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ＥⅤ論文

モンゴル語，日本語の主格・対格表示の対照

－「従属節内主格は主文内主格とは異なる」という意識－

銀 桩 ／ 今泉 喜一

要 旨

従属節内の主格語が主文内の主格語と異なる場合，その主格語は，モンゴル語では

対格表示形式(-gi/-yi)をとる。日本語でも古語において「を」で表示される場合があ

った。これはどういうことか。両言語の，主格表示法，対格表示法を検討し，対照し

た。その結果，モンゴル語の -gi/-yi という目的格表示形式は，特定機能表示形式と

して捉えるほうが適切であること，人間には，主文の主格と従属節の主格とは異なる

主格である，という意識があったのではないか，という仮説を得た。

キーワード：モンゴル語，日本語，主格，対格，従属節

０ はじめに

本論文で扱うモンゴル語は中国の内モンゴル自治区で行われている現代モンゴル語

である。例文として掲げたモンゴル語のテキストは，母語話者である著者・銀桩が作

成したものであるが，モンゴル語としての妥当性を他の母語話者数名に確認した。

ローマ字表記に当たっては，内モンゴル高等学校教材（1983）や水野 (1988)，フ

フバートル（1993），橋本（2007）などの転写方法を参考にした。

モンゴル語の構造図については，「日本語構造伝達文法」の構造表示法にならって，

現在のところ妥当と考えられる形式で示してある。

１ 主格語表示の対照研究

主格にある名詞を「主語」といわずに「主格語」ということにする。このほうが，

格が明示できるからである。モンゴル語の主格語は語尾(格詞)を持たないゼロ形式で

表示される。本論文では，名詞が属性に対して主格にあるが，音形式でそれを示さな

いことを，日本語の主格格詞と同じように，-Ø１ という記号を使って表示する。

｢ Terge-Ø１ ire-ne」というモンゴル語は「車来る」の意味である。terge(車)は主格

(ゼロイチ格)にある。現代日本語の主格表示形式には「Ø１」のほかに「が」もある

ので，「車-Ø１来る」とも「車-が来る」とも言える。

ＥⅤ モンゴル語，日本語の主格・対格表示の対照
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1.1 モンゴル語の主格語表示

モンゴル語の主格語は，[１]主文内と，[２]従属節内にある場合で分けて考える必要

がある。

[1] 主文内にある主格語

主格語が主文内にある場合は，語尾を持たないゼロ形式で表示される（｢-Ø１｣で表
示)。下の例では，下線のついた語が主格語であり，主語になっている。語尾は何も付

いていない。

(1) Terge-Ø１ ire-ne. (車が来る。)
車 来る

図1 (1)の図

(2) borogan-Ø１ oro-na. (雨が降る。)
雨 降る

図２ (2)の図

(3) tenger-Ø１ dogara-ba. (雷が鳴った。)
雷 鳴った

図３ (3)の図

(4) ezhen noyan-Ø１ tong bayarla-ba.
王たち 非常に 喜んだ

(王たちは非常に喜んだ。)

ezhen 主人・支配者

noyan 貴族・支配者

図４ (4)の図

(5) Bide-Ø１ bagator in baishing-gi bari-ba.
私たち バガトル の 家 を 建てた

(私たちはバガトルの家を建てた｡)

図５ (5)の図

上のように，下線のある主格語(名詞)は，主格にあることを示すための何の語尾も

つかない。何の語尾もつかないことが，主格にあることを示している。（何の語尾も

つかないことを ｢-Ø１｣ で示してある。)
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[2] 従属節内にある主格語 従属節は < > で示す。

従属節内の主格語については，２つの場合がある。

<１> 主文内の主格語と従属節内の主格語が同じ場合

……従属節内の主格語を消す。

(6) Tere-Ø1 < ○ olos-tan hariho-tal > end-du sogozhu bai-ba.
彼 (彼が) 国-へ 帰る-まで ここ-に 住んで いた

日本語でも同じ。次の例の，従属節内の「彼が」は省略される。

「彼は [彼が国へ帰るまで] ここに住んでいた。」

<２> 主文内の主格語と従属節内の主格語が異なる場合

……従属節内の主格語は，対格の語尾（対格詞) -gi / -yiで示される。
(7) < Terge-gi ire-tel > (chi) end-du bai-garai.

車 を 来る-まで (あなたは) ここ-に い-てください。

日本語では，「車が来るまで」のように，従属節内の主格語は「が」で表す。

モンゴル語では，従属節内の主格語は，主格ではなく対格の語尾 (対格詞)

で表示される。対格の語尾は，-gi か -yiで出現する(注)。

(注) モンゴル語の語尾は，前接の語が母音末，子音末のいずれであるか，男性語，女性語のい

ずれであるかで形式が異なる。多くの語尾が２つ以上の形式を持っているが，意味は同一である。

以下の例文は上の <２> の主文内の主格語と従属節内の主格語が異なるものである｡

(8) < Nara-gi mando-agsagar > bide yabo-na. (日が出たら 私たちは行く。)
日-が 出たら 私たち 行く

(9) < Chasi-gi arila-gad > bide morda-ya. (雪が溶けてから 私たちは行こう。)
雪-が 溶けてから 私たち 行こう

(10) < Belchiger-yi nogogar-bel > suruggen adogola-ya.
草原-が 緑になったら 群 放牧しよう

(草原が緑になったら 群を放牧しよう｡)

(11) < Borogan-yi oro-magzha > humus harizhu ire-be.
雨-が 降り始めてすぐに 人々は 帰って 来た

(雨が降り始めてすぐに人々は帰ってきた｡)

以上のように，モンゴル語では主格語をこう表す。

主文内の主格語 …… 名詞のまま。(語尾<格詞>は付けない。「 Ø1 」で表示。)

従属節内の主格語 (主文内の主格語と従属節内の主格語が異なる場合。)

…… 名詞に対格詞を付ける。
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1.2 日本語の主格語表示

日本語の主格語表示は，古代と現代で違いがある。以下に掲げる例では，従属節を

< >内に入れて示す。

［１］ 古代語

［主文内主格語］ 古代は，主文内では名詞が主格にある場合，そのことを格詞でわ

ざわざ示す必要はなかった。この格詞で示す必要のなかった主格を「Ø１」で表示し，

この「Ø１」を主格詞とする。

(12) <朝霞Ø１ たなびく> 野辺に あしひきの 山ほととぎすØ１ いつか 来鳴かむ

(<朝霞がたなびく>野原に山のほととぎすはいつ来て鳴くのだろうか｡万葉 10/1940)

[従属節内主格語] 上の例の｢朝霞｣のように，従属節内にある主格語も主格詞「Ø１」

で示されたが，今泉（2003:33-36）は古代日本語では従属節内にある主格語が「を」

で表される場合もあったと指摘している。ここに引用する。(下線は引用者)

(13) <夜並(ﾅﾗ)べて君を来ませ>とちはやぶる神の社を祈(ﾉ)まぬ日は無し

<幾夜も続けてあなたが来られるように>と神の社に祈らない日はない(万葉11/2660)

｢ミ語法｣と呼ばれる例もある。

(14) 人目を繁み…… （人目が多いので……）

従属節内主語が「帯感主体」である例もある。

(15) <紫のにほへる妹をにくくあらば>人妻ゆゑにわれ恋ひめやも

<紫草のように美しく輝いているあなたが憎いのなら>，（あなたが)人妻であるのに

(どうして) 私が恋い慕おうぞ (万葉1/21)

この古代日本語の「を」で表示される従属節内主格語は，モンゴル語の従属節内対

格表示主格語のあり方とよく似ている（今泉 2003:35）。これについては３節参照。

［２］ 現代語

現代語の主格語表示は第１主格，第２主格，第３主格に分けて考える必要がある。

表1 現代語の３つの主格

主格 関心の中心 格詞 構造図 設定順

第１主格 名詞 Ø１

第２主格 事象 が1

第３主格 属性 が2

sak-

花花

sak-

花

sak-

花

sak-

名詞が先に
設定される

名詞と属性の
設定が同時

属性が先に
設定される
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[第１主格]

・日本語の本来の主格は，格詞は取らない。名詞のままである。

格詞を取らないことを，格詞Ø１で表す。これは古代から今日まで続いている。

(16) 花Ø１ 咲く。 私Ø１ 田中です。

・これを，相対化描写詞「は」によって目立たせたりすることがある。

(17) 花Ø１は 咲く。 私Ø１は 田中です。

[第２主格]

・事象を表すのに「が」が使われる。

(18) 花が 咲いている。 私が社長です。

・従属節の主格を「が」が表す。(「は」が添加されて，「が」が消えることもある。)

(19) 〈私が 社長である〉ことを誰でも知っている。

(20) 〈花が 咲く〉のは明日だ。 ( 〈花がは 咲く〉のは明日だ。)

[第３主格]

・属性が先に決まり，あとから主語が選ばれるとき，「が」 が使われる。

(21) (何が咲くか。→) 花が 咲く。

(22) (どなたが社長さんですか。→) 私が 社長です。

日本語の現代語ではこのように，主格語は，「Ø１」ないしか「が」によって表される。

従属節の主格語は，第２主格詞の -gaで表示される。
1.3 従属節の主格語と，主文の主格語が同一の場合

従属節の主格語と主文の主格語が同一の場合は，普通従属節の主格語が省略される。

(23) 鳥Ø１は<鳥が飛ぶ>とき(に)，羽を広げる。

1.4 モンゴル語と日本語の主格語表示の対照

モンゴル語と日本語を比べると，次のような表になる。

表２ モンゴル語と日本語の主格語表示の対照

言語 日本語

主格語 古代日本語 現代日本語

第１主格 -Ø１
主文内 主格語 -Ø１ -Ø１ 第２主格 -ga

第３主格 -ga
-gi / -yi -Ø１ / -o 第２主格 -ga

従属節内の主格語が，主文内の主格語と同じ語で
ある場合は，普通，従属節内の主格語が省略される

[生じる疑問] モンゴル語と古代日本語は，従属節内主格語の表示が，

対格語表示と同じであったか。(３節，４節参照)

モンゴル語

従属節内 主格語
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２ 対格語表示

2.1 モンゴル語の対格語表示

モンゴル語では，述語が他動詞のとき，その直接目的語である名詞は，対格ないし

不定格という２つの格のどちらかの形で表される。

<1> 対格………語尾(格詞) -gi, -yi によって表示される。( p.61の<注>参照。)

(24) Ene bariliga-gi barigsan. (この建物を建てた。）
この 建物 を 建てた

<2> 不定格……ゼロ語尾で表示される。(格詞 -Øないしは -Øgi, -Øyiで表す｡)

(25) Bariliga-Øgi barigsan. ( 建物 建てた。…)
建物 建てた

2.2 モンゴル語で対格語を<1>対格語尾で表示するのは特定の場合

モンゴル語では，対格語は，特定の対象に限定しない限り，不定格で表す。対格語

尾を付けない(上の<2>)。つまり，対格語尾が使用されている場合は，その名詞が特

定の対象であることを示している(上の<1>)。

特定の対象とは，阿拉担朝魯ほか（1998）によれば，次の 1) ～ 8) のような８種

類のものである。筆者が簡略にまとめた形で引用し，参考のために例文を付け，その

構造を示した。

1) 固有名詞（とその関係物）

(26) Bide bagator in baishing-gi bariba. (bagatorが固有名詞)
私たち バガトル の 家 を 建てた

図６ (26)の図

2) 指示詞

(27) Tegun-yi abuna.
それ を 買う

図７ (27)の図

3) 人称代名詞

(28) Chima-gi hurugune.
あなた を 送る

図８ (28)の図
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4) 指示詞や人称代名詞で修飾された名詞

(29) Man no ger-yi cheberilebe.
私 の 家 を 掃除した

図９ (29)の図

5) 人称所属語尾の付く名詞

人称所属語尾 mini(私の), chini(あなたの), ni(彼の)

(30) Mal-yi mini eriged ugugerei.
牛 を 私の 探して くれ

図10 (30)の図

6) 名詞化された動詞，数詞，形容詞

(31) Gorba-gi abogad ire.
三つ を もって こい

図11 (31)の図

7) 述語が離れていて関係性を示しにくい名詞(目的語)

(32) “Huhesotor”-yi aldaeto zhoholzhi
『フフソトル』を 著名な 作家

injiniyasi bitibe.
インジニヤシが 書いた

図12 (32)の図

8) 本来不定格をとるべき場合でも，統語上の関係を

明示したい名詞(目的語)

(33) Bariliga-gi olen tumen barigsan.
建物 を みんなが 建てた

図13 (33)の図

モンゴル語の目的語は，普通，格表示の必要はない。上掲 1)～ 8)の特定の場

合にのみ，対格語尾(対格詞)により格が明示される。
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2.3 日本語での対格表示

モンゴル語では，８種類の特定の場合だけ名詞に対格表示をするが，日本語の対格

詞「を」は，モンゴル語とは使用条件がだいぶ異なっている。

日本語では，もともと対格の表示は必要なかったが，平安時代中頃から目的語を表

すのに ｢を｣ を使用するようになった。現代日本語では，この「を」は，文章語では

使用され，口頭語では省略される傾向が強いという特徴を持つ。

(34) [文章語] テレビを見ていたら(ば)，彼がそれを解説していた。

(35) [口頭語] テレビを見ていたら(ば)，彼がそれを解説していた。

内は口頭語で省略されやすい部分

図14 (文章語) テレビ-o見てi-たら(ば)，彼がそれ-o解説してi-た

(口頭語) テレビ 見て たら ，彼がそれ 解説して た

上の例文で見るように，｢を格詞｣は，文章語では表示され，口頭語では表示されな

い傾向がある。構造は当然同じである。

2.4 対格語の表示を対照する

表３ 対格語をどんな形式で表示するか

言語 日本語

格表示 古代日本語 現代日本語

特定の対格語 -gi / -yi 文章語 -o (を)

普通の対格語 -Ø 口頭語 -Øo

ここまでは例文を構造で示したが，以下においては，まだモンゴル語の構造の解明

が進んでいないので，構造図は，図15と図16の２図にとどめた。

モンゴル語

対格語を示す，格表示 -Ø

私
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３ 従属節内の主格語表示の対照研究

3.1 問題点……「車を来るまで，～」

モンゴル語では，主文の主格語と異なる主格語を持つ従属節において，「車を来る

まで」のように主格語が日本語の「を」に当たる対格詞（対格語尾）で表示される。

(36) < Terge-gi ire-tel > (chi) end-du bai-garai. 例文(7)の再掲
車 を 来る-まで (あなたは) ここ-に い-てください。

現代日本語では，このモンゴル語のように主格名詞を対格詞で表すことは，決して

ない。

(37) *車を来るまで，(あなたは)ここにいてください。

この事実はすでに小澤(1997:40-41)などにより指摘され，若干考察されてはいたが，

その実態については調査されていなかった。本稿では，この実際について明らかにし，

さらに古代日本語との類似性と対照しつつ考察してみたい。

3.2 先行研究と本論文

モンゴル語では，従属節において，主格名詞が対格詞をとる，と言える。……この

現象について考えるために，次の３つの視点が設定できる。

①［統語上］ どのような統語的な環境の下で対格形主語が出現するのか。

②［形態上］ なぜ，主語がほかの格形ではなく対格形で出現するのか。

③［意味上］ 対格形主語には，どのような意味的特徴があるのか。

このうち，②③については，水野(1988）において考察が展開されている。それによ

れば，従属節の主語に対格形があらわれる環境として，３つのタイプがある。

ⓐ 従属節の後に主節があらわれる順行型のタイプ

ⓑ 主節の中に従属節が埋め込まれた埋め込み型のタイプ

ⓒ 一方の主語が省略された省略型のタイプ

これらにおいては，いずれも主節の主語と従属節の主語が違うことが指摘されてい

る。その上で，次の事実から，従属節の主語に対格形があらわれる理由を，主節との

主語の違いを示しつつ一番近い述語表現との対応を示すため，であるとした。

(I) 従属節と主節の主語が共通の場合には主語に対格形があらわれないこと

(II) 省略型タイプにおける解釈

(III) 副詞の解釈

(IV) 埋め込み型における対格形主語の文法性の差

水野(1988）にあるように，②③については考察が進められているといえる。しかし，

最も根本的な

①［統語上］ どのような統語的な環境の下で対格形主語が出現するのか。

という問題は残念ながら，ほとんど扱われていない。

本論文では，モンゴル語の従属節になりうる，２つの動詞述語節（副動詞節と形動

詞節）及び引用節から，“ gi / yi ” をとる対格形主語の出現環境を突き止めたい。
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3.3 従属節内の主格語表示の対格語尾“gi / yi”の出現環境

[1] ｢副動詞形」と「形動詞形」

モンゴル語の動詞は，文中で使われるとき，次のいずれかの形になる。

(a) 述語として文を終える形

「終止形」及び「希求形」がある。

(b) 述語とはならずに名詞や述語を修飾する形

「副動詞形」及び「形動詞形」がある。

これをまとめると表４のようになる。

表４ モンゴル語動詞の文中での機能と形式

文中での動詞の機能 動詞の形の名称

時間的意味を表す 主文を形成 終止形

意思・要求などを表す 主文を形成 希求形

述語を修飾する 従属節を形成 副動詞形

名詞類を修飾する 従属節を形成 形動詞形

モンゴル語の文中にある動詞は，必ずこの４つの形（終止形・希求形・副動詞形・

形動詞形）のどれかである。ここから，｢従属節」の動詞を体系的に扱うためには動

詞の（ｂ）の「副動詞形」と「形動詞形」のすべてを扱えばよいことになる。

では，どんな「副動詞形」と「形動詞形」があるのだろうか。

動詞の「副動詞形」を表に示すと，表５のようになる。

動詞の「形動詞形」を表に示すと，表６のようになる。

動詞の「副動詞形」 動詞の「副動詞形」は動詞語幹＋副動詞語尾からなり，(主文

の)述語動詞を修飾する。動詞を修飾するので，副詞的な動詞の形ということで「副

動詞形」という。副動詞形を形成する語尾として 10種類の語尾が存在する。

例 表５のⓗ３ -bal / -bel nogogar-bel (緑になったら) 例文(42)参照

動詞の「形動詞形」 動詞の「形動詞形」は動詞語幹＋形動詞語尾からなり，(主文

の)名詞類を修飾する。意味的には動詞のように動作，作用を表す。名詞を修飾する

ので，形容詞的な動詞の形ということで「形動詞形」という。形動詞形を形成する語

尾として６種類の語尾が存在する。動詞連体形がそのまま名詞として使用されること

は日本語古語の動詞連体形と同じである。

例 表６のⓚ１ -dag / -deg ebeder-deg (腐る) 例文(52)参照

（ａ） 述語となる

（ｂ） 修飾する
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表５ 動詞の副動詞形の表

副動詞形 訳・意味

ⓗ１ 並列副動詞語尾「-zhu」「-chu」 －し， 同時，並列

ⓗ２ 結合副動詞語尾「-n」 －て， 継起，繰り返し

ⓗ３ 仮定副動詞語尾「-bal」「-bel」 －たら， 確定・仮定条件

ⓗ４ 継続副動詞語尾「-agsagar」「-egseger」 －たら， 継続

ⓗ５ 分離副動詞語尾「-gad」「-ged」 －から， ある事象の完了後

ⓗ６ 前提副動詞語尾「-manjin」「-menjin」 －ても， 譲歩

ⓗ７ 譲歩副動詞語尾「-bachu」「-bechu」 －まで， 限界・程度

ⓗ８ 限界副動詞語尾「-tala」「-tele」 －こそ， 前提条件

ⓗ９ 随伴副動詞語尾「-holar」「-huler」 －て， 気づき

ⓗ10 即時副動詞語尾「-magcha」「-megche」 －てすぐ, 即時
「-nggota」「-nggute」

表６ 動詞の形動詞形の表

形動詞形 訳・意味

ⓚ１ 反複形動詞語尾「-dag」「-deg」 －する 習慣・反復

ⓚ２ 未完了形動詞語尾「-ga」「-ge」 －する 未完了

ⓚ３ 未来形動詞語尾「-ho」「-hu」 －する 現在・未来

ⓚ４ 完了形動詞語尾「-agsen」「-egsen」 －した 過去・完了

ⓚ５ 様態形動詞語尾「-mar」 －ほど 希望・可能性・程度

ⓚ６ 行為者形動詞語尾「-agchai」「-egchei」 －する 名詞化・擬人化

[付記] なお，補助動詞として使用される「bai-ho」（ある，いる）や「bol-ho」（な

る）などの動詞の形成する従属節の場合も対格形主語をとることを付記しておく。

(38) <Nara “gi” garo-zhu bai-ho > uye du garogosen.
日 が 出て いる とき に 出かけた

この補助動詞としての使用については，副動詞の場合でも同じことがいえる。

[ ge-hu (言う）]……従属節が引用節である場合の対格形主格語

モンゴル語には「ge-hu」(言う）という動詞が存在する。文中で引用（内容・伝

聞）を表すが，語尾変化は普通の動詞と同様であり，語幹「ge-」にいろいろな語尾

を付けることができ，日本語の「～と / ～という / ～といって / ～といった」と似

た意味を表す。この動詞が構成する従属節である引用節内の主格語も対格表示になる。

(39) <nada-gi harizhai > ge-zhu bitegi hele-garei.
私 が 帰った と 不 言って-ください （言わないでください)
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表内の 10 種類の副動詞語尾と，６種類の形動詞語尾の一つひとつにつき，主格語

が対格詞によって表現される可能性を検討した。ここには結果のみ簡潔に示す。

[2] 動詞の副動詞形

ⓗ１ 並列副動詞語尾「-zhu」「-chu」

２つ以上の動作が同時に，あるいは並列的に行われることを表す。

(40) Tenger-Ø1 dogara-zhu borogan oro-na.
雷が 鳴り 雨が 降る

ⓗ２ 結合副動詞語尾「-n」

複数の動作が継起的に，あるいは同一の動作が繰り返し生起することを表す。

(41) Gazhar-Ø1 hutele-n tenger dogara-ba.
地面が 揺れて 雷が 鳴った

以上の，ⓗ１，ⓗ２ の副動詞形は，従属節の独立性が高く，その中にある主格語

（Tenger，Gazhar）は対格形をとらず，主文の主格語と同じ主格詞をとる（何も付か

ない）。重文と考えられる。

ⓗ３ 仮定副動詞語尾「-bal」「-bel」

確定条件や仮定条件を表す。対格形主語をとる。

(42) <Belchiger-yi nogogar-bel > suruggen adogolaya.
草原 が 緑になったら 群を 放牧しよう

ⓗ４ 継続副動詞語尾「-agsagar」「-egseger」

ある動作の続く状態を表す。対格形主語をとる。

(43) <Nara-gi mando-agsagar > bide yabona.
日 が 出たら 私たちは 行く

ⓗ５ 分離副動詞語尾「-gad」「-ged」

ある動作が済んでから続いてほかの動作を行うことを表す。対格形主語をとる。

(44) <Chasi-gi arila-gad > bide mordaya.
雪 が 溶けてから 私たちは 行こう

ⓗ６ 譲歩副動詞語尾「-bachu」「-bechu」

譲歩の意味を表す。対格形主語をとる。

(45) <Humun tutulhiten-yi muhu-bechu > unen yoso hobiraho ugei.
人 類 が 滅びても 真理は 変わら ない
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ⓗ７ 限界副動詞語尾「-tala」「-tele」

動作，状態の限界や程度を表す。対格形主語をとる。

(46) <Zhuruhe-gi chichir-tele > yehe dago bar zhanghaba.
心臓 が 震えるまで(ほど) 大きい 声 で 叫んだ

ⓗ８ 前提副動詞語尾「-manjin」「-menjin」

ある目的を達成するための前提条件を表す。対格形主語をとる。

(47) <Boroga-gi oro-manjin > notog belchiger-yi saizhiragolona.
雨 が 降ってこそ 故郷（大地） を よくすることができる

ⓗ９ 随伴副動詞語尾「-holar」「-huler」

ある動作を行うついでに次の動作を行うこと，ある動作を行うことによって次の

結果が分かる，ある事柄に気が付くということを表す。対格形主語をとる。

(48) <Arad-gi surete-huler > ezhen noyan tong bayarlaba.
民衆 が 怖がって 王たちが 非常に 喜んだ

ⓗ10 即時副動詞語尾「-magzha」「-megzhe」「-nggota」「-nggute」

ある動作等と間を置かず，別の動作を即時に行うことを表す。対格形主語をとる。

(49) <Borogan-yi oro-magzha > humus harizhu irebe.
雨 が 降り始めてすぐに 人々は 帰って きた

以上，副動詞を構成するすべての語尾を取り上げて検討することによって，対格形

主語の出現状況は 10 種類の副動詞構文中８種類において可能であることが判明した。

表７ 動詞の副動詞形での，対格詞による主格語表示

副動詞形 対格詞による主格語表示

ⓗ１ 並列副動詞語尾「-zhu」「-chu」 不可

ⓗ２ 結合副動詞語尾「-n」 不可

ⓗ３ 仮定副動詞語尾「-bal」「-bel」 可

ⓗ４ 継続副動詞語尾「-agsagar」「-egseger」 可

ⓗ５ 分離副動詞語尾「-gad」「-ged」 可

ⓗ６ 前提副動詞語尾「-manjin」「-menjin」 可

ⓗ７ 譲歩副動詞語尾「-bachu」「-bechu」 可

ⓗ８ 限界副動詞語尾「-tala」「-tele」 可

ⓗ９ 随伴副動詞語尾「-holar」「-huler」 可

ⓗ10 即時副動詞語尾「-magcha」「-megche」 可
「-nggota」「-nggute」

ⓗ1 と ⓗ２ は，主文が並んだものと見なされる。重文であり，前節の独立性

が高いために主語に対格詞がつかない。
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[3] 動詞の形動詞形

形動詞形には，名詞を修飾する際の主格語を，原則として属格(所有格)にするとい

う大きな特徴がある。

(50) <uchugedur mini agolzh-agasan > humun
昨日 私の(属格) 会った 人

主格のままでは非文になる。日本語の場合は主格「が」は可能である。

(51) *<uchugedur bi-Ø1 agolzh-agasan > humun（×）
昨日 私(主格) 会った 人

しかし，形動詞形は，副動詞形と同じように，対格形主格語も可能とする。従来の

研究ではほとんど形動詞形は扱われていなかった。形動詞語尾には 6 種類のものがあ

るので，ここで副動詞形と同様，それぞれにつき，例文を挙げて，その実際を見てみ

ることにする。結果のみを簡潔に示す。

ⓚ１ 反複形動詞語尾「-dag」「-deg」

動作・行為の習慣性，反復性を表す。対格形主語をとる。

(52) <Ene idegen-gi honog uzhiseger ebeder-deg >-gi martaugui.
この 食べ物 が 次の日に 腐る(こと) を 忘れない

図15 (52)の図

ⓚ２ 未完了形動詞語尾「-ga」「-ge」

ある動作が過去のあるときから現在まで継続したままでまだ完了していない状態を

表す。対格形主語をとる。

(53) <Bagsii-gi ayo-ga > baidel-yi anghaodaga uzhebe.
先生 が 怖がっている 様子 を 何回も 見た

図16 (53)の図

ⓚ３ 未来形動詞語尾「-ho 」「-hu 」
動作・作用の現在及び未来を表す。対格形主語をとる。

(54) <Ene hudege-gi hota in togorig bol-ho>-gi hen chu bodozhu ologsan ugui.
この 田舎 が 都市の 中心に なること を だれも 考えていなかった

ene idegen

gi ebeder-
deg

bid
marta-

ugui
gi

bagsii

gi ayo-
ga

bi
uzhe-
be

yi

baidal
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ⓚ４ 完了形動詞語尾「-agsan 」「-egsen 」
過去と完了を表す。対格形主語をとる。

(55) <Gazhar-gi hutel-egsen > du bite sochin seribe.
地面 が 動いた とき 私たちは 起きた

ⓚ５ 様態形動詞語尾「-mar 」
希望あるいは物事・動作・作用の可能性及び行為・状態の程度を表す。

対格形主語をとる。

(56) <Sunes-gi garo-mar > (tere) bahiraba.
魂 が 飛び出るほど (彼は) 叫んだ

ⓚ６ 行為者形動詞語尾「-agchi 」「-egchi 」
動詞を名詞化，あるいは擬人化する。この語尾は名詞類を修飾するのではなく，そ

れ自体が名詞として使われるため，-giは主格ではなく，対格を表す。
(57) Tere humun-Ø1 hele-egchi -gi bide madene.

あの 人が(主格) 口達者な人 を 私達は 知っている

以上のように形動詞の場合は，対格形主格語の出現が６種類中５種類において可能で

あることが判明した。これを表８のようにまとめることができる。

表８ 動詞の形動詞形での，対格詞による主格語表示

形動詞形 対格詞による主格語表示

ⓚ１ 反複形動詞語尾「-dag」「-deg」 可

ⓚ２ 未完了形動詞語尾「-ga」「-ge」 可

ⓚ３ 未来形動詞語尾「-ho」「-hu」 可

ⓚ４ 完了形動詞語尾「-agsen」「-egsen」 可

ⓚ５ 様態形動詞語尾「-mar」 可

ⓚ６ 行為者形動詞語尾「-agchai」「-egchei」 不可

ⓚ６では，動詞が名詞化される。

3.4 二義性の出現する他動詞

他動詞は目的語をとるが，目的語を表すのは日本語の格助詞「を」に相当する対

格語尾“gi / yi”である。
(58) Tegun-yi idene.

それ「を」 食べる

この対格を表す語尾“ gi / yi ”が，これまで見てきたように，従属節内の主格語を表
すことがあるので，次のような文に二義性が生じることになる。

(59) Tanos ene nohai-gi ide-tel end du baigarai.
あなたたちは この 犬 を／が 食べるまで ここに いてください

この文では，nohai (犬) が主格語，対格語の両方に立つ可能性があり，どちらであ
るかにより，意味が異なる。
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このような場合，主語であることを示す再帰語尾「 ban 」を加えることによって二義
性が回避される。

(60) Tanos ene nohai-gi ban ide-tel end du baigarai.
あなたたちは この 犬 を／が 食べるまで ここに いてください

ふつうは文脈等によって二義性は回避されるが，理論的には従属節内の動詞が他動

詞である場合には以上のように二義性の生じる可能性がある。

４ 古代日本語には従属節内対格形主格語があった……モンゴル語との対照

今泉（2003:33-36）は古代日本語では従属節内主語が「を」で表されていたことを

指摘している。いくつかの例を引用する。例文は，(12）～（15）の再掲である。

(61)［夜並(ﾅﾗ)べて君を来ませ］とちはやぶる神の社を祈(ﾉ)まぬ日は無し

［幾夜も続けてあなたが来られるように]と神の社に祈らない日はない (万葉 11/2660)

(62) 人目を繁み…… （人目が多いので……）

(63) ［紫のにほへる妹をにくくあらば］人妻ゆゑにわれ恋ひめやも

［紫草のように美しく輝いているあなたが憎いのなら］，（あなたが)人妻であるのに

(どうして) 私が恋い慕おうぞ (万葉1/21)

この古代日本語の 「を」 で表示される従属節内主語は，モンゴル語の従属節内対格

形主格語のあり方とよく似ている（今泉 2003:35)。日本語とモンゴル語が直接に影響

関係があったとは考えにくいので，この類似性はおそらく両言語に 「主文の主格と従

属節の主格は異なる主格である」 との共通する言語感覚があり，これに由来するもの

であろうとの仮説が設定できる。

[仮説]

モンゴル語では，①特定の対格語を示すために “ gi / yi ” が使用されている（本
論文 2.1，2.2）が，この “ gi / yi ” を，②従属節内の主格語にも使用して，従
属節内の主格を主文の主格と区別しようとしたものと考えられる。したがって，

①，②から，“ gi / yi ” は対格表示形式というよりは，特定機能表示形式と考
えるほうが適切であるのではないか。

日本語では，「を」は，古代日本語で感動詞・間投助詞であったが，これを第２主

格（従属節内の主格）を表す格詞のように使用することによって，従属節内の

主格を主文の主格と区別しようとしたものと考えられる（今泉2003:35) 。従属

節内の主格詞としては，現代語では 「が」 を使用するようになっているが，こ

の 「が」 は当時はまだ誕生していなかったのである（今泉 2005:97）。

両言語ともに 従属節内の主格は，主文の主格と異なる主格である，と捉えていた

のではないか。……人間には，このような意識があったのではないか。
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モンゴル語と日本語を対照して考察することにより，以上のような仮説を導くこと

ができる。

両言語とも，元来，本来的な主格である第１主格（今泉 2003:29, 2005:11）を表示

するための形式はなく，しかもこれは現代語に至っても存在していない (「 Ø1 」で表

示)。また，両言語とも，元来，目的語を表すための形式もなかった。

５ 結論

第１節では，モンゴル語と日本語の主格表示のあり方を対照した。主文内ではモン

ゴル語ではØ１格詞をとり，日本語ではØ１格詞か「が」格詞をとること。従属節内では，

主格語が主文内の主格語と同じ場合は，両言語とも，従属節内の主格語を省略するこ

と。異なる場合は，モンゴル語では，従属節内の主格語を対格表現(-gi/-yi)にし，日本
語では，「が」格にするが，古語においては対格表現(を)にする場合もあったこと。

第２節では，モンゴル語と日本語の対格表示のあり方を対照した。モンゴル語では

普通，対格詞は付けず，Ø格詞になるが，８種類の特別な場合だけ対格詞 「 -gi/-yi 」を
付ける。日本語では，文章語では対格詞「を」を付けるが，この対格詞は口頭語でよく

省略される。

第３節では，従属節内での，主格語が主文内の主格語と異なる場合の，主格語の表

示法を対照した。モンゴル語では，可能なすべての場合を取り上げた。その結果，主

格語が対格表現(-gi/-yi)になることが実証された。
第４節では，日本語では古語において，従属節内での主格語が「を」(のちの格詞)で

表示される場合もあったことを述べた。そして，仮説として，モンゴル語の -gi/-yi は
目的格表示形式として捉えるよりは，特定機能表示形式として捉える方が適切である

こと，人間には，主文の主格と従属節の主格とは異なる主格である，という意識があ

ったのではないか，ということが導かれることを述べた。

今後はここに提示された仮説の妥当性について研究を進めていきたい。
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日本語構造伝達文法は唯一の日本語科学文法

[国語文法は科学でない]

国語文法というものがある。長い伝統につちかわれた文法であり，学校でも教

えられている。しかし，国語文法は科学か，と問うとき，答えは否である。

[欠陥のある伝統]

長い伝統というものは，その中に致命的な欠陥がある場合，人々がその伝統を

大事に受け継げば受け継ぐほど，誤謬をますます大きくする。権威主義の強い日

本であれば，なおさらのことである。

[研究者も教育される]

学校で教えられている国語文法は，日本人に共通理解をもたらした。中に含ま

れている致命的欠陥にも気づかず，日本人はまじめにそれを受け継いだ。それは

ますます権威として立ち現れることとなり，その結果，それをよりどころに育つ

研究者たちは，自然と，その権威に敵対する論議をしないようになった。

[国語文法の世界で重要なこと]

科学の世界であれば，議論を評価する基準は，現実をうまく説明できるかどう

かということである。……国語文法の世界は違う。現実の説明は，しょせん出来

ないのだから，しなくてよい。現実の説明よりは，もっと重要なことがある。そ

れは，権威者の議論に沿った形で議論が進められているかどうかということであ

る。このほうがずっと重要なのである。

[国語文法は科学ではない]

現実は説明しなくてよい。したくても方法がないのだからしょうがない。……

この態度が，国語文法を科学から遠ざけた。国語文法には，このように，そもそ

も現実を説明しようという気構えがない。説明の方法を模索しようという意欲も

ない。……現実を説明することを放棄しているのだから，国語文法は科学ではな

い。こう結論づけざるを得ない。

[日本語構造伝達文法は唯一の日本語科学文法]

日本語構造伝達文法は，現実を説明することに正面から向き合っている。

① 生物は事象を集合として捉える

② 形態素を明確にする

③ 判断の構造を明らかにし，その表層化の方法を明らかにする

④ 歴史的な言語変化も考慮する

⑤ 音声変化も考慮する

このように考えて，説明方法を確立した。このような文法はほかにない。
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形態素こそが基本単位

水は H2O だということは誰でも知っている。しかし，昔の人は，水は水で，

これが基本単位だと考えていた。水が水素と酸素の化合物だなどとは夢にも思わ

なかった。そもそも ｢化合物｣ という考え方もなかった。

日本語の｢学生だ｣というときの｢だ｣も日本人は助動詞という基本単位であると

考えていた。しかし，｢日本語構造伝達文法｣ は，それはいわば ｢化合物｣ である

と主張する。本当の基本単位で表せばこうなる。

-d=a-Øu
ここには省略が働いているから，省略を

しなければ，こうなる。

-de=ar-u
この｢基本単位｣を言語学では｢形態素｣という。 ｺＥ６-1 基本単位

形態素とは，意味と文法的機能をもつ最小言語単位である。

だから，上の ｢-de, ar-, -u, -d, a-, -Øu ｣ のすべてが，形態素である。本文法では，
形態素を ｢詞｣ という。 ｢学-生｣ は ｢学｣ と ｢生｣ の ｢基｣ (合成物) である。

日本語構造伝達文法の構造モデルは，形態素がどのように関係し

あっているのかを示している。

いま，図ＥⅠ-4 (書かされた)を例にとって，文を漢字とかなで示せばこうなる｡

私が先生に感想を書かされた。

これを形態素に分解して示せばこうなる。実詞(名詞)は漢字で示す。

私-ga 先-生-ni 感-想-o kak-as-ar-e-Øi=t-Øi=a-Øu
表ｺE6-1 形態素と基

動詞 kak-
態詞 -as-, -ar-, -e-

形態素 格詞 o, ga, ni
実詞 私

描写詞 -Øi, -Øu
動詞基 =t-Øi=a-Øu
実詞基 感-想, 先-生

図ｺＥ６-２ 形態素表示 書かされた (図ＥⅠ-4 参照 )

学-生

ar-
de

/-u

私 先-生感-想
o kak-

-as-ni
ni-ar-

-e-
私
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対自許容 (ni)

-Øi-Øi

ga

ga

ga

ga

ga

ga
基

(合成体)


