

 b. Emegtei  kümün. 
 女     人     Ø 

 「女性 です。」 
  c. Emegtei  kümün  bayi-jai / bayi-Gsan. 

 女     人       CP.V-PST / CP.V-PST 

 「女性でした。」 
 

例文（35c）のように、モンゴル語でも目撃者が、生涯変わることのない情報（犯人の性

別）を過去形で表現するのは、目撃者の得た体験時点（「犯人は女性」という命題情報をえ

る時点）が過去という想定が自然だからである。また、体験の時点に得た既存知識である

「犯人は女性」という情報は、現在振り返って得られた新規知識である「犯人は女性」と

いう情報が同じであるため、話し手にとって、何の認識変化も起こっていない。まとめる

と、話し手に認識の変化が起こっていなくても、体験の時点が過去である場合に bayi-jai

と bayi-Gsan のどちらも使用可能なのである。 
 
状況：家に帰って姉が来ていることに話し手が気付いて母親に話す場面 
(36) A!  egeci  basa  ire-ged  bayi-na / bayi-jai/ bayi-Gsan   siu. 

あっ  姉    も     来る-CV EX.V-NPST / EX.V-PST / EX.V-PST  よ 

「あっ! お姉ちゃんもきて いる／いた よ。」 
 
例文（36）の非過去形は眼前の事実の描写であり、過去形は例文（35）と同様に、体験

時点が過去であることからの描写である。話し手の体験から過去形が用いられる点は、日

本語とモンゴル語で共通しているが、次のような相違も見られる。 

 

２）意外な新事実を発見した場合 
意外な新事実を発見したという意味を表す場合は、過去形が使用される。主語は聞き手で

あり、二人称となる。日本語では「のか」とモンゴル語では yum uu という説明モダリテ

ィと共起する場合が多く見られる。 
 
状況：友人を訪ね、病気であることに気づいて 
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(37) a. 病気 なのか／だったのか。（松田 1998：77） 

b. Ebedcin-tei  üü? 
病気-POSS  Q  

「病気なのか」 
c. Ebedcin-tei   bayi-ji  uu. / bayi-Gsan  yum  uu? 

病気-POSS    CP.V-PST Q / CP.V-PST   の    Q   

「病気だったのか。」 
 

松田（1998）によると、日本語では眼前描写の「ル」形文と「タ」形文で意味づけられ

る事態解釈の違いは、過去の時点への遡りの意識を含むか否かにあるという。「ル」形文は

眼前事態に注視しているが、「タ」形文は過去との関わりを積極的に認識している。話し手

の視点を聞き手の過去時の状況まで拡大した語り方になり、聞き手の過去の時点に注意を

向け、「知らなかった」「もっと早く気付くべきだった」などの配慮の気持ちを表すことが

できると述べている。 

また、工藤（2014）によると、予想外のことを知ったという意外な新事実の発見につい

て「タ」形が使用され、話し手の驚きと意外な気持ちを表しているという。例文（34c）の

ように、モンゴル語でも日本語と同様に、意外な新事実を発見したという意味では過去形

が使用されるが、日本語のような配慮の気持ちまでは表すことができない。 

bayi-の過去形が用いられるムード用法について、7.2 節に述べたものと本節で述べたも

のをまとめると次のようにまとめることができる。 

 
1) 事前の潜在的な想定や既存知識があり、当該の事態を発見し、話し手に認識的変化が

起こった場合（7.2.1 節で言及した）。｛例文（15）（16）｝ 
2) 過去に予定されていた「確実な予定」を思い出した場合（7.2.2 節で言及した）。 

｛例文（19）（20）｝ 
3) 話し手自身の知識を修正する場合（7.2.3 節で言及した）。｛例文（23）（24）｝ 
4) 体験を通して発見した場合。｛例文（35）（36）｝ 
5) 意外な新事実を発見した場合。｛例文（37）｝ 

 
以上、bayi-の過去形である bayi-jai と bayi-Gsan がムード的に用いられることが観察でき

た。どちらも「心的過去」を表すことができると思われる。「心的過去」とは、時間的過去

と違って、話し手の主観的な領域を主な舞台とする。その非現実世界における時間的過去

は、現実世界の客観的な時間軸と異なっている。モンゴル語 bayi-の過去形 bayi-jai と

bayi-Gsan が、「思い出し」においては、未来時制を表す副詞と共起できるのは、「心的過去」

を表しているためであると考えられる。bayi-jai と bayi-Gsan は、「心的過去」については共

通している。しかし、両者には以下のような相違点が見られる。 
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bayi-jai： bayi-jai は bayi-Gsan より「発見」の＜結果・状態の描写＞の＜結果性＞およ

び「思い出し」の過去に予定されていた＜確実な予定＞の＜確実性＞を表現でき

る性質を持っている。そしてその性質から次のように認識的なの変化が起こった

場合に用いられる。 

 
「発見」：事前の潜在的な想定や既存知識から認識の変化が起こった場合。 
「思い出し」：「確実な予定」を忘れたことから「予定がない」という状況になり、そし

て思い出すことによって「予定がある」というように認識の変化が起こった場合。 
「話し手の知識の修正」：事前の予想や既存知識から話し手が認識の変化が起こった場合。 

 
bayi-Gsan：連体形で用いられることおよび＜心的過去＞を表せる性質から、ほかのモダ

リティ接辞、思い出しには ügei de（じゃないか）、新事実の発見には yum uu（の

か）と共起している場合に用いられる。 

 
7.4. まとめ 
本章では、日本語において静的述語にしか現れないムードの「タ」における「発見」「思

い出し」「知識の修正」の用法をモンゴル語の存在動詞文や名詞・形容詞述語文と対照・考

察した結果、モンゴル語にもムード的用法があるということが分かった。基本的に bayi-

のテンス形式によって、思いがけず発見された事実（所有表現も）と探索意識が活性化し

ている場合には非過去形が用いられる。一方、その事実に過去との関連（＝事前想定・既

存知識）があり、かつ認識の変化が起こった場合には過去形が用いられる。その用法を日

本語のムードの「タ」と対照した結果の大筋を概観すると表 7-1 のようになる。 

 

表 7-1 日本語とモンゴル語の対照 

ムード 思いがけずの 

発見 

認識変化のある 

発見 

思い出し 聞き手に対して

の知識の修正 

日本語 ル形 タ形 タ形 タ形 

モンゴル語 -na -jai -jai / -Gsan-Ugei 

de  

   -na  

 
日本語とモンゴル語の共通点および相違点をさらに詳しく述べると、次のようにまと

めることができる。 
 

・共通点 
2) 潜在的な想定・既存知識を有しない、思いがけない状況における発見の場合は、bayi-na
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と「ル」形。｛例文（26）（29）｝ 
3) 否定的な感情が前面化している場合は bayi-na と「ル」形。｛例文（32）｝ 
4) 体験を通して発見した場合はと bayi-jai あるいは bayi-Gsan と「タ」形。｛例文（35）（36）｝ 
5) 意外な新事実を発見した場合は bayi-jai あるいは bayi-Gsan yum uu と「タ」形。｛例文

（37）｝ 
過去に予定されていた「確実な予定」を思い出した場合は bayi-jai あるいは bayi-Gsan ügei de

と「タ」形。｛例文（19）（20）｝ 
  
 ・相違点 
1) 話し手は発話時において実現されている事態と関係がある知識を持っており、当該の

事態を発見し、話し手の既存知識と発話時において獲得した新規知識の間に何も認識

の変化は起っていない場合、日本語は「タ」形が使用されるがモンゴル語では bayi-の

過去形 bayi-jai および bayi-Gsan は使用されない。｛例文（12）｝ 
2) 日本語では、探索意識が活性化すれば、「タ」形は自然であるが、モンゴル語では、そ

の場合でも bayi-の非過去形が使用される。｛例文（14）（30）｝ 

3) 知識の修正において、聞き手の知識を修正する場合、日本語では「タ」形が使用され

るが、モンゴル語ではゼロマーキングが使用される。モンゴル語では話し手自身の知

識を修正する場合に限って、過去形が自然になる。｛例文（22）（23）｝ 
4) 日本語の「タ」形の新事実発見においては、過去への配慮の気持ちが入っているが、

モンゴル語では配慮の気持ちまでは込められていない。｛例文（37）｝ 
 

bayi-（存在・コピュラ動詞）の過去形である bayi-jai と bayi-Gsan のどちらも未来を示す

副詞と共起し、「心的過去」を表すことができる。しかし、bayi-jai は bayi-Gsan より「発見」

の＜結果・状態の描写＞の＜結果性＞および「思い出し」の過去に予定されていた「確実

な予定」の＜確実性＞を表現できる性質を持っている。そしてその性質から話し手にとっ

て、認識の変化が起こった場合の「発見」「思い出し」「話し手の知識修正」に使用される。

bayi-Gsan は bayi-jai とは異なり、連体形でも使用される性質から、ほかのモダリティ要素、

例えば「思い出し」には ügei de（じゃないか）、「新事実の確認」には yum uu（のか）と

共起している場合に使用される。 

 次の章において、話し手が事態を発見したの際に、-jai と -Gad bayi-na のどの形式を用

いるかについて分析する。 
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第八章  事態発見におけるテンス・アスペクト形式の使用条件 
   
          
8.1. 序 
モンゴル語のテンス、アスペクト形式である -jai と -Gad bayi-na 形式の使用条件を日本

語の「タ」と「テイル」と対照しつつ、話し手が事態を発見したの際に、どの形式を用い

るかについて分析する。事態発見における「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言語

化することについて検討し、ミラティビティとの関連について考察する。 
 

8.1.2. モンゴル語のテンス・アスペクト体系    
Cenggeltei（1991）、松岡（2008）Badma（2012）に述べられているモンゴル語のテンス・

アスペクト体系を参考すると、現代モンゴル語のアスペクト体系は、1.動作の継続につい

て、無標の「一般相」（ゼロ形式）と有標の「継続相」（副動詞+bayi-）が対立を成してお

り、2.有標の「継続相」は、さらに、動作の継続を動きのあるものとして捉えるか、動き

のないものとして捉えるかにおいて「動的継続相」（-ju bayi-）と-Gad bayi-）の対立「静的

継続相」（-a をなしている。3.有標の「継続相」は、さらに、動作が継続する時間的長さに

おいて、「継続相」（-ju bayi-）と「長期継続相」（-GsaGar bayi-）の対立をなす）と述べて

いる。そして、モンゴル語のアスペクト・テンス体系は以下表 8-1 のようにまとめられる。 

 

              表 8-1  モンゴル語のテンス・アスペクト体系  

          アスペクト  

 

一般相 

 

               継続相 

動的継続相 静的継続相 長期継続相 
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   テンス -φ- -ju byai- -Gad bayi- -GsaGar bayi-  

非過去 -na -na -ju bayi-na -Gad bayi-na -GsaGar bayi-na 

過去 

             

 

-Gsan 

  -la 

  -jai 

  -ba 

-Gsan 

-la 

-jai 

-ba 

-ju bayi-Gsan 

-ju bayi-la     

-ju bayi-jai 

-ju bayi-ba 

-Gadbayi-Gsan 

-Gad bayi-la 

-Gad bayi-jai 

-Gad bayi-ba 

-GsaGar bayi-Gsan 

-GsaGar bayi-la 

-GsaGar bayi-jai 

-GsaGar bayi-ba 

 
このように、モンゴル語の過去形及び完成相には -jai の他に -Gsan、-ba、-la の 3 種類

（p.106 参照）が存在するが、本章では、目の前の現在の状態を表現する場合に使用され

る -jai 及び -Gad bayi-na を研究の対象とし、その使い分けについて考察する。モンゴル語

と日本語は共に SOV 型言語で、文法形式の対応も比較的明確である。工藤（1995）で述

べられている日本語の文法体系と、モンゴル語の文法体系を対照すると、テンス・アスペ

クトの文法形式も両言語は基本的に対応していると言える。これらの対応関係を表 8-2 に

示す。 
  表 8-2 日本語とモンゴル語のテンス・アスペクト形式及び意味的対応関係 

       日本語 モンゴル語 
一般相 継続相 一般相 継続相 
 動作進行 結果状態  動作進行 結果状態 

非過去 スル    シテイル -na -ju  bayi-na -Gad bayi-na 

過去 シタ シテイタ -jai -ju bayi-jai -Gad bayi-jai 

 
両言語のどちらも、アスペクトのカテゴリ-において、完成相と継続相を持つ。そして、

その両形式はさらにテンスによって非過去形と過去形に分かれている。具体的な形式を挙

げると、モンゴル語のテンスの過去形及びアスペクトの完成相 -jai は日本語の「タ」に対

応し、モンゴル語の継続相 -ju bayi-na と-Gad bayi-na が日本語の 「テイル」に対応してい

ると言える。日本語の結果状態形の 「テイル」には、モンゴル語の結果状態形 -Gad bayi-na 
が対応する。どちらも動作の結果・変化の結果状態を表すので、ここではこれらの形式を

「結果状態形」と呼ぶ。日本語とモンゴル語における継続相を具体的な例で示すと、（1）
のようになる。 
 
(1) a. 氷が溶けている。（結果状態／進行状態） 

b. MOsO qayilu-Gad bayi-na. （結果状態） 

     氷 溶ける-CV EX.V-PRS   

   「氷が溶けている（溶けた状態にある）」  
c. MOsO qayil-ju bayi-na. （進行状態） 
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   氷 溶ける-CV EX.V-PRS    

「氷が溶けつつある。」  
 

日本語では（1a）のように、「テイル」は結果状態を表すが、場合によっては進行状態

も表すことができる。一方、モンゴル語では、結果状態を表す場合は、（1b）のように結

果状態形の -Gad bayi- が使用され、進行状態を表す場合は、（1c）のように進行形の -ju 
bayi-28 が使用される。つまり、日本語では結果状態及び進行状態を 「テイル」という同

一の形式で表す。これに対して、モンゴル語では結果状態を -Gad bayi- で表し、進行状態

を -ju bayi- で表しており、形式が使い分けられている。 
 

8.1.1. 研究の背景・目的 
日本語とモンゴル語が類似した文法構造を持つ言語であることは、よく知られている。 

（2）のように、過去の出来事を叙述する場合、日本語では 「タ」、モンゴル語では -jai

が使用され、（3）のように現在の結果状態を叙述する場合、日本語では 「テイル」、モン

ゴル語では -Gad bayi-na が使用されている。 
 

状況：前を歩いている人が本を落としたのを見てすぐ、落とした人に向かって 
(2) a.本が｛落ちましたよ／*落ちていますよ。｝ 

b. Nom-cini { una-jai  Siu / *una-Gad bayi-na  Siu. } 
本-2ND   落ちる-PST よ/ 落ちる-CV EX.V-PRS よ 

「本が 落ちましたよ／落ちていますよ」 
 

状況：キャンパスで誰かが落としてた本を発見して 
(3) a.本が｛*落ちた／落ちている。｝ 

     b. Nom { *una-jai / una-Gad bayi-na.} 

   本     落ちる-PST / 落ちる-CV EX.V-PRS 

   「本が 落ちた／落ちている」 
 

 例文（2）（3）から、「タ」には -jai が、「テイル」には -Gad bayi-na が同じ場面に使用

されていることが分かる。ところが、（4）（5）のように、同じ目の前の現在の状況を表現

しているにも関わらず、日本語とモンゴル語の表現が対応しない例が見られる。 
 

状況：相手の服のボタンがとれているのを発見して 

                                                   
28 松岡 （2008） によれば、-ju bayi- が動作終了後の結果状態を動きのあるものとして捉えら

れる限界動詞と結合した場合は「結果性」を表す場合があるという。 
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(4) a.ボタンが｛*とれた／とれている。｝（生越 1997:139）     

b. Tobci-cini { una-jai / una-Gad bayi-na.} 
ボタン-2NG  とれる-PST /とれる-CV EX.V-PRS 

「ボタンが  とれた／とれている」 
 
状況：死体を発見してすぐ 
(5) a.人が｛*死んだ／死んでいる。｝（生越 1995:191） 

b. KUmUn { UkU-jei / ? UkU-ged bayi-na.} 

     人   死ぬ-PST / 死ぬ-CV EX.V-PRS 

「人が 死んだ／死んでいる」 
 
日本語では （4a）（5a）のように、結果状態形の 「テイル」で表現される。それに対

して、モンゴル語では（4b）（5b）のように、過去形の -jai で表現されている。（4）（5）
から、目の前に何らかの動作・変化の結果状態が存在する場合の状況において、日本語で

は、結果状態形 「テイル」が使用されているのに対して、モンゴル語では、過去形 -jai

が使用されるという相違が見られる。このような両言語の語用論上の共通点や相違点に着

目しながら、モンゴル語 -jai と-Gad bayi-na の使用条件の特徴について検討する。 
本章では、上述した例文（1）～（4）ように、事態発見における「ある変化の結果状態

を見た時」の情報を言語化する場合について考察する。そして、この場合における両言語

の -jai と 「タ」及び -Gad bayi-na と 「テイル」の相違点・共通点を整理することを通

して、モンゴル語のおける -jai29 及び -Gad bayi-na の使用条件の特徴を究明することを目

指す。 
 

8.2. -jai と-Gad bayi-na の使用条件の検証 

ある変化の結果状態を見た時に使用される -jai と-Gad bayi-na の形式の使用条件を「変

化経緯の把握」と「情報の言語化」という観点から考察する。なぜなら、これらが語用論

的背景と文法形式の選択とは密接に関わっていると考えられる。このことを 2.1 節以降で

具体的例を示しながら概観していく。 

 

                                                   
29 -jai について、Kürel-baGatur (2007)では、-ǰee と表記し、話し手と聞き手のいずれの情報の

縄張りにも属さない出来事を述べる際に多く使われる。当該出来事が発生・完了したことを話

し手と聞き手のいずれも最初から知っていたのではなく、後で知ったことを示すと述べている。

ジンガン(2010)でも、-ǰee と表記され、「結果性」という意味素性があり、基準時における状況

となんらかの関係がある実現済みの事柄を表現することが多いと述べている。 
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8.2.1.「変化経緯の把握」の観点から 
生越（1997）では、「ある変化の結果状態を見た時」について、「変化経緯の把握」とい

う観点から日本語の 「タ」と 「テイル」を韓国語と対照しながら、次の（6）のように

日本語の特徴を述べている。「変化経緯の把握」とは、目の前に変化の結果状態がある場合、

その変化の過程を直接見聞したりするという直接知覚や変化前、変化原因を把握するとい

うように、話し手が変化の全体の経緯を把握していることを指す。「タ」・「テイル」が、「変

化経緯の把握」によって以下のように使い分けがあると指摘している。 
 
(6) 「タ」：直接知覚したのと同程度に変化の経緯全体を把握できた時に使用される。 

 「テイル」：経緯全体が把握できない時に使用される。 
 
日本語では、話し手がこれまでの経験をもとにその変化の過程、全体を完全に把握でき

るなら、「タ」が使用され、把握出来ないなら 「テイル」が使用されるということである。

本節では生越 （1997） の「変化経緯の把握」という概念を援用して、日本語と対照しつ

つ、モンゴル語の -jai と-Gad bayi-na について検討する。 
 

状況：前を歩いている人が本を落としたのを見てすぐ、落とした人に向かって 

(7) a.本が｛落ちましたよ／*落ちていますよ。｝ 

b. Nom-cini { una-jai  Siu / *una-Gad30 bayi-na  Siu. } 
        本-2ND   落ちる-PST よ/ 落ちる-CV EX.V-PRS よ 

     「本が 落ちましたよ／落ちていますよ。」 

 

ある変化の結果状態を見た時、「変化経緯の把握」という観点から見れば、（7） のよに、

日本語とモンゴル語では、話し手がその変化の過程を直接知覚し、全体の経緯を完全に把

握できるなら、「タ」・-jai が使用される。ところが、（8）のように、話し手がある変化の

結果状態を見た時にその変化の経緯を把握できない場合、日本語では 「テイル」が使用さ

れ、 「タ」は使用されないが、モンゴル語では、-jai と-Gad bayi-na のどちらも使用可能

である。 

 

状況：相手の服のボタンがとれているのを発見して 

(8) a.ボタンが｛*とれた／とれている。｝（再掲 生越 1997:139）     

b. Tobci-cini { una-jai. / una-Gad bayi-na.} 

        ボタン-2ND  とれる-PST / とれる-CV EX.V-PRS 

      「ボタンが  とれた／?とれている」 
                                                   
30 -Gad は母音調和により、-ged になる場合がある。 
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このことから、日本語とモンゴル語において、テンス・アスペクトの使用に相違が見ら

れることが分かる。日本語では話し手が変化の経緯を把握していない場合は 「テイル」が

使用されるが、モンゴル語では話し手が変化の経緯を把握していない場合は -jai が使用可

能である。その他、日本語とモンゴル語のどちらも、変化の過程を全体的に再現できる必

要はなく、話し手が主体の変化前の状態をはっきり記憶し、話し手が主体の変化前と変化

後の状態の違いに気が付ついた場合は、「タ」・-jai が使用される。 

 

状況：凍るかどうかがわからない自分で作った氷菓子を冷凍庫に入れて、次の日に冷凍庫

を開けた時に凍っているのを見て 

(9) a. 凍った／?凍っている 

b. KOlde-jei / ? kOlde-ged bayi-na 

凍る-PST  /  凍る-CV  EX.V-PRS 

「凍った／?凍っている」 

 

状況：よく止まる時計が止まるのをみて 

(10) a. あっ！｛止まった／止まっている。｝（生越 1995:200） 

b. A!   { joGso-jai / joGso-Gad bayi-na.} 

あっ  止まる-PST / 止まる-CV EX.V-PRS 

「あっ！止まった／止まっている」 

 

例文（9）（10）の場合、話し手は「氷菓子が凍っていない」「時計が止まっていない」と

いう主体変化以前の状態を覚えており、かつ変化後の状態に気付いている。このように、

両言語は、話し手が主体の変化前と変化後の状態の違いを知り、経緯を把握できた場合 
「タ」・-jai が使用される。次に、変化前の状態を話し手が見ていない例を示す。 

 

状況：自分でも菊を育てている人が菊の花の品評会に行って、出品している花を見ながら 

(11) a. きれいに｛咲いたな／咲いているな。｝（生越 1997:143） 

b. Saiqan { delgere-jei / delgere-ged bayi-na.} 
きれい    咲く-PST  / 咲く-CV  EX.V-PRS 

「きれいに 咲いた／咲いている」 

 

  例文（11）において、話し手は変化の瞬間だけではなく、変化前の状況も直接見ていな

い。しかし、日本語では、「タ」が使用されるのは話し手自身も菊を育てているため、類似

した変化を何度か見ている場合である。もし、話し手が菊の花をあまり見たことがない人

だと、「タ」が使いにくくなる （生越 1997）。つまり、これまでの経験をもとにその変化
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の過程全体を完全に把握できるなら、「タ」が使用される。同様な状況で、モンゴル語の -jai

も使用される。日本語とモンゴル語の 「タ」と-jai が使用される条件は、「変化経緯の把

握をしている」という場合は共通しているが、「変化の経緯の把握をしていない」という場

合は異なる。それは -jai が使用されるには話し手が変化前の状態を知っているか否かは重

要ではない。日本語では経緯が把握できたとする基準、つまり 「タ」が使用される基準が

きびしいが、モンゴル語の -jai はそうでもない。このことについて、次の例文で見ていく。 

 

状況：喫茶店で A と B の二人が話している。話し終わって A が先に立とうとした時、テ

ーブルの下に B の手袋が落ちているのに気が付いた。A がまだ座っている B に対し

て 

(12) a.手袋が｛落ちた／落ちている。｝（生越 1997:144） 

b. Begelei-cini { una-jai / una-Gad bayi-na.} 

手袋-2ND    落ちる-PST / 落ちる-CV EX.V-PRS  

「手袋が 落ちた／落ちている。」 

 

状況：喫茶店で A と B 二人が話している。話しが終わって A が先に立とうとした時、テ

ーブルの下に A のものでも B のものでもない、誰かの手袋が落ちているのに気が付

いた。A がまだ座っている B に対して 

(13) a.手袋が｛?落ちた／落ちている。｝（生越 1997:144） 

b. Begelei ni { una-jai / una-Gad bayi-na.} 

手袋-3RD  落ちる-PST / 落ちる-CV EX.V-PRS  

「手袋が  落ちた／落ちている。」  

 

日本語に着目すると、（12a） は話し手が落ちている手袋が「誰のものであるか知ってい

る」ことから、直接知覚したのと同程度に変化の経緯全体を把握できると説明でき、「タ」

が自然に使用できる。一方、（13a） は「誰の手袋であるか知らない」という変化の経緯が

把握できない状況であるため 「テイル」が自然で、「タ」が不自然である。変化の経緯が

把握できない状況の場合は基本的に目の前の状況の情報を 「テイル」によって表現され

ている。これに対して、モンゴル語では、話し手が落ちている手袋が「誰のものであるか」

を知っているか否かに関わらず、（12b） （13b）のどちらも変化の瞬間を言語化し、-jai が

自然に使用できる。 

以上の考察をまとめると、変化が起きた時の様子を話し手が見聞したという直接知覚し

ている場合、または変化前の状況及び変化原因を直接知覚している場合、つまり話し手が

変化の経緯を把握している場合は 「タ」」と-jai が使用されるところが共通している。し

かし、話し手が変化の経緯を把握していない場合は、日本語では 「テイル」が使用される

が、モンゴル語では -jai と-Gad bayi-na が使用される。これらを表 8-2 のようにまとめるこ
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とができる。 

         表 8-2 両言語の変化経緯の把握による相違 

変化経緯の把握による状況 両言語の使用される形式     例文 

把握している 「タ」    -jai         ボタンがとれた。 

Tobci cini una-jai.  

 

把握していない 

 

「 テ イ ル 」  -jai /-Gad 

bayi-na 

ボタンがとれている。 

Tobci cini una-jai.  

Tobci cini una-Gad 

bayi-na. 

 

モンゴル語では「変化の経緯を把握」していない場合 -Gad bayi-na の他、-jai も使用さ

れるのは、変化の瞬間の情報を言語化する「意外な情報の言語化」と密接に関わりがある

のではないと思われる。次に「情報の言語化」の観点からその特徴を探る。 

 

8.2.2.「情報の言語化」の観点から 
話し手が変化経緯を把握していない場合の「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言

語化することについて、「一次的情報」の言語化と「二次情報」の言語化とに分けて考える

ことができる。そして、一次的情報と二次情報の視点から -jai と-Gad bayi-na の使用の相

違を探る。 

 

8.2.2.1. 一次的情報及び二次情報 

「一次的情報」の言語化とは、話し手が直接観察している発見直後である生の情報を言

語化する場合を指し、「二次情報」の言語化とは、話し手が観察によって得た情報を頭の中

で処理したことにより、鮮度が落ちてしまう情報を言語化する場合を指す。ある情報を言

語化する時、次の（14）は一次的情報を言語化し、（15）は二次情報を言語化していると考

えられる。 

 

状況：死体を発見してすぐ 

(14) a.人が｛ ?死んだ／死んでいる。｝（再掲 生越 1995:191） 

b. KUmUn { UkU-jei / ? UkU-ged bayi-na.} 

     人    死ぬ-PST / 死ぬ-CV EX.V-PRS 

   「人が 死んだ／死んでいる」 

 

状況：ニュースで現場の記者が 

(15) a. 道端で人がたくさん｛?死にました／死んでいます。｝（生越 1997:148） 

b. jam-un   xajaGu-du  olan kUmUn  { ? UkU-jai / UkU-ged bayi-na.} 
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 道-GEN  端-DAT   多い人      死ぬ-PAS / 死ぬ-CV EX.V-PRS 

 「道端で人がたくさん ?死にました／死んでいます」 

 

日本語において、（14a） の一次的情報及び （15a） の二次情報に関わらず、どちらも 「テ

イル」で表現されている。一方、モンゴル語では（14b）の一次的情報の場合は -jai で表

現され、（15b）の二次情報では、-Gad bayi-na で表現されている。（14） の場合は、発見

直後である生の一次的な情報となり、「人が死んでいない」から「人が死んだ」という変化

の瞬間の情報をモンゴル語では -jai によって自然に言語化されている。これに対して、日

本語では変化の瞬間の情報を 「タ」によって言語化できず、基本的に目の前の状況の情報

を 「テイル」で言語化されている。（15b） の場合は、ニュースの記者が、発見の直後の

一次的な生の情報から、既に頭の中で処理した上での二次的な情報に換えられ、客観的に

描写している。この場合は、両言語共に -Gad bayi-na と 「テイル」が使用される。次の

例文も同様な解説ができる。 

 

状況：腕時計が止まっているのに気が付いて 

(16) a. あっ！｛*止まった／止まっている。｝（生越：1995:191） 

b. aa ! { joGso-jai / ? joGso-Gad  bayi-na.} 

あっ 止まる-PST / あっ 止まる-CV EX.V-PRS 

「あっ！止まった／止まっている」 

 

状況：腕時計が止まっているところで、友たちに時間を聞かれた場合 

(17) a.私も知らない、見て、私の腕時計が｛*止まった／止まっている｝ 

b.bi basa mede-kU-Ugui , Uje, minU  Gar cag {* joGso-jai / joGso-Gad bayi-na} 

私 も 知る-NEG    見て 私の 腕 時計  止まる-PAS 止まる-CV EX.V-PRS 

「私も知らない、見て、私の腕時計が  止まった/止まっている」 

 

 例文（16）の場合は、生の一次的な情報となり、その変化の瞬間をモンゴル語では -jai

によって言語化しているが、日本語では、目の前の状況の情報を 「テイル」で言語化して

いる。（17）の場合は、「腕時計が止まっている」という目の前の状況が既に以前に見たこ

とがある状況であり、その情報を改めて客観的に描写している。これは、既に話し手の世

界観の一部である知識となっている二次情報であるため、両言語ともに 「タ」と-jai が不

自然で、-Gad bayi-na と「テイル」が自然である。 

日本語とモンゴル語では、目の前の状況が、以前自分で見聞きした状況であり、それを

他の人に報告したり、自分で再確認したりするなどの二次情報の場合、必然的に -Gad 

bayi-na と「テイル」によって表現される。これらの場合は、話し手がすでにその状況を知

っているわけであるから、変化後の状態が存在することを表現している存在表現と言える。



                                              
                               

135 
 

ではなぜ、一次的情報においては、日本語では 「テイル」によって表現されるが、モンゴ

ル語では -jai でも表現可能であろうか。これらについて、次に「意外な情報」の観点から

考察する。 

 

8.2.2.2.「一次的情報」の言語化 

モンゴル語では、「変化経緯を把握していない」時の一次的情報を表現する場合 -jai と

-Gad bayi-na が使用可能である。それは、話し手にとっての「意外な情報」と「一般的な

情報」の言語化ということと密接に関わっていると思われる。例えば、（18）では、話し手

にとって、常識の世界において起こるべきではないという「意外性」、もしくはあり得ない

という「驚き」の変化を知ったのである。 

 

状況：金庫の中にお金を入れて保管していたが、ある日お金がなくなっている状況をみて 

(18) a.あ！お金が  なく｛?なった／なっている。｝ 

b. A !  joGos  alaGa { bol-jai / *bolo-Gad bayi-na.} 

あ   お金  ない なる-PST / なる-CV EX.V-PRS 

「あ！お金が なく なった／なっている」 

 

例文（18）のように「お金がなくなっている」という意外な情報を描写する場合、モン

ゴル語では -jai が自然であるが、日本語では 「テイル」が自然である。一次的情報を表し

ている上述の（14）（15）でも、「人が死んでいる」「腕時計が止まっている」という意外な

状況に直面し、意外な情報を言語化する場合と同様に -jai が自然であるが、日本語では 「テ

イル」が自然である。また、一次的情報でも、話し手にとって「意外な情報」ではない状

況に直面する場合がある。 

 

状況：キャンパスで誰かが落としていた本を発見して 

(19) a.本が｛ *落ちた／落ちている。｝ 

b. Nom { *una-jai / una-Gad bayi-na.} 

         本      落ちる-PAS / 落ちる-CV EX.V-PRS 

      「本が 落ちた／落ちている」 

 

 例文（19）では、話し手にとって、常識の世界において起こるべきではない、もしくは

あり得ないという変化ではなく、常識の世界において起こってもよい、もしくはありえる

ことである。従って、「意外な情報」ではなく、常識の中ではあってもよいことから、ただ

の目の前の「一般情報」の存在を言語化している場合と言える。この場合は両言語ともに 

-Gad bayi-na と 「テイル」が使用される。 

また、「ある変化の結果状態を見た時」の一次的情報が、ある話し手にとっては常識の世
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界において「意外な情報」であるが、別の話し手にとっては「一般的な情報」であるとい

う状況もありうる。モンゴル語では、前者の場合は -jai が使用され、後者の場合は -Gad 

bayi-na が使用される。 

 

状況：秋、公園に行ったところ、春咲くはずの桜の花が咲いているのを見て 

(20) a.桜が｛? 咲いた／咲いている。｝（生越 1997:147） 

b. SakUra { delgere-jei / delgere-ged bayi-na.} 

桜       咲く-PST / 咲く-CV EX.V-PRS 

「桜が  咲いた／咲いている」 

 

 例文（20b）のように、桜が秋に咲いているのを見た場合、話し手は自分の常識と直面し

ている。話し手が「その変化はあり得ない」と認識し、話し手にとっての「意外な情報」

を言語化する場合は -jai が自然になる。一方、話し手が「地球温暖化により不思議ではな

い、ありうる」と認識し、話し手にとっての「一般情報」を言語化する場合は -Gad bayi-na

が使用される。モンゴル語では、「意外な情報」の言語化する場合に -jai が使用されるが、

日本語では、（20a） のように、「意外な情報」でも、「テイル」が使用される。次の例文も

同様な解説ができる。 

 

状況：相手の服のボタンがとれているのをみて 

(21) a.ボタンが｛*とれた／とれている。｝（再掲 生越 1997:139）     

b. Tobci-cini { una-jai. / una-Gad bayi-na.} 

         ボタン-2ND  とれる-PST / とれる-CV EX.V-PRS 

      「ボタンが  とれた／?とれている」 

 

モンゴル語の（21b）では、話し手にとって「ボタンがとれてていない」から「ボタンが

とれている」という変化の「意外な情報」を認識し、言語化する場合は -jai が使用される。

一方、意外な認識がなく、ただ目の前の「ボタンがとれている」という「一般な情報」を

言語化する場合は -Gad bayi-na が使用される。 

 以上で述べたことをまとめると、日本語では、一次的情報における「意外な情報」「一般

情報」のどちらにも、基本的に目の前の情報を 「テイル」で言語化している。一方、モン

ゴル語では、今観察している一次的情報の場合では、「意外な情報」及び「一般情報」に分

けられるということになる。前者の場合は、-jai が使用され、後者の場合は -Gad bayi-na が

使用される。この現象について、ミラティビティ（mirativity）という概念から考えてみた

い。 

ミラティビティとは「接した情報を受け入れる準備ができていない」「接した情報がまだ

自分の信念体系に組み込まれていない」といった、受け入れ準備なし、期待外の気持ちと
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結びつく概念とされる（DeLancey 1997:39）。つまり、話し手の驚きを言語的にコード化す

ることである。本章の概念と結びつけて言えば、「ある変化の結果状態を見た時」の情報が

話し手にとって新しい知識を提供するか、それとも既に話し手の世界観の一部となってい

る知識に過ぎないかを区別するものであると言える。モンゴル語では、話し手の常識の中

であってはならないという「驚き」「意外性」により、新情報の「意外な情報」において、

-jai が使用されることから、ミラティビティを表現できると言える。一方、常識の中ではあ

ってもよいことから、ただ目の前の状況を言語化する「一般情報」において、-Gad bayi-na

が使用されることから、ミラティビティを表現できないと言える。次に日本語と対照しな

がら考察する。 

 

8.3. -jai・Gad bayi-na と 「タ」・「テイル」の対照 
「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言語化することについて、モンゴル語の -jai

と-Gad bayi-n 及び、日本語の 「タ」と 「テイル」のそれぞれの形式における使用条件の

共通点及び相違点をまとめ、その理由を探る。 

 

8.3.1. 日本語とモンゴル語の共通点 
「二次情報」の言語化、「一般情報」の言語化、-Gad bayi-na・テイルと限界動詞の観点か

ら、両言語の共通点についてまとめる。 

 

8.3.1.1.「変化経緯を把握」している場合 

変化が起きた時の様子を話し手が見聞したというように直接知覚している場合、または

変化前の状況及び変化原因を直接知覚している場合、つまり話し手が変化の経緯を把握し

ている場合は 「タ」と-jai が使用されるところは共通している。 

 

8.3.1.2.「二次的情報」の言語化 

「二次情報」とは、発見直後の生の情報から頭の中で処理した上で、客観的に言語化す

る情報である。既に話し手の世界観の一部となる知識となっているため、両言語ともに 

-Gad bayi-na と「テイル」が自然である。目の前の状況が、以前自分で見聞きした状況であ

り、それを他の人に報告したり、自分で再確認したりするなどの二次情報の場合、-Gad 

bayi-na と「テイル」によって表現されるところは共通している。これらの場合は、話し手

がすでにその状況を知っているわけであるから、変化後の状態が存在することを表現して

いるだけの客観描写である存在表現と言える。 

 

8.3.1.3.「一般情報」の言語化 

「一般情報」とは話し手にとって、常識の世界において起こるべきではない、もしくは

あり得ないという変化ではなく、常識の世界の中であり得る、もしくは、起こってもよい
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情報である。従って、あり得ないという「驚き」「意外性」を伴わず、ただの目の前の存在

を描写している「一般情報」の言語化であるため、両言語ともに -Gad bayi-na と 「テイ

ル」が使用される。 

 

8.3.1.4. 動詞の種類によって 

「二次情報」の言語化と「一般情報」の言語化に -Gad bayi-na と 「テイル」が使用さ

れるのは、動詞の種類から言えば、限界動詞と密接に関係する。工藤 （1995）では、日本

語の限界動詞と非限界動詞について次のようにまとめている。 

 

(22) a.主体動作・客体変化動詞   内的限界動詞 

b.主体変化動詞    

c.主体動作動詞        非内的限界動詞 

 

モンゴル語でも、松岡 （2008） によれば、限界動詞とは動詞の中で -Gad bayi-が「結

果性」31を表すことができる動詞を指す。非限界動詞とは、動詞の中で-Gad bayi- が「結

果性」を表すことができないものを指すと規定している。-Gad bayi-na と 「テイル」が限

界動詞と非限界動詞と結合する場合の相違について次の例文で見ていく。 

 

(23)  a.犬が死んだ。（限界動詞 ＜過去＞） 

b.noqai  UkU-jei.（限界動詞 ＜過去＞） 

犬   死ぬ-PST 

「犬が死んだ」 

 

(24) a.犬が死んでいる。  （限界動詞 ＜結果状態＞） 

b. noqai UkU-ged bayi-na.（限界動詞  ＜結果状態＞） 

犬  死ぬ-CV EX.V-PRS 

「犬が死んでいる」  

 

限界動詞と結合した過去形及び結果状態形の （23）（24） は、ともに同じ状況「犬が完

全に死んでいる」ことを表し、パーフェクト形式である。日本語とモンゴル語では、過去

形は、動作が完了したことに焦点を置いているのに対して、結果状態形は、動作が完了し

た後の結果状態に焦点を置いている 。次は非限界動詞の例を見る。 
                                                   
31 本章で扱う「結果状態」を松岡 （2008） では「結果性」という表現を用いている。 
日本語とモンゴル語の非限界動詞であっても、動詞以外の成分によって、任意に終了限 

  界を定めることができる。 
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(25)  a.太郎が本を読んだ。（非限界動詞 ＜過去＞） 

b.Dorj  nom  ungSi-jai.（非限界動詞 ＜過去＞） 

ドルジ 本    読む-PST 

「ドルジは本を読んだ。」 

 

(26)  a.太郎が本を読んでいる。   （非限界動詞 ＜継続＞） 

b.Dorj  nom  ungSi-Gad bayi-na.（非限界動詞 ＜反復＞） 

ドルジ  本   読む-CV EX.V-RES 

「ドルジは本を（何度も・いつも）読んでいる。」 

 

 非限界動詞では （25） の 「タ」・-jai は、同様な動作が完了したことを表すが、（26）

の 「テイル」・-Gad bayi-na は限界動詞と違って、結果状態を表すことができない。日本

語では、「テイル」と共起すると限界動詞は＜結果相＞を実現するのに対して、非限界動詞

は＜進行相＞のみを実現し（睦 2011）、かつ「いつも」「毎日」という表現を伴うと＜反復

＞の意味で用いられる。モンゴル語では、非限界動詞と結合した -Gad bayi- が「いつも、

何度も」行われる動作を表し、「多回性」や「反復性」を表す （松岡 2008）。つまり、非

限界動詞と結合した場合 「テイル」と-Gad bayi- が「結果性」いわゆる「結果状態」を表

すことができない場合がある 32。（26）のように基本的に、日本語では＜継続＞を表し、モ

ンゴル語では＜反復＞を表している。 
従って、両言語は、（23）（24）のように、「タ」と「テイル」・-jai と-Gad bayi-が、限界

動詞と結合すると「現在の状態に対する発話」という場面を共に表現できる。両言語では

限界動詞と「テイル」・-Gad bayi- が結合すると「ある変化の結果状態」を表現できるとこ

ろでは共通している。このように、-jai と-Gad bayi- 及び 「タ」と「テイル」が、「ある

変化の結果状態を見た時」の同様な状況を表せるのは、限界動詞と結合した場合によく見

られるということになる。従って、「一般情報」「二次情報」に -Gad bayi-na と 「テイル」

が限界動詞と結合した場合により多く見られる。 

 

8.3.2. 日本語とモンゴル語の相違点 
「変化経緯の把握」できない場合、「意外な情報」の言語化、両言語におけるテンス・アス

ペクトの使用範囲の相違という観点から、両言語の相違点をまとめ、その理由を探る。 

 

                                                   
32 日本語とモンゴル語の非限界動詞であっても、動詞以外の成分によって、任意に終了限 

  界を定めることができる。 
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8.3.2.1.「変化経緯の把握」ができない場合 

「ある変化の結果状態を見た時」話し手が時間の流れにそった全体の経緯を把握できな

い場合、日本語では 「テイル」が使用されるのに対して、モンゴル語では -jai 或いは -Gad 

bayi-na が使用される。全体的な経緯は把握されていなくても、モンゴル語では-jai は使用可

能であるが、日本語では「タ」は使用不可能というところが異なっている。 

 

8.3.2.2.「意外な情報」の言語化 

モンゴル語の -jai は、話し手の常識の中であってはならないという「驚き」「意外性」に

よる「意外な情報」に使用されることから、ミラティビティを表現できる。そして、-Gad 

bayi-na は常識の中であり得る、もしくは、あってもよいという「一般情報」を言語化する

場合に使用されることから、ミラティビティを表現できない。これに対して、日本語では

「意外な情報」や「一般な情報」に関わらず、基本的に目の前の状況の情報は 「テイル」

で言語化されるというような相違が見られる。 

定延 （2014） によれば、日本語の 「タ」が使用されるには、「期待」とは別の「探索

意識」と「キャラクタ」によって左右されるという。また、井元 （2010）でも、例えば「落

ちた」の「タ」が使用されるのは過去スペースにイベントがアンカリングされたというこ

とを意味するという。つまり、変化の過程を目撃している「観察」や変化以前の状態を知

っている「探索」によって、使用される条件になるので、実現の現在スペースには現在の

過去スペースしか結び付けられない。言い換えると、発話時における「発見」や「確信」

は、過去における変化経緯を把握過程による「観察」や「探索」に結び付けることによっ

て可能になる。日本語の 「タ」は、過去と関連がある「探索」や「観察」によって使用さ

れるところでは、モンゴル語の過去となんらかの関連（事前の潜在的な想定や既存知識）

があり、かつ認識の変化は起こった場合の「発見」に使用される bayi-jai（本論文の第七章

に詳しく述べてある）と近いところがある。また、「落ちている」の 「テイル」について、

秋月（2011）によれば、「その場で気が付いた状態」と述べているという。では、井元の考

察している「落ちた」と秋月の考察している「落ちている」をモンゴル語と比較対照する

と次の表 8-3 のようになる。 

 

表 8-3 相手の服のボタンが取れているのを見て・・・ 

情報 認識過程 形式      例文 

観察 

 

探索 

変化     発見  

    完了 

       確信 

 

「タ」 

 

ボタンがとれた。 

その場で気が付いた状態 探索なし 「テイル」 ボタンがとれている。 

観察・探索 発見・確信   
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その場で気が付いた状態 

 

意外な情報 （探索なし） 

-jai Tobci cini una-jai 

その場で気が付いた状態 一般的な情報 （探索なし） -Gad 

bayi-na 

Tobci cini una-Gad 

bayi-na. 

 

モンゴル語では、「観察・探索」の他、「その場で気が付いた」情報である「意外な情報

（ミラティビティ）」でも-jai によって表現できる。一方、日本語では、その場で気が付い

た情報である「意外な情報」の受け入れの準備なし、期待外の気持ちと結び付く概念と 「タ」

は、そのまま無条件で同一視できるような関係にはないということになる。日本語では、

その場で気が付いた「意外な情報」は「テイル」で言語化されるが、モンゴル語では -jai に

よって言語化される。 

 

8.3.2.3. 両言語におけるテンス・アスペクトの使用範囲の相違 

両言語におけるテンス・アスペクトの使用に相違が見られるのは、どのような状況を過去

と扱うか、どのような状況を結果状態と扱うかという語用論的な制約の違いによるもので

ある。両言語の相違を図式化して示すと、次の図 8-1 のようになる。 

 

(27)         
   |←    変化の経緯を把握できない       →|←   把握できる   →| 

-テイル  -タ 

  -Gad bai-n      -jee 

     | ←   一般情報   →|←   意外な情報   →|←   変化の経緯を  →|   

          変化の経緯を把握できない            把握できる    

 

                 図 8-1 両言語のテンス・アスペクトの使用範囲の相違 

 

日本語では 「タ」が使用される基準は制限されている。「タ」を使うには、話し手が変

化の経緯を把握している場合の変化の様子を直接知覚したり、その変化と類似の体験をし

たりというような情報量を持っていなければならない（生越 1997）。これに対してモンゴ

ル語では、-jai が使用されるには、話し手が変化の経緯を把握している場合の変化の様子

を直接知覚したり、その変化と類似の体験をしたりというような情報量を持っている場合

と持っていない場合のどちらも使用可能である。変化経緯を把握していない場合でも-jai 

が使用されるのは「意外な情報」の言語化に関わっているためだと考えられる。そのため、

日本語では、「テイル」の使用範囲がモンゴル語の -Gad bayi-na に比べて広いが、モンゴ

ル語では -jai の使用範囲は日本語の 「タ」より広い。 
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8.4．まとめ 
本章では、「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言語化することについて、モンゴル

語と日本語の語用論上の共通点や相違点に着目しながら、-jai と-Gad bayi-na の形式の使用

条件の特徴について検討した。その結果をまとめると表 8-4 のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表 8-4 -jai と-Gad bayi-na 及び 「タ」と 「テイル」の形式の使用条件 

変化の経

緯 
     情報の分類 日本語 モンゴル語 

把握できる 
探索 

あり  
①観察  A 発見・確信  

   タ  

 
例文

(7a,12a) 
-jai 

把握でき 

ない  

探索 

なし  

②一次的情報 

（その場で気つ

いた情報） 

B1意外な情報    
例文

(14b,16b） 

B2一般な情報   テイル -Gad bayi-na 

③ 二次情報  

（すでに知って

いる（p. 145）） 

C客観的情報  
例文

(14a,15a) 

 例文

（15b,17b） 

 

表 8-4 から分かるように、「ある変化の結果状態を見た時」の情報を変化経緯の把握でき

る場合と変化経緯を把握できない場合を「一次的情報」「二次情報」に分類して考えること

できる。それぞれの特徴は次の通りである。 

 
① 両言語において、話し手が直接知覚したのと同程度に、変化の経緯全体を把握してい
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る場合は 「タ」と-jai が使用されるところが共通している。一方、変化経緯を把握し

ていない場合は、日本語では 「テイル」が使用されるが、モンゴル語では -jai と-Gad 

bayi-na が使用される。 

 

② 変化経緯の把握していない場合の -jai -Gad bayi-na の使い分けを一次的情報と考えれ

ば、その違いが明らかになる。一次的情報において、話し手の常識の世界であり得な

い、もしくはあってはならない変化を知った「意外な情報」を言語化する場合、モン

ゴル語では-jai が使用される。一方一次的情報において、常識の世界であり得る、もし

くはあってもよいという「一般情報」の存在を言語化する場合は、-Gad bayi-na が使用

される。 

 

③ 話し手が変化経緯の把握できない状況では「一次的情報」の他に「二次情報」という

場合もある。二次情報において、話し手が観察によって得た情報を頭の中で処理した

上で言語化するため、情報の鮮度が落ちてしまい、既に話し手の世界観の一部となっ

ている知識であるため、-Gad bayi-na と 「テイル」が使用される。 

   第九章 結論 
 
 
9.1. 本論文のまとめ 
本論文では、現代モンゴル語の存在動詞 bayi- に関して、先行研究ではまだ検討されて

なかった言語現象を取り上げ、共時態における意味・用法を形態・統語論的な観点から、

日本語と対照しながら検討した。本論文は全 9 章から構成される。第 1 章の「序論」と第

2 章での「本研究の立場」を通して、取り上げた目的は次の通りである。 

 
(1)  存在動詞述語文の究明 
(2)  存在動詞の文法化した形式・用法の究明 
(3)  存在・コピュラ動詞おけるテンス形式に見られるムード用法の究明 
(4)  テンス・アスペクト形式における使用条件の究明 
(5)  日本語とモンゴル語の対照研究 

 
本節では、上記の 5 点の目的が各章とどのように結びついているのかを次に総括する。

存在動詞述語文について、第 3 章〜第 5 章において考察し、存在動詞の文法化した形式・

用法について、第 6 章で考察した。そして、存在・コピュラ動詞おけるテンス形式のムー

ド用法について、第 7 章において考察し、テンス・アスペクトの使用条件について、第 8

章で考察した。次に、章ごとに分けて研究成果をまとめる。日本語とモンゴル語における

対照研究を通して得られた研究成果は 9.2 節で述べる。 
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1. 存在動詞述語文 
  第 3 章では、存在動詞の存在文と所有文の相違について検討した。モンゴル語の存在

動詞を用いた所有文における Ø 格名詞句の「所有者」は、（「家」と「寝室」のように全体

-部分の関係を規定している場合を除くと）有生性でなければならないという制限があるの

に対して、存在文の Ø 格名詞句の「場所」は有生性の制限はない。また、定性の制限につ

いて、存在動詞を用いた存在文の Ø 格名詞句には定性の制限が課されていないのし対して、

存在動詞を用いた所有文の Ø 格名詞句には定性の制限が課されることが分かった。モンゴ

ル語も存在の意味と所有の意味では文中に現れる名詞句の文法関係は、日本語と同様に異

なることが分かった。 
 

第 4 章では、出来事存在文について検討した。モンゴル語の出来事存在文について、「事

故」や「火事」のような出来事名詞の存在文を人間の意図に関わらない「非意図的出来事

存在文」とし、「運動会」「会議」のような出来事名詞の存在文を人間の意図に関わる「 意
図的出来事存在文」と分類して考えた。 非意図的出来事存在文の場合、存在動詞の状態的

概念と「事故」のような突発的な事態が整合しないため、レアルな動的概念の高い過去形

の意味を存在動詞が担えない。 意図的出来事存在文の場合、存在動詞の状態的概念からポ

テンシャルな＜予定＞の意味で読み取ることができ、いわゆるキャンセル構文が成立する。

従って、日本語の出来事存在文の存在動詞はレアルとポテンシャルの両方を表現できるの

に対して、モンゴル語の出来事存在文の存在動詞はポテンシャルな表現に用いられ、レア

ルな動的動詞の意味を表現できないと言える。 
 

第 5 章では、存在動詞文の多義性について検討した。日本語、モンゴル語、中国語の存

在動詞の多義性の検証により、共通点として、各言語の存在動詞は、状態概念という性質

から、〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係

叙述〉といった文機能を表せることが挙げられる。また、相違点として、〈感覚表出〉、〈事

象描写〉、〈属性叙述〉が挙げられる。日本語では、名詞化した形で動詞を述べ、名詞的表

現を好む特徴があるためと考えられる。それに対して、モンゴル語は動的動詞の表現を好

む特徴があるため、「NP＋bayi-」が日本語ほど多義的ではないと考えられる。中国語は日

本語とモンゴル語と比較すれば、中間的な存在である。また、存在動詞の状態概念という

性質から〈事象描写〉という文機能まで表現できる存在動詞は少ない傾向がある。〈属性叙

述〉の文機能は所有接辞を有しない言語では、存在動詞によって表現される傾向が高いと

言える。 
 
2. 存在動詞の文法化した形式・用法 

第 6 章では、存在動詞の文法化している表現である補助動詞、コピュラ動詞、形式動詞
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の用法をまとめ、モンゴル語の存在動詞の文法化している表現の全体像を探り出した。中

世日本語の存在動詞「あり」、現代日本語の存在動詞「ある」、現代モンゴル語の存在動

詞 bayi-のどちらも内容語から機能語へ文法化している現象が見られる。モンゴル語の自

動詞の存在動詞 bayi- から、機能語へ文法化し、補助動詞としてアスペクト形式をなし

ている。また、コピュラ動詞に文法化し、名詞・形容詞のテンス、一時性の明示、丁寧表

現の助動詞として使用されている。そしてこのようなコピュラ動詞から文法機能をカバー

するため、さらに形式動詞として、他の接尾辞と複合し、推量助動詞、逆説の用法まで文

法化が進んでいると考えられる。 

 
3. 存在・コピュラ動詞のテンス形式のムード用法 

第 7 章では、bayi- のテンス形式による使用条件について検討した。bayi- のテンス形

式に見られる「発見」、「思い出し」、「知識の修正」のムード用法及び、bayi- の非過去形

と過去形によるムード用法を探った。その結果、基本的に思いがけずに発見された事実の

場合は、非過去形が用いられ、その事実から過去と関連（事前想定・既存知識）があり、

そして話し手に認識変化が起こった場合には過去形が用いられることを明らかにした。 
また、モンゴル語の過去形 bayi-jai は話し手に認識の変化が起こった場合の「眼前事態

における発見」「思い出し」「話し手自身の知識の修正」に用いられることが分かった。そ

の他、探索意識を活性化されている場合、該当の事態に関する既存知識と新規知識の認識

に変化がない場合、聞き手の知識を修正する場合は、日本語では「タ」形が使用されるが、

モンゴル語では、 bayi- の非過去形が使用されるという日本語とモンゴル語の両言語の相

違も明確に示した。 
 

4. テンス・アスペクト形式の使用条件 
第 8 章では、「ある変化の結果状態を見た時」の情報の言語化について、モンゴル語の -jai

と-Gad bayi-na 及び、日本語の 「タ」と 「テイル」形式における使用条件を究明した。

両言語において、話し手が直接知覚したのと同程度に、変化の経緯全体を把握している場

合は 「タ」と-jai が使用されるところが共通している。一方、変化経緯の把握していない

場合は、日本語では 「テイル」が使用されるが、モンゴル語では -jai と-Gad bayi-na が使

用される。変化経緯の把握していない場合の -jai と-Gad bayi-na の使い分けを一次的情報

と考えれば、その使い分けの異なりが明らかになる。 

一次的情報において、話し手の常識の世界であり得ない、もしくはあってはならない変

化を知った「意外な情報」を言語化する場合、モンゴル語では -jai が使用される。一方、

一次的情報において、常識の世界であり得る、もしくはあってもよいという「一般情報」

の存在を言語化する場合は、-Gad bayi-na が使用される。話し手が変化経緯の把握できな

い状況では「一次的情報」の他に「二次情報」という場合もある。二次情報において、話

し手が観察によって得た情報を頭の中で処理した上で言語化するため、情報の鮮度が落ち
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てしまい、既に話し手の世界観の一部となっている知識であるため、-Gad bayi-na と 「テ

イル」が使用されることがわかった。 

 
9.2. 対照研究を通して 
モンゴル語の bayi-の用法を日本語と対照することによって、モンゴル語が母語者であ

る日本語の学習者や日本語が母語であるモンゴル語の学習者に役に立つ情報として、次の

共通点及び相違点、両言語教育への提案、通言語研究を考えるためのヒントとして提供で

きるのではないかと考えられる。 
 
9.2.1. 日本語とモンゴル語の共通点及び相違点 
 
・日本語とモンゴル語の共通点 
 
1） 文法構造の酷似した日蒙両言語では、存在動詞の 内容語から機能語への文法化は共通

の傾向がある。それは、日本語の存在動詞の「あり」33は、基本的には存在を表現す

る動詞であるが、その「あり」の状態を表す性質がついにはその属性を失って、「陳

述のみを表すもの」に移行し、存在詞をはじめ、断定助動詞の「なり・たり」や推量

助動詞の「なり・めり」などに形を変えて用いられている状況と同様に、モンゴル語

の存在動詞 bayi-も、内容語から機能語への文法化が見られた。それは、bayi-が形式

動詞として「bayi＋複合形式」という構造で、モダリティ表現として、bayi-lgüi ,bayi-qa , 

bayi-ju mede-ne , bayi-qu-Ugei you のような形式で、「に違いない」「だろう・でしょう」

「かもしれない」「～んですよ」に相当する意味で用いられている。また、形式動詞

として「bayi＋副動詞」の構造で、bayi-Gad , bayi-tala , bayi-bacu のような形式で逆接

として「のに」に相当する意味で用いられている。 

 
2） 中世日本語のカリ活用もモンゴル語の形容詞のテンスを表す用法と大変近い使用方

法で、どちらも存在動詞が関わっている。山田（1922）でも、「かり」の「あり」の

部分に注目して＜形容存在詞＞だと述べているように、形容詞の過去形「～かった」

は「あり」から来ている。また形容動詞の「だった」は名詞と同じ「である」の「あ

                                                   
33 現代日本語も、補助動詞の「である」から複合・発展して助動詞の「だ」となり、存在

動詞の「ある」から発展して判断を表現する助動詞になったという共通点が見られる。bayi- 

は「あり」と同様にそのままでも、実質的な意味が残っていない断定助動詞としても用い

られている。現代日本語の存在動詞の「ある」はそのままでは助動詞の意味はないが、「で

ある」の形で断定助動詞として用いられている。 
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る」が融合してできた「だ」によって表されている（小田 2009）。従って、形容詞・

形容動詞のテンスが「ある」から融合・発展してできた助動詞で表されていることを

考えれば、モンゴル語でのコピュラ動詞 bayi- によって、形容詞のテンスを表現する

という方法と共通している。 

 
3） 日本語とモンゴル語の存在動詞は、存在文と所有文では、「場所」は有生性がなくて

も存在文として自然な文であるのに対して、所有者の有生性がなければ、所有文とし

て使用されない。また、定性の制限に関し、日本語の存在文のガ格名詞句には定性の

制限が課されていないが、「ある／いる」を用いた所有文では、ガ格名詞句には定性

の制限が観察されている（影山 2011）。モンゴル語も同様に、定性の制限に関し、存

在文の Ø 格名詞句には定性の制限が課されていないが、bayi- を用いた所有文の Ø 格

名詞句には定性の制限が課される。 

 
4） 日本語、モンゴル語の存在動詞は、状態概念という性質から、〈状態描写〉〈所有叙述〉

〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意志表出〉、〈関係叙述〉の文機能まで表せ

るところが共通している。 

 
5） モンゴル語の過去形 bayi-jai は日本語のムードの「タ」と同様に、認識の変化が起こ

っている場合の「眼前事態における発見」「思い出し」「話し手自身の知識の修正」に

用いられる。 

 
・日本語とモンゴル語の相違点 
 
1) 「ある」「いる」は、存在動詞の自動詞の用法しかないが、bayi- は「やめる」とい

う他動詞の用法もある。そして補助動詞や＜形式動詞＞と呼ばれる「ある」に対して

「いる」は、今もって＜動詞＞としての性格を失っていないのに対して、bayi- は「あ

る」「いる」の両方の性質を持っている。 

 
2) 日本語の出来事存在文の存在動詞はレアルとポテンシャルの両方を表現できる（影山

2011）のに対して、モンゴル語の出来事存在文の存在動詞はポテンシャルな表現に用

いられ、レアルな動的動詞の意味は表現できない。 

 

3) 日本語では、名詞的表現を好む特徴があるため「NP＋ある」は多義的であるのに対し

て、モンゴル語は動的動詞の表現を好む特徴があるため、「NP＋bayi-」が多義的では

ない。 
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4) モンゴル語では、存在動詞、補助動詞、コピュラ動詞（名詞・形容詞のテンス）、形

式動詞（モダリティ・逆説）の用法において bayi- は形を変えずに用いられているが、

日本語のコピュラ「だ」や形容詞の過去形「～かった」には既に存在動詞の面影は残

っていない。 
 

5) 日蒙両言語におけるムード用法において、話し手が探索意識を活性化されている場合、

該当の事態に関する既存知識と新規知識の認識に変化がない場合、聞き手の知識を修

正する場合には、日本語では「タ」形が使用されるが、モンゴル語では、bayi- の非

過去形が使用される。 
 
6) 「ある変化の結果状態を見た時」の言語化について、モンゴル語では「意外な情報」

を言語化する場合には -jai が使用され、「一般情報」を言語化する場合には -Gad bai-na 

が使用される。これに対して、日本語では「意外な情報」と「一般な情報」に関わら

ず、基本的に目の前の状況の情報を「テイル」で言語化するという相違が見られた。 
 
9.2.2. 両言語の言語教育へ提供できる提案 
本論文の対照研究を通して、モンゴル語の bayi- の表現形式を日本語と対照することに

よって、モンゴル語が母語である日本語学習者や日本語が母語であるモンゴル語学習者に

役立つヒントとして、次のようなものが提供できるのではないかと考えられる。 

 

1）出来事存在文について 
影山（2011）では出来事存在文の「ある」は出来事名詞の意味情報に影響を受け、場所

句が「～で」で標示されるとともに、状態動詞として機能せず、動的な意味を獲得し、存

在動詞が動的動詞の意味を担えると述べている。まず、日本語で表現できる出来事存在文

とモンゴル語の出来事存在文を対照的に表示すると次の通りになっている。 
 
(1) a. あの交差点では（しょっちゅう）事故がある。（影山 2011: 40） 

b.  Tere  jam-un  aGuljar-tu olan  jam qarilcaGa-yin  endegdel bayi-na. 

         あの 道-GEN 接合点-DAT  多く  道 行き交い-GEN  事故    EX.V-NPST 

 「あの交差点は多くの事故がある。」 
(2) a.  昨日、交差点で事故があった。 

b. * ÖcUgedür  jam-un   aGuljar-tu   jam qarilcaGa-yin   endegdel bayi-Gsan. 

昨日    道-GEN 接合点-DAT  道 行き交い-GEN 事故    EX.V -PST 
  「昨日交差点で交通事故があった。」 

 
(3) a. 明日、小学校で運動会がある。（影山 2011: 252） 
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   b.  MarGasi baGa surGaGuli-du  tamir-un   urulduGan  bayi-na. 

 明日    小  学校-DAT   体育-GEN 運動      EX.V-NPST 

「明日小学校で運動会がある。」 
(4) a.  昨日、小学校で運動会があった。  

b. ? ÖcUgedür baGa surGaGuli-du  tamir-un   urulduGan  bayi-Gsan. 

 昨日     小 学校-DAT   体育-GEN  運動     EX.V-PST 

 「昨日小学校で運動会があった。」 
 

以上の例文から分かるように、モンゴル語では、「事故」「運動会」という出来事名詞

を含む存在文では、非過去形の存在動詞では表現することができるが、過去形は非文にな

る。このことからわかるように、日本語の存在動詞は、動的動詞の意味を表現できるのに

対して、モンゴル語の存在動詞は、その状態的概念と「事故」のような出来事名詞の突発

的事態が整合しないため、動的動詞の過去形の意味を表現できない。 
これらについて本論文の第二章と第三章に詳しく述べてあるように、出来事名詞よって、

日本語とモンゴル語の存在動詞の表現手法に相違が見られる。日本語の出来事存在文の存

在動詞はレアルとポテンシャルの両方を表現できるのに対して、モンゴル語の出来事存在

文の存在動詞はポテンシャルな表現に用いられ、レアルな動的動詞の意味は表現できない。

これらについて、モンゴル語が母語である日本語学習者や日本語が母語であるモンゴル語

学習者の言語の教育へ導入すれば、存在文の表現手法について効果的な教育を行うことが

できると考えられる。 
 
２）ムード用法について 
静的述語にしか現れないムードの「タ」と bayi-jai における「発見」「思い出し」「知識

の修正」の用法は次のように共通している。 
 
状況：探していた本がカバンの中に入っているのを見つけて 
(5) a. ああ、ここにあった！ 

    b. A !  ende  bayi-jai ! 

あっ ここ EX.V-PST 

 「あっ！ここに ある／あった！」 
 

状況：友人が外国に行くのは明日であることを思い出して 
(6) a. あっ！彼の出発日は明日だった! 

b. A!   tegün-ü  yabu-qu  edür   marGasi  bayi-jai ! 

  あっ  彼-GEN   行く-VN     日     明日  CP.V-PST 

  「あっ！彼の出発日は明日だった！」 
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(7) a. やはり、罠だったが、一番ひどい罠だ。 

b. Qasil   uraqa  bayi-jai.  qamuG-un  kecegüü  uraqa  bayi-jai.          

      やはり   罠    CP.V-PST  一番       ひどい     罠     CP.V-PST 

 「やはり、罠だったが、一番ひどい罠だ。」 
                                 （星新一 1968／B.bold 2009） 

 
これらについて本論文の第五章に詳しく述べてあるように「発見」「思い出し」「話し手

自身の知識の修正」に状態的・継続的な性質を持つという静的述語の過去形「タ」と bayi-jai

が使用されるという共通性を持つことを両言語教育へ導入できるのではないかと考えられ

る。このようなムード用法の研究成果をを言語教育にうまく応用できれば、円滑で効果的

な教育を行うことができると考えられる。 
 
３）テンス・アスペクトの使用形式について 
「ある変化の結果状態を見た時」の情報を言語化することについて、日本語において、

（8a）の話し手が直接観察している発見直後である生の一次的情報及び（9a）の話し手が

観察によって得た情報を頭の中で処理したことにより、鮮度が落ちてしまう二次情報に関

わらず、どちらも 「テイル」で表現されている。一方、モンゴル語では（8b）の一次的情

報の場合では -jai で表現され、（9b）の二次情報で、-Gad bayi-na で表現されている。 
 

状況：腕時計が止まっているのに気が付いて 
(8) a. あっ！｛*止まった／止まっている。｝ 生越 1995: 191） 

     b. A!   { joGsa-jai / joGsa-Gad   bayi-na}. 

あっ 止まる-PST / 止まる-CV  EX.V-PRS 

「あっ！止まった／止まっている。」 
 

状況：腕時計が止まっているところで、友たちに時間を聞かれた場合 
(9) a. 私も知らない、見て、私の腕時計が｛*止まった／止まっている｝ 

b. Bi basa medekü ügei,  Üje, minü Gar caG  {*joGsa-jai / joGsa-Gad  bayi-na}. 

私 も  知る-NEG     見て 私の  腕 時計  止まる-PAS 止まる-CV  EX.V-PRS 

「私も知らない、見て、私の腕時計が  止まった/止まっている。」 
 
 例文（8）の場合は、目の前の一次的な情報である「意外な情報」を、モンゴル語では -jai

によって言語化するが、日本語では、目の前の状況の情報を「テイル」で言語化するとい

う相違点が見られる。（9）の場合は、「腕時計が止まっている」という既に話し手の世界観

の一部である知識となっている二次情報である場合、両言語ともに「タ」と-jai が不自然で、
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-Gad bayi-na と「テイル」が自然であるという共通点が見られる。 

これらについて、本論文の第八章に詳しく述べてあるように、話し手の目の前の「意外

な情報」をモンゴル語では -jai によって言語化するが、日本語では「テイル」によって言

語化するという表現形式の相違は、言語教育へ導入できるのではないかと考えられる。学

習レベルが上がるにつれて、テンス・アスペクトの使用条件は学習困難な一つの課題であ

るため、このような両言語の対照研究で得られた共通点や相違点というような研究成果を

言語教育にうまく応用できれば、モンゴル語が母語である日本語学習者や日本語が母語で

あるモンゴル語学習者に効果的な教育を行うことができると考えられる。 
 
4）bayi- の文法化した形式について 

モンゴル語では、bayi-Gad / bayi-tala は接尾辞と融合・一体化し、日本語の対訳からも分

かるように、「くせに・のに」という逆接の意味で用いられる。 

 
(10) a. あら、私よ。とぼけちゃいやだわ。おわかりにのくせに。 

b. KUi,  bi  side,  bitegei   obla-Gad  bai,  tani-ju   bayi-Gad  basa.  

       あら 私    よ   そんなに   装う-CV  で    知る-CV  EX.V-CV   も 

「あら、私よ。とぼけちゃいやだわ。おわかりにのくせに。」 
                                      （星新一 1968／B.bold 2009） 
 

(11) a. 見知らぬ男なのに…背中を見せて歩み去ってしまったら、自分はひどく孤独を              

  感じるだろうと思った。 
b. TaG  tani-qu  ügei  ere  bayi-tala…  tere-mini  kerbe  ergiged  yabu-ciqa-bal 

        全然  知る-VN NEG   男    EX.V-CV… 彼-1RD   もし 回る-CV  去る-しまう- CON 

   bi  kecinen  cU   Ganira-qu  bol  gejü  bodo-la.    

        私 どのぐらい  も  寂しがる-VN  か  と 思う-PS 

   「見知らぬ男 なのに …背中を見せて歩み去ってしまったら、自分はひどく孤独を     

感じるだろうと思った。」 

                         （森瑤子1986／B.bold 2009） 
 

bayi- は存在動詞であり、-Gad/-tala は副動詞語尾である。-Gad 分離副動詞語尾で、日本

語の「～してから」「～していて」の意味と近い。-tala の限界の副動詞語尾で、日本語の

「～するまで～」「～したとたんに～」の意味と近い。ただし、bayi-と副動詞 -Gad/-tala

が一体化し、動詞から品詞の脱範疇化した文法化の現象が見られ、機能語の逆接として使

用されている。 

これらについて、本論文の第六章に詳しく述べてあるように、bayi-Gad/bayi-tala は「くせ

に・のに」という逆接の意味で用いられている用法について、モンゴル語を母語とする人
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や第二言語として学習する人の双方の言語教育へ導入できるのではないかと考えられる。 

 

9.2.3. 言語の普遍性を考えるための提案 
日本語、モンゴル語という異なる言語の対照研究を行うことは、言語の普遍性や多様性

について考えるための観点を豊かにすることにつながる。対照研究を通して、それぞれ言

語の特性を深く知ると同時に、言語の普遍性と多様性について考えるために、次のような

ヒントを提供できると考えられる。 
 
１) 「名詞句＋存在動詞」の存在文では、名詞句が具体物から抽象的概念まで様々に性質

が異なっていることによって、言語における存在動詞の状態概念という性質から、表

す意味も多様化し、〈状態描写〉〈所有叙述〉〈思考表出〉〈情意表出〉、〈願望表出〉、〈意

志表出〉、〈関係叙述〉の文機能まで表現できる可能性が高い。 
 

２) また、「名詞句＋存在動詞」の存在文では、存在動詞の状態的概念とレアルな動的概念

の高い出来名詞（事件・事故）の〈事象描写〉という文機能まで表現できる存在動詞

は少ない傾向がある。 
 

３) 世界中の言語では、名詞的表現を好む言語と動詞的な表現を好む言語があり、それが

「名詞句＋存在動詞」の多義性に影響を及ぼす可能性が高い。 
 
４) 日本語のムードの「タ」には「発見」「思い出し」「知識の修正」といった用法がみら

れ、これらには状態を表す静的述語が用いられなければならないという語彙的制約が

存在する （金水 2001、井上 2001、定延 2004 等）。モンゴル語の静的述語 bay-jai にも

同様なムード用法が見られた。その他の言語でもさらに検証する価値がある。 

 
５) 「ある変化の結果状態を見た時」の言語化では、モンゴル語では、「意外な情報」を言

語化する場合には -jai が使用され、「一般情報」を言語化する場合には -Gad bayi- が

使用される。これに対して、日本語では、「意外な情報」と「一般な情報」に関わらず、

基本的に目の前の状況の情報を「テイル」で言語化するというテンス・アスペクトの

使用に相違が見られた。このように「ある変化の結果状態を見た時」の言語化では言

語によって使用されるテンス・アスペクト形式が異なる傾向がある。 

 
9.3. 今後の課題 
 17～18 世紀のモンゴル語の bayi- は、自動詞としても他動詞としても使用可能であるが、

存在動詞にも、補助動詞にもまだ変化を遂げていない段階にあった（早田 2008）。そして、

本論文で、共時的な観点から、現代モンゴル語 bayi- の存在動詞の意味・用法に注目し、
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bayi-の使用されている全体像を探ったところ、モンゴル語の自動詞の存在動詞 bayi- か

ら、機能語へと文法化し、補助動詞としてアスペクト形式をなしている。また、コピュラ

動詞にも文法化し、名詞・形容詞のテンス形式、一時性の明示、丁寧表現の助動詞として

使用されている。そしてこのようなコピュラ動詞から文法機能を補助するため、さらに形

式動詞として、他の接尾辞と複合し、推量助動詞、逆接の用法にまで文法化が進んでいる

現象が見られた。従って、モンゴル語の bayi- が、19 世紀にどのような変遷を経て現代語

に至り、そしてなぜ今の用法にまで拡大したのかという、18 世紀から現代モンゴル語まで

の歴史的変遷や用法が拡大した要因を考察する必要がある。 

 

 
 
 
 
 

        略号一覧 
 
ABL：奪格 
ABIL：可能 
ACC：対格 
CAUS：使役 
CON：仮定 
CP.V：コピュラ動詞 
CV：副動詞 
EP：挿入要素 
EX.V：存在動詞 
FUT：未来 
HAB：習慣 
INS：道具格 
RES：現在形 
MOD：モダリティ 
MP：モーダルの小辞 
NEG：否定 
NP：名詞句 
 

NPST：非過去形 
NOM：主格 
PASS：受動 
PROG：進行形  
PRS：現在形 
POSS：所有小辞 
PST：過去形 
PN：人名 
PL：複数   
Q：疑問  
TERM：終助詞 
VN：形動詞語尾  
TOP：トピック形 
1ST：一人称 
2NG：二人称 
3RD：第三人称 
Ø：ゼロコピュラ 
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           初出一覧 
 
 筆者が、博士課程の間に発表した論文と本論文の関係を示すと以下の通りである。なお、

本論文では、さらに加筆・修正を施したものである。 
 
第四章 「出来事存在文」 

 「モンゴル語出来事存在文について  
   –日本語の出来事存在文との対照を通して−」 
 『KLS35』関西言語学会編 第 35 号 p.311-322 

 
第五章「存在動詞文の多義性」 

   「存在動詞の多義性に関する対照研究 

       −日本語・モンゴル語・中国語−」 

   『文化共生学研究』岡山大学社会文化学研究科編 第 15 号 p.107-130   

 
第七章 「存在・コピュラ動詞のテンス形式のムード用法」 
    「存在・コピュラ動詞のテンス・ムードについて 
       −日本語のムードの「タ」との対照を通して−」 
       『北方言語研究』北方言語ネットワーク編 第 5 号 p.171-190 
 

第八章 「事態発見におけるテンス・アスペクト形式の使用条件」 

    「モンゴル語の-jee と-aad bayi-n 形式の使用条件 

        −日本語の「タ」と「テイル」との対照−」 

    『日本モンゴル学会紀要』日本モンゴル学会 第 46 号 2016 年 5 月出版予定   
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