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モンゴル語の自動詞の受身 
 

梅谷博之 

 
1. 本発表の概要 

モンゴル語の自動詞の一部は、受身接辞 -gd を取ることができる。本発表ではこの現

象について、次のことを扱う。 
まず、 -gd をとる自動詞を 2 つに分類する。分類に当たっては、-gd がつく前の動詞

が実際に用いられるかどうかを基準とする。次に、-gd をとる自動詞は、多くが派生動

詞であることを指摘する。最後に自動詞に -gd がついた形の意味を考察する。意味の考

察の際には、自動詞の表わす状況・状態が人の働きかけによりもたらされるかどうか、

という点に着目する。 
 
 

2. 関連する文法事項 
2.1. 動詞一般について 

モンゴル語は SOV 言語で、動詞は節の最後に現れる。動詞内において、形態素は「動

詞語根－ヴォイス接辞－アスペクト接辞－動詞語尾」の順序で配列される。例(1)は xus-
「そぎ落とす」という語根にヴォイス接辞（受身-gd）、アスペクト接辞（完成 -čix）、
動詞語尾（過去を表わす終止語尾 -laa）がついた例である。 

 
(1) Ažl-aas-aa  xusa1-gd-čix-laa 

仕事-ABL-REFL そぎ落とす-PASS-COMP-TV.PAST 
「解雇されてしまった」 

 
ヴォイス接辞、アスペクト接辞は必ずしも現れなくてよいが、動詞語尾は必ず現れな

ければならない（動詞語尾には３つある。詳しくは巻末の付録１を参照）。 
また、本発表中で用いる「自動詞」「他動詞」という語は、先行研究(Luvsanvandan 

1968:30, Bjambasan 1970:232 など)の指摘に従って次の意味で用いる：自動詞とは，対格

で現れる直接目的語をとることができない動詞を指す。他動詞とは対格で現れる直接目

的語をとりうる動詞を指す。 
 

                                                   
1 本発表ではモンゴル国の正書法に従って例文を表記した。正書法に従えば xus-「そぎ落と

す」に受身接辞 -gd がつく場合、両者の間に母音字 a が挿入される。同様の理由により本

発表では、同一の形態素が例文によって若干異なって表記されることがある。 
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2.2. 受身接辞 -gd 
受身接辞 -gd は他動詞につく例のほうが、自動詞につく例よりも圧倒的に多い。自動

詞に-gd がつく現象は、先行研究では語彙的な問題として捉えられているようである。 
 

・「モンゴル諸語においては「意外にも」受動態の形をとる自動詞が存在する。受

身接辞を伴うこのような自動詞は「意外な」意味を表わす」(Sanžeev 1963: 52-53) 
・「形式的に受動を形成する、すなわち接辞 -gd (-d, -t 2) をとる自動詞が存在する。

このような動詞は数が多くなく、javax「行く、暮らす」, xanax「満足する」, bijelex
「具現される」他いくつかである」(Kuz’menkov 1984: 70) 

 
本発表では第 3 節から第 5 節で自動詞に-gd がついた場合を扱う。その前に他動詞に 

-gd がつく場合についてここで簡単に触れておく。以下に Ariuna (2004: 4-7)の受身文の

分類3を挙げ、他動詞に -gd がついた動詞がどのような用法を持つのかを示す。（なお、

ここに挙げた分類は第 3 節から 5 節の議論には直接関係しないが、参考の為に挙げる。

直接第 3 節に進んでいただいても議論を追うのに特に支障は無い。転写方法、例文中の

強調、例文番号、グロスは本発表に合わせて変更を加えてある。日本語訳は原文そのま

ま。） 
 

「直接対象の受身」 

「完全に対応する能動文をもつ。例は(2a)であり、（略）(2b)は、その能動文である

(Ariuna 2004: 4)」 
 
(2a) Tatatunga   Mongol-yn  cereg-t  barivčla-gd-žee. 

タタトンガ モンゴル-GEN 軍-DAT 逮捕する-PASS-TV.PAST 
「タタトンガはモンゴル軍に逮捕された。」 
 

(2b) Mongol-yn  cereg  Tatanunga-g   barivčil-žee4. 
  モンゴル-GEN 軍  タタトンガ-ACC  逮捕する-TV.PAST 

「モンゴル軍はタタトンガを逮捕した。」 

                                                   
2 先行研究では受身接辞として-gd 以外にも -d, -t が挙げられている。-d, -t を取る動詞は限

られており、-gd に比べると生産性はきわめて低い。 
3 モンゴル語では、使役接辞 -uul も受身の意味を表わすことがある(-uul は異形態 -üül, -lg
を持つ)。 

Bi  öčigdör  aav-d   zagn-uul-san. 
 私 昨日  お父さん-DAT 叱る-CAUS-VN.PAST 

「私は昨日お父さんに叱られた」 
Ariuna (2004) は -gd, -uul の両方を考察の対象にしている。受身文の分類としてここに挙げ

たものは、-gd による受身文に関する記述だけを抜粋したものである。 
4 Ariuna (2004) に挙がっているこの例文(2a)と(2b)は、橋本邦彦(2003: 18)からの引用である。 
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動作主を表わす名詞句が文中に現れる場合には、与位格5で現れる（上記例文(2a)では

Mongolyn cereg-t がそれにあたる）。 
 
「ヨーロッパ風の受身文6」 

「動作主が完全に背景化される（動作主が文中に現れにくい）、つまりもっぱら被

動者の立場を述べる」(Ariuna 2004: 5) 
 
(3) “Mongolyn nuuc tovčoo”  800-aad  žil-ijn  ömnö   

元朝秘史    約 800 年-GEN 前   
zoxio-gd-son. 
制作する-PASS-VN.PAST 

「『元朝秘史』はおよそ 800 年前に書かれた。」 
 
「状態意の受身」 

「このタイプの受身文は動詞が行為動詞の受動形であっても、具体的な行為を表さ

ない。つまり、主語について何か属性などを述べる文である。（略）この文では、

動作主が自らの意思で行為を行うことのできない無情物でなければならない。」

(Ariuna 2004: 5) 
 

(4)  Zam  talbaj  boroon-y  usan-d  ugaa-gd-žee. 
道 広場  雨-GEN 水-DAT 洗う-PASS-TV.PAST 

「道路は雨水に洗われた。」 
 

「偶発／自発意の受身」 

「偶発的に起こった行為により被動者が影響を受けることを表す文である。（略）

構造的に対応する能動文を持っていても、意味的に対応する能動文を持たない。構

造的に対応する能動文(b)は、行為が動作主の意図的な働きかけによって起こるこ

とを表す。」(Ariuna 2004: 6) 

                                                   
5 与位格の他の主な用法は次のとおり。 

i. 受益者，受取人 (a) Bi Dulmaa-d   beleg  ög-sön. 
      私 (人名)-DAT   贈物   与える-VN.PAST 

「私はドルマーにプレゼントをあげた」 
ii. 時，場所の一地点 (b) Bi  önöödör  arvan  cag-t   bos-son. 

私  今日     10     時-DAT 起きる-VN.PAST 
「私は今日 10 時に起きた．」 

iii. 動作の対象  (c) Bi  čamd  itge-ž   baj-na. 
      私 君.DAT 信じる-CV.IMPF いる-TV.PRES 

「私は君を信用している」 
6 「ヨーロッパ風の受身文」という名前は、石綿敏夫・高田誠 (1990)に Ariuna が従ったも

のである。 
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(5a) Xaranxuj-d  tülxüür-ee  er-eed   xalaas-aa     
暗い-DAT  鍵-REFL 探す-CV.PERF ポケット-REFL  
temteč-tel,   gar-t  neg  xüjten  jum  bari-gd-san. 
手探りする-CV.CON 手-DAT 一つ 冷たい 物 掴む-PASS-VN.PAST 
「暗いところで自分の鍵を探してポケットを触っているうちに、何か冷たい

物が手に当たった。」 
 
(5b) Bi  xaranxuj-d  tülxüür-ee  er-eed   xalaas-aa     

私 暗い-DAT  鍵-REFL 探す-CV.PERF ポケット-REFL  
temtči-ž   baj-x-d-aa     gar-aar-aa  neg     
手探る-CV.IMPF いる-VN.PRES-DAT-REFL 手-INST-REFL 一つ   
xüjten  jum bari-san. 
冷たい 物 掴む-VN.PAST 
「私は暗いところで鍵を探して、ポケットを手探りしていた時、手で何か冷

たい物を掴んだ。」 
 
 
3. ‐gd がつく自動詞の分類 

本節では -gd をとる（ように見える）自動詞に 2 つあることを指摘する。この作業は

第 4 節と第 5 節で扱う考察の範囲を限定するために行なう。 
表１は自動詞に受身接辞がつきうるかどうかについて、パターンをまとめたものであ

る。左端の列中のVは（受身接辞-gdがつく前の）自動詞を指す。その下のV-PASSは受身

接辞がついた形を指す。 
（表１）  

 
 
 
 

自動詞の多くはAに示したように受身接辞がついた形を持たない。下の例(6)を参照。 
 
(6) V:   ir-「来る」 

  V-PASS: *ire-gd- 
 
自動詞の一部は B に示したように、受身接辞 -gd がついた形を持ちうる。例えば

avtomataž-「オートフォーメーション化になる」という動詞を例にとって説明すると、

(7), (8)のようになる。 
 

(7) V:   avtomataž-「（工場などが）オートフォーメーション化になる」

V-PASS:  avtomatži-gd-「（工場などが）オートフォーメーション化になる」 

 A B C 

V ＋ ＋ ？ 
V-PASS ― ＋ ＋ 
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(8) Manaj  üjldver-ijn  büx  tonog töxöörömž  
うちの 工場-GEN 全て 機材 

  [avtomatž-san/     avtmatži-gd-san]7. 
機械作業化になる-VN.PAST  機械作業化になる-PASS-VN.PAST 

「うちの工場の機材は全てオートフォーメーションになりました」 
 

C は次のようなものを指す：-gd がつかない形を取り出すことは出来るが、それが用

いられることはないもの。 
例えば tatan buu-gd-「（会社が）つぶれる」という語がある。これは tatan buu- という

動詞に受身接辞 -gd がついた形であると分析できる8。tatan buu- の前部要素 tatan は tat- 
「引く」という他動詞に副動詞語尾がついた形である。一方 buu- は「降りる、下がる」

という意味を表わす自動詞である。モンゴル語の複合動詞の自他は後部要素のそれと一

致する。そのため tatan buu- という動詞が存在するとすれば自動詞であることが予想さ

れる。しかし、実際には tatan buu-という動詞は使われない。 
 
(9) V:  *tatan buu- 

V-PASS:  tatan buu-gd-「（会社が）つぶれる」 
 
(10) Dorž-ijn   kompani  [*tatan buu-san/  tatan buu-gd-san]. 

ドルジ-GEN  会社              -VN.PAST     -PASS-VN.PAST 
「ドルジの会社はつぶれた」 

 
また、ele-gd-「使い古される」という動詞が存在する。これは el- に受身接辞 -gd が

ついた形であると分析できる9。蒙英辞書 Bawden (1996: 562)では el- が見出し語として挙

がっており、その意味は “to wear out, to rub away (intrans.)” と書かれている。この記述に

従えば、ele-gd- は自動詞に-gd がついた例であることになる。しかしコンサルタントか

ら el- という動詞を用いた文を得ることはできなかった。 
このように、自動詞に -gd ついたように見える例でも、実際にはその自動詞の存在が

                                                   
7 最後の動詞の部分だけが異なる二つの文を簡潔に示すため、この例のように [   ] の中

に二つの動詞を入れて表記する。 
8 tatan buu-lga-「（会社を）引き払う、たたむ」という語がある。これは tatan buu- という

語に使役接辞 -lg (-uul の異形態)がついたものと分析できる。ここからも tatan buu-という形

を取り出すことができる。 
V-PASS:  tatan buu-gd-「（会社が）つぶれる」 
V:  *tatan buu- 
V-CAUS:  tatan buu-lga-「（会社を）引き払う、たたむ」 

9 el-ee-「使い古す」という語があり、これは el- に使役接辞 -ee がついたものと分析できる

（使役接辞 -ee は -uul ほどは生産性が高くない）。脚注 8 での指摘と同様に、ここでも使役

接辞がついた形から el- という形を取り出すことが出来る。 
V-PASS:  ele-gd-「使い古される」 

 V:  ?el- 
 V-CAUS:  el-ee-「使い古す」 
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認められない場合がある。このようなもの（C のパターンを示すもの）に当てはまると

考えられるものは現時点で tatan buu-, el-のほかに３つ見つかっている10。以下 4 節と 5
節では C に当てはまるものは除外し、B に当てはまるものを考察する。 

 
 

4. 派生と -gd のつきやすさとの関係  
ここでは -gd が付く前の自動詞が派生動詞と非派生動詞のどちらであるかというこ

とと、-gd のつきやすさとの関係を指摘する。モンゴル語の自動詞は、名詞・形容詞な

どから派生した派生自動詞と、非派生自動詞に分けることが出来る。自動詞を派生する

接辞にはさまざまなものがある。発表者は全ての自動詞派生接辞について十分なデータ

を持っていないため、ある程度データが集まっている次の 4 つの接辞により形成された

自動詞に限って議論することにする。 

 
(11) -ž：ある性質や物を持つようになる  

 mal「家畜」   mal-ž「（家庭や村が）家畜の数が増える」 
  tolbo「しみ」   tolbo-ž「（物が）しみが付いた状態になる」 

idevx「活動」   idevxi-ž「（活動が）活発になる」 
 

(12) -š：ある性質をもつようになる 
zaluu「若い」   zaluu-š「若く見える」 
namag「沼」   namag-š「沼になる」 
togtvorgüj「不安定な」 togtvorgüj-š「不安定になる」 

 
(13) -s：ある性質をもつようになる；あるものを欲するようになる 

 baga「小さい」   baga-s「小さくなる」 
  nojr「睡眠」   nojro-s「眠る」 
  max「肉」    maxa-s「肉を食べたくなる」 

 

                                                   
10 ３つの形と、Bawden (1996)に記載されている意味は次のとおり。 
  xurimtal-: to accumulate, to be accumulated 

xor-: to be reduced, to be cut down 
alsal-: 1. to be distant  2. to cover a long distance 

また、java-gd-「（行事が）行なわれる」という動詞があり、jav- に受身接辞がついた形で

あると分析できる。jav-は実際に用いられる形であるが、「（人・動物が）行く、歩く」とい

う意味を表わし、「（行事が）行なわれる」という意味では用いられない。 
これを B、C どちらのパターンに含めるべきか、現在発表者は判断できないでいる。とり

あえず java-gd- は本発表の考察対象からはずしておく。（なお、java-gd- は自動詞に -gd が

ついた形として先行研究で取り上げられることが多い形である。） 
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(14) -d：ある好ましくない性質を持つようになる；ある性質が過度である 
  tom「大きい」    tom-d「大きすぎる」 

boxir「汚い」    boxir-d「汚れる」 
belčeergüj「放牧地の無い」 belčeergüj-d「放牧地がない状態である」 

 
発表者が持っているデータを見る限りでは、-gd をとる自動詞は、派生接辞により形

成されたものの方が、非派生のものに比べて多い。-ž によって形成された自動詞で-gd
を取りうるものは 26 個、-š, -s によるものはそれぞれ 3 個、計 32 個ある。（これらの具

体例は第 5 節で挙げる。ただし –d により派生した自動詞には -gd がつくものが見つか

っていない。また、上記 4 つ以外の派生接辞により形成された自動詞で-gd を取ること

ができるものも、いくつか見つかっている）。一方-gd を取りうる非派生動詞は 4 つ見つ

かっている。この数は今後調査が進むにしたがって変化することが予想されるが、-gd
が非派生自動詞と結びつきにくいことには変わりがないと思われる。 

この理由は良く分かっていないが、現段階で発表者は以下のように考えている。一つ

目には、自動詞を派生する接辞の生産性が比較的高く、その接辞を伴う動詞グループが

open class であるの対し、非派生自動詞グループは closed class であることが関係してい

るかもしれない。二つ目には派生接辞により形成された自動詞が持つ何らかの意味的特

徴が、-gd の付加を容易にしているのかもしれない。（または、-gd と結びつきにくい何

らかの特徴を非派生自動詞が共通して持っているのかもしれない。）ただし、この問題

についてはまだ不明な点が多いので保留することにする。 
 
 
5. 意味 

この節では自動詞に-gd がついた形の意味を観察する。-gd がつく自動詞が派生接辞

により形成されたものである場合(5.1 節)と、非派生のものである場合(5.2 節)とに分け

て観察する。 
 
5.1. 派生自動詞に-gd がついた場合 

派生自動詞に -gd がついた形が用いられる文には、「自動詞が表わす状況・状態が、

人間の働きかけによりもたらされることを表わす」という共通点がある。例えば次の

(15a)では「ヨード化する」という自動詞 iod-ž- に 受身接辞 –gd がついた形が用いられ

る。この文では「工場で人の手が加わって」塩がヨード化したことが表わされている。 
 
(15a) Ene  davs  üjldver-t  [*iodo-ž-son/   iod-ži-gd-son]. 

  この 塩 工場-DAT ヨード-Ž-VN.PAST ヨード-Ž-PASS-VN.PAST 
「この塩は工場でヨード化した」（海産物を食することが少ないモンゴル人はヨ

ードが不足しがちで、病気になることがある。そのため、毎日口にする塩にヨ

ードを配合しヨード不足を解消することが行われている） 
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一方、塩が人の手によらず「自然に」ヨード化したことを表わしている(15b)では自

動詞に受身接辞 -gd がついた形は用いられない。 
 

(15b) Ene  davs  bajgli-jn  [iodo-ž-son/   *iod-ži-gd-son]    davs. 
この 塩 自然-GEN ヨード-Ž-VN.PAST ヨード-Ž-PASS-VN.PAST 塩 

「この塩は天然ヨード塩です」 
 

以下の(16), (17)においても、(a)では自動詞で表わされる状況・状態が、人の働きかけ

の結果もたらされることを表わしている。この場合自動詞に -gd がついた形が用いられ

る。一方、人の働きかけが特に問題になっていない(b)では自動詞に-gd がついた形は用

いられない。 
 

(16a) [?Zuurmag-ž-san/  Zuurmag-ži-gd-san]   cjemjent-ijg   
  こねた物-Ž-VN.PAST こねた物-Ž-PASS-VN.PAST セメント-ACC 

xeregle-j   baj-gaa. 
  使う-CV.IMPF いる-VN.IMPF 

「（うちの建設現場では）こねられたセメントを使っています」 
 

(16b) Xuuraj  šavar  deer   us  xij-geed   orxi-čix-vol  
  乾いた 泥  ～の上 水 入れる-CV.PERF 放置する-COMP-CV.CON 

ajandaa  [zuurmag-ž-na/   *zuurmag-ži-gd-na]. 
  自然に こねた物-Ž-TV.PRES こねた物-Ž-PASS-TV.PRES  

「乾いた泥に水を混ぜて放置すると自然にこねた状態になる」 
 
 

(17a) Övöl  bolo-x-oor   ene   togloomyn talbaj  
  冬  なる-VN.PRES-INST この  遊技場  

[*mös-ži-ž/  mösži-gdö-ž]   xüüxdüüd  gulga-ž    
氷-Ž-CV.IMPF 氷-Ž-PASS-CV.IMPF 子供達 滑る-CV.IMPF  
togol-dog. 
遊ぶ-VN.HAB 
「冬になるとこの公園は氷がある状態になり、子供達は（スケート・そりで）

滑って遊ぶ」（冬に広場に水が撒かれて、その広場に氷が張っている状態にな

る） 
 

(17b) Xeden saja  žil-ijn  ömnö  delxij-n  agaar-yn  tjempjeratur  
  数百万  年-GEN 前  世界-GEN 大気-GEN 温度 

buur-č   delxij  [mös-ž-sön/  *mös-ži-gd-sön] 
  下がる-CV.IMPF 世界  氷-Ž-VN.PAST 氷-Ž-PASS-VN.PAST 

「数百年前には世界の気温が下がり、世界が凍りついた」
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この「人間の働きかけ」は「自動詞で表わされる状況や状態が生じることを意図

して」なされたものである必要がある。例えば žimsž-「（ある土地に）果物が生え

るようになる」という動詞を例にとって説明する。この動詞は受身接辞 -gd を取

ることができる。コンサルタントの内省では、以下の(18a)において、-gd がつかな

い形は自然に果物が生えるようになった場合に、-gd が付いた形は人が果物を栽培

するようになったことを表わす。 
 
(18a) Ene   büs nutag  gurvan  žil-ijn  ömnö   
  この  地方  3  年-GEN 前   

[žims-ž-sen/  žims-ži-gd-sen]. 
果物-Ž-VN.PAST 果物-Ž-PASS-VN.PAST 

「この地方は３年前果物がとれるようになった」 
 

以下の(18b)は人間が「種を捨てる」という一種の「働きかけ」を行うことにより土

地に果物が生えるようになったことを表わす文であるが、ここでは-gd がついた形は用

いられない。 
 
(18b) Neg  xun  žimsn-ii  ür  xaja-sn-y    ulmaas   xeden   
  1 人 果物-GEN 種 捨てる-VN.PAST-GEN ～によって 何  

žil-ijn  omno  ene  nutag  [žims-ž-sen/  *žims-ži-gd-sen]. 
  年-GEN 前  この 土地  果物-Ž-VN.PAST  果物-Ž-PASS-VN.PAST 
 

普通、「種を捨てる」という行為は「果物がとれるようになる」ことを目的としたも

のではない。このことから、人間の何らかの「働きかけ」とは、自動詞で表わされる状

況・状態が生じることを意図してなされるものでなければらないと考えられる11。 
 

また、以下の(19a)では žuram-š- 「規律を守るようになる、行ないがよくなる」とい

う自動詞に受身接辞がついた形が用いられている。一方、(19b)では受身接辞がついた

形は用いられない。 

                                                   
11 žimsgüj-ž-「果物がとれなくなる」という動詞がある。žims-ž-「果物がとれるようになる」

とは異なり、この動詞に受身接辞 -gd が付いた動詞が現れる文は、コンサルタントから得

られなかった。 
 Ene  büs nutag  gurvan  žil-ijn  ömnö  

この 地方  3  年-GEN 前 . 
[žims-güj-ž-sen/   *žims-güj-ži-gd-sen]. 
果物-NEG-Ž-VN.PAST 果物-NEG-Ž-PASS-VN.PAST 
「この地方は３年前果物がとれなくなった」 

「果物がとれるようになる」ことを目的として人が何かの働きかけをすることはあっても、

「果物がとれなくなるようになる」ことを目的として何かの働きかけをすることが普通無

いため、žimsgüj-ž-に受身接辞 -gd がついた形が用いられないのかもしれない。 
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(19a)  Bat  šoron-d  or-ood     
(人名) 刑務所-DAT 入る-CV.PERF 
[žuram-š-čix-san/   žuram-ši-gd-čix-san]  baj-san  šüü 
規律-Š-COMP-VN.PAST  規律-Š-PASS-COMP-VN.PAST いる-VN.PAST MP 

「バトは刑務所に入って更生したんだよ」 
 
(19b) 9-r saryn 1-nd  surguul’-d   elsen or-sn-oos    xojš  

9 月 1 日-DAT 学校-DAT   入学する-VN.PAST-ABL 後に 
ürgelž  züggüjt-deg   baj-san   Bold  xagas    
いつも 腕白である-VN.HAB いる-VN.PAST (人名) 半   
žil-ijn  daraa  gexed   xičeel-ijn  cag-aar  
年-GEN 後  ～までには 授業-GEN 時間-INST 
[žuram-š-san/  *žuram-ši-gd-san]. 
規律-Š-VN.PAST 規律-Š-PASS-VN.PAST 
「９月１日に学校に入学して以降、（それまで）いたずらばかりしていたボ

ルドは半年もすれば規律を守るようになった」 
 

(19a)で自動詞に-gd がついた形が用いられるのは、刑務所が「人が更正する」ことを

目的として働きかけを行なう場所であることと関係しているように思える12。 
 

以下、自動詞に-gd が付いた例をいくつか挙げておく。 
 
(20a) Emč-ijn  xel-sen   ügen-d  [zorig-ži-n/  zorig-ži-gdo-n]  

医者-GEN 言う-VN.PAST 言葉-DAT  勇気-Ž-CV.ASS 勇気-Ž-PASS-CV.ASS 
ulam  am’dra-x    xüsel  tör-sön. 
さらに 生きる-VN.PRES  望み  生まれる-VN.PAST 

 
(20b) Sanaačil-san   ažil  maan’  amžiltan-d  xürsen     

思いつく-VN.PAST 仕事 1ST.POSS 成功-DAT  至る-VN.PAST  
učir  [zorig-ži-ž/  *zorig-ži-gdo-ž]   öšöö  ix-ijg  
～ので 勇気-Ž-CV.IMPF  勇気-Ž-PASS-CV.IMPF さらに 多く-ACC  

                                                   
12 自動詞に -gd がついた動詞が現れる文の共通点として「自動詞で表わされる状況や状態

が生じることを意図して、人間が働きかけを行なう」ことが含意される点を挙げた。しか

しこの観察が当てはまらない例がある。 
End   ir-x-eer    bajgali-jn  sajxan-d   setgel   
ここに 来る-VN.PRES-INST 自然-GEN 美しい-DAT  心 
[ariu-s-dag/  ariu-sa-gd-dag]. 
清浄-S-VN.HAB 清浄-S-PASS-VN.HAB 
「ここに来ると自然の美しさに心が清まる」 

この例文では ariu-s-「清まる」という動詞に受身接辞-gd が付いて現れることができる。

この文では「心が清まる」事を目的として人が働きかけたことは問題になっていない。 
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bütee-x    xüsel  tör-sön. 
  達成する-VN.PRES 望み  生まれる-VN.PAST 

「仕事がうまくいったので勇気づき、さらに多くの事を成し遂げる意欲が生

まれた」 
 

(21) Zasgijn gazr-yn  bodlogo-or  ene  nuur  gurvan  žil-ijn  ömnö 
  政府-GEN  政策-INST  この 湖  3  年-GEN 前 

[*zagas-ž-san/  zagas-ži-gd-san].  
  魚-Ž-VN.PAST 魚-Ž-PASS-VN.PAST  

「政府の政策によりこの湖は３年前に魚がすむようになった」（コンサルタント

の内省によれば、魚がいなかった湖に魚を逃がしたことにより、その後魚が増え

た場合には受身接辞のついた形は用いられないそうである） 
 

(22) Manaj  sum-yn  uul  [*modo-ž-son /mod-ži-gd-son]. 
我が  村-GEN 山  木-Ž-VN.PAST 木-Ž-PASS-VN.PAST 
「我が村の山は木があるようになった（植林された）」（モンゴルでは気候の

厳しさのため、森は一度切り開かれると、自然には再生しない） 
 

例(15)～(19)を使って、自動詞に -gd がついた形が用いられている文では「自動詞で

表わされる状況や状態が生じることを意図して、人間が働きかけを行なった」ことが含

意されると指摘した13。ただし、これは自動詞に -gd がついた例を見て観察される共通

点を述べただけで、この逆のことは必ずしも言えない。すなわち、「自動詞で表わされ

る状況や状態が生じることを意図して、人間が働きかけを行なった」ことが含意される

場合に自動詞に-gd がつくとは言えない。 
たとえば vakcin「ワクチン」という語に自動詞派生接辞 -ž がついて形成された自動

詞 vakcin-ž-「（人が）ワクチンを摂取した状態になる」という動詞がある。「（人が）ワ

クチンを摂取した状態になる」なるためには、この状態が生じることを意図して人が働

きかける（注射を打つ）のが普通である。しかし実際には vakcin-ž-に受身接辞がつく例

                                                   
13 Payne (1997: 204-207)では personal passives と impersonal passives の２種類の受身について

言及している。 
Personal passives are constructions for which some specific agent is implied, but either is not 
expressed or is expressed in an oblique role. (ibid. 204) 
 
The function of impersonal passives is essentially the same as that of basic passives: they 
downplay the centrality of an AGENT. One difference between personal and impersonal passives, 
however, is that impersonal passives can be formed from intransitive as well as transitive verbs. 
For example, in an intransitive impersonal passive clause like the German “Yesterday there was 
dancing,” the identity of the participants in the dance is not central to the speaker’s 
communicative goal; only the fact that dancing took place. (ibid. 206) 

この指摘は傾向を示したものであると考えられるが、仮に厳密に解釈するとすれば、

personal passive は自動詞からは形成されないということになる。本発表で挙げた自動詞に

-gd がついた形が含意する「人の働きかけ」が Payne の言う”some specific agent”に相当する

のであれば、モンゴル語には自動詞から形成される personal passive が存在することになる。 
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はコンサルタントから得られなかった。 
参考までにどの自動詞が-gd を取ることができ、どの自動詞が -gd を取ることができ

ないかを付録２に示した。（すでに例文(15)～(22)で挙げたものも含む） 
 
5.2. 非派生動詞に -gd がつく場合 

非派生動詞で-gd がつくものは数が少ない。発表者が現時点で確認しているものは、

ört-「（被害、影響を）受ける」、töör-「迷う」、xocor-「遅れる」、dut-「足りない」であ

る。これらのうち、ört-「（被害、影響を）受ける」、töör-「迷う」に-gd がついた形は「自

動詞で表わされる状況や状態が生じることを意図して、人間が働きかけを行なった」こ

とが含意される文脈で用いられるようである。 
 
(23a) Manaj  oron-d  zasaglal  janz bür-ijn  xüčn-ij  nölöön-d  

我が  国-DAT 政府  さまざま-GEN 勢力  影響-DAT 
[örtö-ž/   örtö-gdö-ž]   baj-na 
受ける-CV.IMPV  受ける-PASS-CV.IMPF いる-TV.PRES 

「我が国では政府がさまざまな（反対）勢力の影響を受けている」 
 
(23b) Ene  üje-er  ger-t  baj-san  tavan nastaj  xüüxed  gal-d  

この 時-INST 家  いる  5 歳の  子供  火-DAT 
[ört-žee/   *örtö-gd-žee]. 

 受ける-TV.PAST 受ける-PASS-TV.PAST 
「このとき、家にいた 5 歳の子供が火事にあった」 

 
(24a) Neg  xün  xüüxd-ee  xün  am’tan-güj  gazar  avaač-aad  

1 人 子供-REFL 人 動物-NEG  場所  連れて行く-CV.PERF 
xaja-san.   Ter  xüüxed  sum-aas  žaran km  xol  
捨てる-VN.PAST  その 子供  村-ABL 60km  遠く 
[*töör-sön/  töörö-gd-sön]. 
迷う-VN.PAST  迷う-PASS-VN.PAST 
「ある人が子供を人っ子一人いない場所に連れて行き捨てた。その子供は

村から 60km 離れた所で迷った」 
 
(24b) Dorž  buruu  zam  zaa-san   učraas  bi  

ドルジ 間違い 道 教える-VN.PAST ～ので 私 
[töor-sön/   *töörö-gd-sön]. 
迷う-VN.PAST  迷う-PASS-VN.PAST 

「ドルジが間違った道を教えたので私は迷った」 
 
残りの二つ xocor-「遅れる」, dut-「足りない」に受身接辞 -gd が付いた形には、これ

までみたような意味的共通性は見られない。 
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xocor-は「決められた時間に遅れる」という意味を主に表わし、それに受身接辞-gd
がついた形 xocro-gd-は「時代から取り残される」という意味で主に用いられるようで

ある。 
 
(25a) Bi  önöödör  xičeel-ees-ee  [xocor-son/   *xocro-gd-son]. 

私 今日  授業-ABL-RELF  遅れる-VN.PAST   遅れる-PASS-VN.PAST 
「私は今日授業に遅れた」 

 
(25b) Či jaasan  modn-oos  [*xocor-son/  xocro-gd-son]   jum be! 

君 なんと 流行-ABL 遅れる-VN.PAST 遅れる-PASS-VN.PAST MP QP 
「君はなんと流行に遅れているんだ！」 

 
また、dut- は「ある定まった基準や目標に届かない、何かと比較して劣っている」こ

とを表わす場合に主に用いられる。duta-gd-は「必要なものや欲しいものが無い」こと

を表わす場合に主に用いられる。 
 

(26a) A  nam  olonxi  suudal  av-san   xedij č  
   党 多数  席  取る-VN.PAST ～だが 

davamgajla-x    erxtej   bolo-x-yn    tuld  
優位を占める-VN.PRES 権利を持つ なる-VN.PRES-GEN ～為に 
ava-x   jostoj    84  suudal-d  7  suudal   
取る-VN.PRES ～のはずである   席-DAT  席   
[duta-ž/   *duta-gda-ž]   baj-na. 
足りない-CV.IMPF 足りない-PASS-CV.IMPF いる-TV.PRES 
「A 党は多くの議席を取ったが、絶対的優位を得るために取る必要がある

84 議席に 7 議席足りない」(Önöödör 1997-11-01)14 
 
(26b) Gexdee  xamt olon  [*dut-na/   duta-gda-na]. 

  しかし 仲間  足りない-TV.PRES 足りない-PASS-TV.PRES 
「しかし、仲間がいなくなる」（医者の発言。開業医として働くと収入は良い

が、一緒に働く仲間がいなくなるという趣旨。）(Önöödör 1997-11-01) 
 
このように、非派生動詞に-gd がついたものの中には、ört-「（被害、影響を）受ける」

と töör-「迷う」に受身接辞 -gd がついた形のように、5.1 節で見た派生自動詞に-gd が

ついた形と一緒に扱えそうなものが含まれている。その一方で、xocor-「遅れる」dut-
「足りない」に受身接辞がついた形のように、（とりあえずは）別に扱う必要があるも

のが含まれていることが分かる。

                                                   
14 Önöödör 1997-11-01 は Önöödör 紙（インターネット版）の 1997 年 11 月 1 日号からの

引用であることを示す。 
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6. まとめ 
本発表ではまず、自動詞に受身接辞が付いた（ように見える）ものに２種類あること

を示した。そして「形としては -gd がつかない動詞を取り出すことができるものの、実

際には用いられることはないもの」を考察の対象からはずした。次に、派生接辞により

形成された自動詞の方が、非派生自動詞に比べて受身接辞 -gd をとりやすい傾向がある

ことを指摘した。最後に、自動詞に-gd がついた形の意味を観察した。自動詞に-gd が

ついた形が用いられると「自動詞で表わされる状況や状態が生じることを意図して、人

間が働きかけを行なった」ことが含意される。ただし、非派生自動詞に-gd がついた例

に関しては、このことが含意されないものがある。 
今回は手持ちのデータで言えることをまとめてみた。本発表では、データで示すべき

ところをコンサルタントの内省報告に依存する形で論を進めたところもあった。また派

生接辞については一部のものしか調査していない。これらの点を改善しながら今後の調

査をすすめていきたい。 
 
 

付録１：動詞語尾 

３つの動詞語尾（終止語尾、形動詞語尾、副動詞語尾）の機能について説明する。 
（I）動詞は終止語尾を伴い、文を終えることができる。 

(i) Bi  öčigdör  ix delgüür  jav-av. 
         私  昨日    デパート 行く-TV.PAST 

「私は昨日デパートへ行った」 
 
（II）形動詞語尾は動詞を名詞化したり、形容詞化したりするときに用いられる。名詞

化された場合は、さらに後ろに格接辞を取ることができる。また、形動詞語尾を

伴った形は、文を終止することもできる（終止語尾と同じ役割を持つことがある）。 
名詞化の例 (ii)Či  tüünij  Japon  jav-sn-yg    mede-x  üü? 

           君  彼.GEN  日本  行く-VN.PAST-ACC 知る-VN.PRES  QP 
「君は彼が日本に行ったのを知っているか？」 

形容詞化の例 (iii) Bi  av-san   nom-oo  xaašaa  xij-sen   bilee? 
       私 買う-VN.PAST 本-REFL どこへ 入れる-VN.PAST MP 

「私、買った本をどこにしまったんだっけ？」 
文終始の例   (iv) Bi  öčigdör  ix delgüür jav-san. 

          私  昨日    デパート  行く-VN.PAST 
「私は昨日デパートへ行った」 

 
（III）副動詞語尾を伴った形は非言い切り形として用いられる。 

(v) Tüünijg  ir-vel   bi jav-na. 
      彼.ACC  来る-CV.CON  私 行く-TV.PRES 

「彼が来たら私は行きます」 
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付録２：-gd をとる動詞ととらない動詞の例 
 
（1-1）-ž によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができるもの 
zorigž- （人が）勇気づく 
radiož- （ある集団が）ラジオ受信機を持つようになる 
tjeljevizež- （ある集団が）テレビ受信機を持つようになる 
nüürsež-15 （工場や機関が）石炭を手に入れる 
sanxüüž- （団体や機関が）会計収入を得る 
zagasaž- （川や池が）魚が生息するようになる 
zögijž- （土地が）蜂が生息するようになる 
žimsež- （土地が）果物がとれるようになる 
modož- （土地が）木が生えた状態になる 
mösöž- （物が）氷のある状態になる 
avtomataž- （工場などが）オートフォーメーションになる 
mašinž- （工場や設備が）機械化される 
mjexanikaž- （工場や設備が）機械化される 
kom’pjütjerž- （物や機関が）コンピュータ化する 
kartaž- （物や機関が）カード化する 
indjeksež- （物が）見出しのついた状態になる 
batalgaaž- （計器が）品質保証される 
gerčilgeež-16 （製品が）品質保証される 
standartaž- （物が）定まれた規格を満たす（物の規格が）定まる 
togtvorgüjž- （状態が）不安定になる 
togtvorž- （状態が）安定する 
sijregž- （物が）まばらになる 
zuurmagž- （物質が）こねた状態になる 
iodož- （物質が）ヨード化する 
bijež- （仕事などが）うまく行く、きちんと遂行される 
bexež-17 （友好関係が）強固になる 
 

                                                   
15 nüürsež-には「（ある物質が）石炭になる」という意味もある。この意味では -gd はつか

ない。 
16 gerčilgeež-には「（人が）出生証明を受ける」という意味もある。この意味では-gd はつか

ない。 
17 bexež-には「（歯などが）硬くなる」という意味もある。この意味では-gd はつかない。 
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（1-2）-ž によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができないもの 
zaluuž- （人が）若くなる 
ovorž- （人が）老け込む 
vakcinž- （人が）ワクチン接種摂取済みになる 
dadlagaž- （人が）訓練を受けた状態になる 
dasgalž- （人が）訓練を受けた状態になる 
ojž- 1 （人が）記憶が良くなる 
öngöž- （人・物が）外見が良くなる 
irgenž- （人民が）文化的になる 
möngöž- （人や団体が）お金を手に入れる 
orlogož- （団体が）収入を得る 
zevsegž- （軍が）武装化する 
arviž- （家庭、村などが）何らかの物（造格で現れる）で豊かになる 
aduuž- （家庭、村などが）馬を持つようになる 
malž- （人、家庭、団体が）家畜が増えた状態になる 
davsaž- （湖などが）塩化する 
zamagž- （川、湖が）藻が生えている状態になる 
nogoonž- （土地が）緑化した状態になる 
ojž- 2 （土地が）森のある状態になる 
agaargüjž- （場所が）空気が無くなる 
agaarž- （場所が）空気があるようになる 
mongolž- （物や方法が）モンゴル式になる 
idevxiž- （ある物の活動が）活発になる、（人が）積極的になる 
idevxigüjž- （ある物の活動が）沈静化する、（人が）消極的になる 
togtmolž- （速度、程度、値段などが）一定になる 
öndörž- （程度や要求が）高くなる 
törölž- （物が）多種多様化する 
namž- （状態が）治まる、沈静化する 
zajrmagž- （液体が）ソフトクリーム状になる 
nijgemž- （ある問題が個人レベルではなく）社会レベルの問題になる 
tölbörž- （無料であった物が）有料になる 
boroož- 雨が降る 
salxiž- 風が吹く 
övölž- 冬になる 
namarž- 秋になる 
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(2-1) -š によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができるもの 
žuramš- （人が）規律を守るようになる 
sijregš- （物が）まばらになる 
togtvorš- （状態が）不安定になる 
 
(2-2) -š によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができないもの 
suur’š- （人がある場所に）住む 
bajrš- （人が）定住する 
zolbiš- （人が）家出をする、（家畜や犬が）迷って野良になる 
omogš- （人が）尊大ぶって怒る 
iegenš- （人がある土地の）住民になる 
nijgemš- （人が）社会の一員となる 
züdengeš- （人が）疲労困憊する 
zaluuš- （人が若く見える） 
zerlegš- （動植物が）野生化する 
gov’š- （土地が）半砂漠化する 
namagš- （土地が）沼のようになる 
ilaarš- （病気が）回復する 
arxagš （病気などが）慢性化する 
mojnogš- （手が）ごつごつして節くれだつ 
modoš- （物が）木の性質も持つようになる（例えば硬くなる） 
örömš- （熱したミルクが）膜が張る 
zöögš- （食事が）冷める 
togtongiš- （液体が）ある場所によどむ、たまる 
tagnajš- （音が）口蓋化する 
borooš- 雨が降る 
 
 
 (3-1) -s によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができるもの 
boginos- （物が）短くなる 
urtas- （物が長くなる） 
xurdas- （物のスピードが）早くなる 
 
(3-2) -s によって派生した自動詞のうち、-gd を取ることができないもの 
maxas- （人が）肉を食べたく思う 
undaas- （人が）のどが渇いて飲み物が飲みたくなる 
xužirs- （家畜が）塩分を欲する 
nojrs- （人が）眠る 
töröls- （人が）親戚づきあいをする 
urags- （人が）親戚づきあいがある 
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dotnos- （人どうしが）親しくある 
bülees- （冷たかった液体が）温かくなる 
döls- （火が）消えかける 
ižils- （二つ以上のものが）同じになる 
ixes- （人やものの数・量が）増える 
öndörs- （物の値段、水準が）高くなる 
ulajs- （鉄が）熱く赤くなる 
narijs- （方法などが）細分化する 
todos- （汚れなどが）はっきりと目立つ 
xijs- （物が）風で吹き飛ぶ 
serüüs- （気候が）涼しくなる 
 
 
(4) -d によって派生した自動詞（-gd を取るものは今のところ見つかっていない） 
gancaard- （人が）ひとりで居て寂しい 
gancad- （人が）一人で居て不都合である 
dutuud- （人が）（あるもので）不足感を感じている 
gašuud- （人が）悲しむ 
bütelgüjd- （仕事が）成就しない 
bütemžgüjd- （仕事が）成就しない 
boginod- （物が）過度に短い 
žižigd- （物が）小さすぎる 
boxird- （物が）汚くなる 
buruud- （ある行為が）誤りである、間違いである 
davxard- （行事、出来事などが）重なる 
dürsgüjd- （テレビの画像などが）乱れる 
gažuud （意味が）歪曲される 
gazargüjd- 土地が不足する 
gand- 旱魃になる 
belčeergüjd- 放牧地がなくなる 
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ローマ字転写一覧 
例文の表記はキリル文字による正書法に従い、ローマ字転写した：а=a, б=b, в=v [], 

г=g, д=d, е=je/jö, ё=jo, ж=ž [d], з=z [dz], и=i, й=j, к=k, л=l [], м=m, н=n, о=o [], 
=ö [], п=p, р=r, с=s, т=t, у=u [], Y=ü [], ф=f, х=x, ц=c [ts], ч=č [t], ш=š [], ъ=”, 
ы=y [], ь=’, э=e, ю=ju/jü, я=ja 
 
 
略号一覧 
ABL: ABLative 奪格    
ACC: ACCusative 対格  
ASS : ASSociative 連合 
CAUS: CAUSative 使役 
COMP: COMPletive 完成 
CON: CONditional 仮定 
CV: ConVerb 副動詞語尾 
DAT: DATive-locative 与位格 
GEN: GENitive 属格 
HAB: HABitual 習慣 
IMPF: IMPerFective 未完了 
INST: INSTrumental 造格 

MP: Modal Particle ムードの小辞 
NEG: NEGative 否定 
PASS: PASSive 受身 
PAST: PAST 過去 
PERF: PERFective 完了 
POSS: POSSessive particle 所有小辞 
PRES: PRESent-future 現在未来 
QP:  Question Particle 疑問小辞 
REFL: REFLexive-possessive 再帰語尾 
TV: Terminating Verbal 終止語尾 
VN:  Verbal Nominal 形動詞語尾 
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