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O.はむめに

143 

現代臼本語のテジス・アスペクトの体系はかなり複雑であって，日本語の学習者にとって難し

い問題の一つである。その理由として，まず，テンスもアスペクトも時に興する表現であること

が考えられる。現実の世界の持とその言語的表現は，一対ーの対応をしているわけではなく，話

者の認識がふかくかかわっている。そのため，テンス・アスペクトを論じる擦，ムードとのかか

わりが取り上げられることもある。

言語によっては，発話時を基準とする時間的関係を表示する述語の形態論的な対立を持たない

(例えば中国語)が，日本語には，文法的形式のパラディグマティックな対立が認められ，形態

論的カテゴリーとしてテンスとアスペクトの体系が存在する。

日本語において，テンス・アスペクトがどのように定義されるのか，またそれに属する形式は

伺なのか，それらはどのような意味の体系をなしているのかについては，さまざまな考え方があ

る(それらは朴1993の中で概観している)。ここでは文法的カテゴリーとして，テンスは，文の

表す出来事や事柄弘時間の流れの中の一つの点としてとらえ，それらと発話時との前後関係を
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表すものであるとする。アスペクトは，まず，出来事をひとまとまりとしてとらえるか，分割し

た過程としてさしだすかという区別と，出来事を時間の流れの中である幅をもったものとしてと

らえ，その過寝のどの局面(始まり，持続，終わり)をさしだすかという運動の時間的な内部構

成を問題にすることであると考える。

表2

〈持続性〉 〈パーフェクト性〉

〈発話時以後ロ未来〉 スル シテイル シテイル / 

〈発話時間時出現在〉 / シテイル シテイル シタ

(発話時以前=過去〉 シタ シティタ シティタ / 

テンスもアスペクトもある出来事(運動)を時間のながれの中においてとらえる点で共通して

いるが， r未来，現在，過去jというテンス的意味の体系は，話者の発話時を基準点として成立

するカテゴリーであり， r完成性，持続性，パーフェクト性Jというアスペクト的意味の体系は

出来事(運動)の時間的展開の立場から話者が時間を認識する仕方の対立である。

日本語のテンス体系とアスペクト体系は動調の形態論的な形式のよからも相関している。スル

という形は，非過去形として過去形シタとテンス的に対立をし，また完成相として持続椙シテイ

ルとアスペクト的に対立する。

また，述語の種類(動作を表す動詞なのか，形容詞なのか)によって非過去形は未来を表した

り，現在を表したりする。開様に，持続相のシテイルも，動作動詞か変化動詞かによって動作の

継続を表したり，結果の継続を表したりする。

これらの言語的形式と意味を日本語教育においてどのように教えるかについての考察はまだ充

分ではないと替えよう。特に従属節の場合はそうである。

テンス・アスペクトの形式は，単文の場合は文末の述諸に，複文の場合は，文末のほかに，従

属節の述語に現れる。これらの形式は構文的条件によってテンス・アスペクト的な意味が違って

くる。日本語学の分野では，終止の佼震のテンス・アスペクトの体系は研究が着実にすすめられ，

現在では，かなりの程度解明されている。従属節についても最近は議論が活発に行われ，注目す

べき研究成果が現れてきている。

小論の課題は，このような日本語学の研究の成果を日本語教育にどう取り入れるかを探ってみ

ることである。まず 1節では，従属節のテンス・アスペク卜の体系の概要を述べる。 2節では，

従属節の中でも中立性をもち，例(1X2)のように「するj，rしたj，rしているj，rしていたJの形

が現れ，テンスとアスペクトの対立が見られる「ときJ節についてくわしく考察してみる。その

擦には，先行研究も検討するが，それらの研究は必ずしもB本語教育と関わってなされたもので

はない。
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(1) 家そ出るとき，サヨウナラ

家を出るとき，サヨウナラと言った。

家を由主とき，サヨウナラと主主。

家を出たとき，サヨウナラと言った。

(2) ごはんを食べているときに太郎が来た。

ごはんを食べるときに太郎が来た。

14う

なお，本稿での倒は，文脈の中にある文ではなく，文脈からきりはなされている文として出し

ており，すべて参考文献からのものであるが，通し番号をつけてある。

3節では 2節で確立した「ときJ節のテンス・アスペクトの理論に慕づいて，教材を作成する

ための提案を試みたい。

1. 従麗節のテンスとアスペクト

従属節のテンス・アスペクトの体系を明確にするために，小論ではとりあえず， rときj節に

ついて考察してみたい。この節ではそのために必要とされる従属部のテンス・アスペクト論を簡

単に概観しておこう。

1. 1 寺村秀夫氏のテンス・アスペクト論

日本語教育の現場からうまれた文法書として寺村(1984)を挙げることができる。その中で氏

はテンス・アスペクトに関する幡ひろい考察を行っていて，後学にあたえた影響は大きいといえ

よう。その内容は次のとおりである。

まず，テンス観察の枠組みとして， r述語の種類j，r現れる位置j，r実と想jを設定するが，

述語は f状態的述語Jと f動的述語jのニ大別で，位置は「文末jと「従属節内j，実と想は文

末の場合にだけ f叙実的Jと「叙想的Jにわけて記述している。 f叙想的テンスjでとりあげて

いるのは一般的には fムードJの形式と考えられてきた発見，想起などの用法を表す過去形の用

法である。アスペクトについては， r一次的アスペクト形式j(-スル，ーシタ)， r二次的アスペ

クト形式J(-テイルテアルテシマウテクルテイク)， r三次的アスペクト形式J
(-シハジメルシカケJレ シ コ ム H ・H ・)のようにわけて調べているが，基本的なアスペク

トの対立をスJレとシテイルに見ないという問題点と，アスペクトとアスベクチュアリティのレベ

ルの混在の問題点が指描できる(詳細は朴訪問参照)0r 5.従属部のテンス，アスペクトjを見

てみよう。

氏はまず，従属節のテンス・アスペクトの現れかたを一般化するために，従属節の形を以下の

ように整理している (p.186)。述語の種類も，文末の場合と同様，状態的述語と動的述語のニ

大別である (pp.81，95)。

従属節:引 用 節一一「…ト言ウJr..・H ・ト思ウjの r.…・・トJ

接続節一一ガ，カラ，ノデなどであとの節と意味的関係を結ぶ形式

連体修飾節一一名調を修飾する形式(タメ， トキ， トコロ，コ卜など)

名 調節一一コト，ノ，カなどで全体が名調として働く場合

述語:状態的述語 一一 a.名調+ダ(の類)
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b.名(詞的形)容罷÷ダ(の類)

C. 形容詞

d.状態を表す動詞

動的述語 一一動き，行為，物事の変化，でき

従属節における基本形(ル)と遊去形(タ)のアスペクトの対立も，文末の場合と同様「未然」

と f既然Jであるとし， r未然Jは未実現であること， r既然Jはある時点において，ある(幅を

もっ)事態が既に実現したこととする (p.120)。

引用節のテンス・アスペクトは，独立の文の述語における場合と同じきまりに従うから従潟節

であるゆえの特別のきまりを考える必要はない。

接続館については， r状態性の述語の場合， [基本形と過去形]の使い分けはテンス的であるか

ら， [従属節]の従属の度合いの高さ低さによって，主館のテンスに同化したりしなかったりと

いうことが起こるJという説明 (p.192)があり，この従属節の従属度に関する指摘は接続助詞

の指導の擦に，有効に活かすことができると思われる。
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この説明によると，上のノデ，カラの場合，主舗が過去形でも従属鮪に基本彰が許容されるこ

とから主節に対する従属の度合いは高いということがわかる。

連体修飾節についても，動的述語・状態性述語にわけて観察している他の場合と同様に，動的

述語の基本形と過去形の対立では，テンス的側面は主館のテンスに缶み込まれてしまい，アスペ

クト的側面だけが表崩に現れることが多いとする (p.195)。例(4)は，未然と既然の対立を示し

ている。例(5)は，主節との関係から見て，その時点で既然であるか未然であるかによって，どち

らかの形のみが可能な弼である。
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「連体修飾部のテンス・アスペクトJの中には，時間的盟主定の機能そもつ名舗の形式化の考察

があり，単独であるいは何らかの助詞を伴って接続助調化している被修飾名爵として，次のよ

うなものがあげられるとしている(p. 211)。

A.マエ(ニ)，ウチニ，ゴトニ，タピニ，タピゴトニ

B.ノチ，アトデ，スエ，アゲク，キリ， トコロデ， トタンニ

C. トキ(ニ)，コロ，ホド，ア4ダ，カギリ，クライ， トオ 1)，ワリニ，セイデ

D.ママ(ニ)，タメ(ニ)，ナリ
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名詞がAの場合 一一従属節は必ず基本形

名詞がBの場合 一一従属節は必ず過去形

名爵がc，Dの場合一一従属節はどちらの形もあり得る

・名調がCの場合 一一名詔そのものの意味は変わらない。

・名詞がDの場合 一一一基本形か過去形かで意味が違ってくる。

(6) 本を買うために，神田へ出かけた 一一一「目的J
(7) 本を買ったために，昼飯代がなくなった一-r原因j
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日本語学習者に，まずこのような接続助詞化した名欝を修飾する動爵の形式を提示しておいて

から，それぞれの名読の表す意味を教えれば，次のような誤用をなくすのに役立つと思う。

(8) *醸の空港を出たまえに，大勢の友だちが克送りに来てくれました。

以上，寺村氏の従属節のテンス・アスペクト論を概観してみたが，氏の理論は白本語教育に活

用するにはいくつかの点で、不充分に思える。

テンスの考察においては，基本形と過去形が現れる要因の記述があるだけで，従膳節に特有の

テンスの意味体系をはっきりとらえていない。つまり，相対的テンスのもつ主節との時間関係を

明確にしていない。アスペクトの考察も， r未然jと「既然jの対立しか認めておらず，理論枠

が狭く，現象全体が捉えられているとはいえない。

本論では，日本語の従属節のテンスの体系として，基本的に， r相対的テンス一以前，以後，

同時Jと f絶対的テンスjを認める。アスペクトとしては，完成性，持続性，パーフェクト性，

および限界達成性を認める。以下，現代日本語のテンス・アスペクトの研究の最高点に立っと評

価できる工藤真由美(1989a， 1989 b， 1993)に従って，従属部のテンス・アスペクトの体系を

まとめることにするo

1. 2 従購節のテンス

前掲の表2の図式は文末の位置にある述語のテンスとアスペクトを示している。

スル(シテイル)ーシタ(シティタ)はテンス的に対立する。スjレは，アスペクト的に運動を

ひとまとまり的にとらえるがゆえに，基本的に，発話時と問時=現夜を表すことができず，未来

を表すのみである。現在を表すのは，持続性というアスペクト的意味をもっシテイルである。以

上の「ひとまとまり性Jr持続性jのテンスは，発話時(speech time )と出来事時(event也前)と

の関係であるが， rパーフェクト」のテンスは一次的には発話時と設定時点(reference治問)

の関係である。問じテンス的な現在でも， r今テレビを見ているJ(持続性)と， rもう見た，既

に見ているJ(パーフェクト性)とでは現在の意味が異なるoパーフェクトとは， <設定時点にお

いて，それに先行して起こる(以前の)運動がひきつづき関わり=効力をもっている〉というア

スペクト的意味である。シタにはスルにはない「完了Jというアスペクト的意味があるとする見

解に対して，工藤は終止の位置におけるシタが表すアスペクト的意味を fパーフェクトJ，rトキ」
の前などに位置する(非終止の位置)場合にシタが表すアスペクト的意味を「限界達成性jとし

て産別している。また，シテイル(シティタ)の形にも派生的意味としてパーフェクトがある。
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〈完成悦〉 〈持続性〉 〈パーフェクト性〉
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さて，スjレ，シタ，シテイ jレ，シティタが，従属節の述語であるときには，以上のような終止

の位置にあるときとは異なるテンス，アスペクト的意味を表して，異なるテンス口アスペクト対

立をなす。単文，複文の主節の述語の場合，テンスは，発話時が基準となって，それと同時か，

以前か以後かを示すく絶対的テンス〉。複文の従属節の述語のスルーシタ(シテイ jレーシティタ)

は，発話時との関係は主節の述語にまかせて，主館の出来事時を基準にして，それと問時か，そ

れより以後，以前であるかによって対立するく相対的テンス〉。

〈絶対的テンス(相対的テンス〉

S γとET，RTとの関係 主節のETと従属節の ET，RTとの関係

ET ElT13T 

R1r s!? R T 

RT 

(9) r昨日友達と映磁を見に行ったんだJ

夫ア BIT E7 
(R T) 主節らET (RT) 

RT 

〈絶対的テンス=発話時以前〉

「お母さんにちゃんと友達どうしで行くことを絞ってから出掛けましたか」

〈相対的テンス節の出来事時以後〉

制 「これから友達と映画を見に行ってくるね」 〈絶対的テンス出発話時以後〉

f暁日ちゃんと先生に映画に行ったことを報告しなさいよj

〈椙対的テンス=主節の出来事時以前〉

(11) rあれ，どうして君こんなところに来ているのJ <絶対的テンス=発話時間時〉

「明白，僕がここに来ていたこと先生に替わないでねj

〈相対的テンス=主節の出来事時以前〉

同 「花子さんならさっきそこに来ていたよJ <絶対的テンス口発話時以前〉

fどうしてあの娘が去三ど.Qことをすぐ教えてくれなかったんだよ。会いたかったのにj

〈相対的テンス=主節の出来事時間時〉

しかし，従属節のテンスは相対的テンスであるとはかぎらない。

(13) 去年，ソピエトに行ったときは，新潟からの船を使いました。

制昨日，本を読んで、いたときに，おもしろいことに気がついた。

この場合，主節の出来事時と同様，従属館の出来事時も発話時以前官過去であるがゆえにシタ

(シティタ)が使われている。
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1. 3 従麗節のアスペクト

従属節の持関的意味は，テンスのみではとけない。一定の構文的条件のもとでは，スルーシタ

が運動のどの展開段階そ表すかでアスペク卜的に対立している。

(15) みんな，学校が焼けるのをみて，泣き出してしまいました 0

(16) みんな，学校が焼けたのをみて，泣き出してしまいました。

この場合には，スルーシタが以後一以前でテンスとして対立してはいない。主節の出来事時との

関係はく問時〉で，スルーシタの対立は，アスペクト的である。この例においてはスルは過程段

階=運動の自主界達成前の段階を，シタは，結果段楢沼運動の限界達成後の段階を表している。

一般的にいって，運動にははじまりとおわりがあって，持聞のなかをながれている。運動のお

わりのそメントを〈線界z時潤的なしきり〉とよぷ(言語学研究会・構文論グループ1989)0r摂
界達成性jは， <先行出以前性〉という要素を含みこんでいない点で，パーフェク卜とは異なる

アスペクト的意味である。

〈限界達成性の有無〉とは， r運動がみずからの限界に至っているか杏かJというとらえ方の

相違であり， r運動内部の時間的展開のありょうの相違Jである。〈パーフェクト〉とは， r運動

自体の外部にある設定時点に，先行する運動を関わらせることjである。

制私が中国に行った時には，彼は既に 2ヵ月前に北京を聾主主ど主0

(18) 私が中国に丘三盟主旦，彼は既に 2ヵ月前に北京を堅企玄ど主。

以上のように，主節のシティタが過去パーフェクトを表していて， rとき」の従属節がその設

定時点として機能している場合，この従属節のシタもパーフェクトを表すと考えるのは奇妙であ

ろう。従属欝のスルーシタは，どちらも主節の出来事時から見ると「以後jであるから， r以後

一以前」で棺対的テンスとして対立してはいない。この対立は， r限界達成性の有無jというア

スペクト的な対立である。

閥次に，羽田の出入国管理部と航空会社を調べると，水聞は 9月9臼の午後7時半羽田着

の間擦線で帰関していることが判った。

この倒のシテイルはパーフェクトを表している。ここでは，主節の出来事時点 f判ったJと設

定時点が再時であるがゆえにシテイルがつかわれている。相対的テンスとしての現在パーフェク

トである。

水田は 9J19日に帰留していることが判った。

(帰国判 った)

ET"'"¥¥ 主節の忍 T-，相対的 ST 

パ一議註トR|!? J仏三現在〉
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ノ号ーフェクトは終止の位置では，発話時に対して設定時点が同時か以前か以後かというかたち

で絶対的テンスとからみあい，非終止の位置では主館の出来事時に対して設定時点が同時である

というかたちで相対的テンスとからみあう。

以上のような従属節におけるテンス・アスペクトの対立のありょうは，構文的条件に応じて，

一定の型がみられる。動詞の語集的意味によって，巽なる対立をなす。

A 主節の動詞が「思う，考えるjのような知的認識活動を表す場合。

8①主節の動詞が「見る，開くjのような知覚活動を表す場合。

@ rトキJの前に位置する場合。

Aの場合， r終止」の位置にある場合と基本的に異なる点は，テンスの対立が，相対的テンス

になることである。

8①の場合， Aの場合と異なり，テンスの分化器対立がなくく同時〉のみである。しかし，

アスペクトの分化時対立はある。その対立は次のようである。

〈主筋の出来事との関係口同時〉

シテイル(シテイタ) スル(シタ)

(持続性〉 ←→くひとまとまり性〉 (スル シタ¥
〈限界未達成性〉←ゆく限界達成性)J

さらに， B ①の場合には Aの場合と違って，シタはアスペクト的にく棋界達成性〉を表し

でも，くパーフェクト〉は表さない。

このように，主節の動調が， Aか B①かで従属節のテンス・アスペクトの対立のありょう

が奥なるのは， r同じ時間帯に 2つの運動がしめあわされているかどうかjの相違によるo

さて， r-ときJの前に位置する場合の対立の仕方は，基本的には，知覚動謡の場合に近い。

なぜなら，この場合も主節の出来事と従属節の出来事とは， r同じ時間帯Jにしめあわされてい

るからである。次の 2簡で， rときj節のテンス・アスペクトをさらに詳しく考察してみよう。

2. rときJ節のテンスとアスペクト

2. 1 先行研究の検討

まず， rときjの前の「するJと fした」に認める意味が広いものとして，高橋(1978)を挙

げよう。高橋は，形式名調「とき」へつづく場合， rするJと fしたJには，相対的なテンスの

対立(以前/以後)，アスペクト的な対立(過程/終了成立の対立)，絶対的テンスの対立が認め

られるとして，次のように述べている。

形式名調「ときjへつづく場合， rするJと「したjは，相対的なテンスの対立をしめし

たり，アスペクト的な対立をしめしたりするし，また，述語動詞とおなじように，絶対的な

テンスの対立となったりもする(p. 237)。
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ここではまた，拡大成分のなかの動罷「するJrしたJがアスペクト的な性格をおびていると

いう指摘があり，後学に示唆するところが大きかったと言えよう。

寺村 (1984)のアスペクト論に従う加藤・福地(1989)は， r複文におけるテンスとアスペクトJ

の中で次のように説明している。

従属節がル形かタ形かで、はっきりとした意味の差が現れ，従ってどちらか一方の形しか使

えない場合もある。

側彼女と食事をする(*した)時，その話をするつもりです。

制彼女と食事をした(*する)時，その話をきいた。

従属節がjレ形をとる場合には主節の示す時点で，その行為が未だ行われていないこと(未

然)そ表し，タ形をとる場合には，その行為が完了していること(既然)を表す。従って，

側ではタ形を使うことができず，加)ではjレ形を用いることができない。両者の選択の主な決

定要問は，主節の事象との意味関係である(p. 101)。

従属節のJレ形(非過去形)とタ形(過去形)の意味の差を未然と既然というアスペクト的意味

として説明している。しかし，これらの意味だけで、はニつの形の意味の違いが説明しきれないと

思われる。また， r主節の事象との意味関係jについての具体的な説明がない。ル形もタ形も使

える場合についても，その理由を不問に付している。本稿では，刷版1)のような場合，節の出来

事との時間的関係は f胃時jであり，従属節のル影とタ形は，運動の限界達成の誕の段階か後の

段階かでアスペクト的に対立すると考えている。

寺村(1981)は， rときj節での「るj形と「たj形の対立について， rrときiの中ではテン

ス性が消えて(あるいは主節のテンスに同化して)アスペクトを表す。?ときjの中に現れる fた」
形は主文が表している時点での動作・できごとの完了を表すjと記している。「完了jという用

語での説明は後の文献でも見ることができる(寺村1990:534)。

側 このまえ香港へ行くとき，この旅行カバンを賀った。

制 こんど香港へ行ったとき，旅行カバンを質おう。

日本語のテンスは，文末では発話時点が基準になるが，従属節では主節の表している時が

基準になる。仰の文で， r行く」といえば， r翼ったj時点でその動作がこれから起ころうと

していることを表し， r行ったjといえば，完了したこと，過ぎたことを表すことになる。

制では， r買うj未来の時点が基準になる。結局，仰でも仰でも， r行くときjといえば，香

港へ行くまえに買ったことになり， r行ったときjといえば，香港で買ったことになる。

下線の部分は，実は，従属節のテンスが棺対的テンスになるということなのだが， r完了Jと

いうあいまいなアスペクト的な概念で説明されており，テンスとアスペクトの混時が見られる。

上のような例での f行く」と f行ったjの意味の濃いの説明としては豊田(1977)がわかりや

すい。豊田は， rある動作・作用ともうひとつの動作・作用との関係を表す時に用いられるもの」
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として，接続劫謡「とjと，状況語を作る r-ときjの用法を比較するなかで，次のような表を

提示している。

教育学部紀要1う2

(カバンを貰うことが可能な所)

①行く前 ②途中 ③大阪で

4A 大阪へ行くと，カバンを賢う O 
4 B 大阪へ行くと，カバンを震った O 

5A 大阪へ行く時，カバンを賢う O O 
5 B 大阪へ行く時，カバンを寅った O O 
5 C 大阪へ行った持，カバンを買う O 
5D 大阪へ行った持，カバンを貿った O O O 

Lωー ーーー」白血

fとき」に限定すると，まず，学習者にはこのように「る」形と「たj形の表す意味の違いを

呉体的にしめす方がよいだろう。 5A， 5 Bの「行くjは，主節のテンスと関係なく，同じ意

味(臨界に達していない)を表し， 5 C， 5 Dの「行った」は，主節のテンスによって意味が違っ

てくる。「行く」という動範の過程は，出発，移動，到着の 3臆面からなっていて， r行ったJは

完成相としてその全過程をあらわすから，主節のテンスが過去である 5Dは結果として①②③

のどれでも可能である(①のアスペクト的意味は， r行くJ動作はもうはじまっているから「行

く蔀Jという表現は厳密ではないにしろ)。

今度は，同じ問題をもっぱら相対テンスの点から取り上げている草薙(1983)を見てみよう。

アメリカへ符く時，帽子を翼った。

アメリカへ行った持，帽子を繋った。

アメリカへ行く持，帽子を翼う。

アメリカへ行った時，暢子を買う。

①

②

③

④

 

~4) 

氏は，ここの f行く j，r行った」は相対テンスを表していると言う。①~ゅの f行く j，r行っ

たjは基準時間が主節の f買ったj，r翼うjであり，①と③の f行くJは「行くJという現象が

その基準点より f後j，②と④の「行った」は基準点より f前」であることをしめす，とする(p. 

188)。

9・
行く(タ) 買う(タ)
r--，晶rI .;. 

、火、ミスlヰ
焦点発話時点

② 
①質う(タ) 行く(ル)

γ一一寸 1> r-i.;. 

℃ア砧ご£ιよkkb:三ヨfさ壬三壬，てゴ亡三:二二二二:二二.-'
焦点 発話持点

9・

行く(タ) 賢う(ノレ)
「一寸 11 r i  ... 

↑←...三:二弘文/
発話時点 、ik

④ 
行く(ノレ)

にユム→
実う(ノレ)

ぽヲ
発話時点魚点

③ 
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ここで、は，主節と従潟節の出来事の時樹関係を基準点と焦点を用いて解釈している。上の例で

は主節に「焦点」があるとして「行くJ，I行ったjが椙対テンスであると説いているが， I焦点j

がいつも主節にだけあるのか疑問である。また，主節にだけ「焦点」をおくと，従属節を発話時

からながめる絶対的テンスの説明ができない。さらに， Iときj節の時間関係をしめす方法とし

ては，上の図のように，主節と従属節の出来事を同じ時間線上に配置すると， IときJ節のもつ f同

時性Jは見えてこないだろう。

今度は，従属節におけるJレ・タの対立は時制・相の両局面に及ぷ現象であるとする中右(1980)

を見ることにする。氏の結論によれば，副調節のテンスは，時とアスペクトのいずれかを指示す

る機能を担う。 fた」は過去時あるいは完了相を指示し， IるJは非過去持あるいは未完了相を指

示する。また，副調節のテンスが時とアスペクトのいずれを指示するかは，その節を導く接続語

の内悲的性質による。たとえば， Iとき(に)Jは，それが導く節のテンスにアスペクト的機能(完

了相，未完了相)を要求するのに対し， Iのにjは，その節のテンスに時の機能(過去持，非過

去時)を要求する。高IJ調節のテンスがアスペクト的機能を担うとき，主節とlllIJ調節が叙述する事

態の生起願序関係を規定する基準点は，主節のテンスによって示される時点である(pp. 117-

118)。

氏の説明では， IときJ節の「るJと fたJの対立は「完了相J対「未完了椙jというアスペ

クトの対立である。しかし，ここで注目したいのは，次のような説明である。

制パスを降りるとき，切符を渡した。

仰は， I切符を渡したj時点において， Iパスを降りるjという行為はまだ完了していない。

というのは， Iパスを降りるj行為と「切符そ渡すj行為とが，このJI爵序で生じたという可

能性はもとより，これら 2つの行為が同時平行的に生じたという可能性をも合意する。要す

るに，側と制によって示されるような，これら 2つの生起順序関係を合意している(p. 121)。

側切符を渡して，パスを降りた。

制切符を渡しながら，パスを降りた。

fときJ節の表す持間関係を教える際には，このように，おきかえによって， Iてj形で IJI慎

次的事態発生」を，また， IながらJの形で f向時的事態発生jを示す方法が有効だと思われる。

さて，次は基底文による説明を克てみよう。成田(1982)は，おおよそ中右(1980)の理論の

枠組みに従いながら，従属節と主節のあらわしていることがらの時の前後関係を以下のように検

討している(pp. 32-33)。

~8) a JIIで泳ぐときは念入りに準備運動をする。

b * JIIで泳いだときは念入りに準備運動をするo

~9) a JIIで泳ぐときは念入りに準備運動をした。

b JIIで泳いだときは念入りに準備運動をした。

f準備運動をするjことは「泳ぐ」ことの前になされるべきであるという意味制約から(28b) 
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は， rタ」を退去ととろうが完了ととろうが p→ Q (時間的に従属節が主節より前)であるこ

とを要求し，さきの意味的関係と矛臆するため不自然であるとして，次のような構造を設定する。

制治伽ま， p← Qの意味制約から Pはjレ形をとるはずだとして，

側(JIIで泳ぐときは念入りに準構運動をす〕る。

側， (JIIで泳ぐときは念入りに準備運動をはた。

のような構造から (28a )， (29 a， b)ができると説明する。側'からは (28b )のような文は

派生しないのに対して，側'からは文全体のテンスであるタを従属節の述語に任意に結びつける

ことによって， (29 a )だけでなく (29b )も派生すると主聾する。

rrトキjは，その従属節中のJレとタにアスペクト的機能(未完了/完了)を要求するjとして，

その原則を，意味制約から基底文の構造を設定して説明しているが，日本語学習者が主節と従属

節の出来事にそれぞれどういう意味制約があるのかが判別できない場合(たとえば， r準錆Jと

いう言葉のない文だとか，そもそも意味制約のない文もある)にはこの説明の一般化は成功しな

いだろう。

今度は，従属節中におけるjレ形・タ形の選択は，それらが時制機能を帯びているか，あるいは

棺機能を果たしているかということとは一応独立した，もっと単純な原則に支配されているとい

う議論を紹介しよう。

三原(1991)は，時制・椙という区別をいったん取捨し，純粋にル形・タ形といった「形式J
のみを考察の対象とするという方法論をとって，また，これまで用いてきた「基準点Jを「視点j

という概念で表し，従属節の「時制形式jの選択は結局，発話時あるいは主節持のいずれの時点

に視点を壁いて従属節事態を描写するかという問題に帰着すると考えて，次のような原理を提出

している (p.70)。

視点の原理里

a.主節・従属節持制形式が同一時制形式の組合せとなる時，従属節時制形式は発話時視

点によって決定される。

b. ~主節・従属節持制形式が異なる時制形式の組合せとなる時，従属節持制形式は主節時

視点によって決定される。

氏の議論の中心となるのは，主節・従属節で記述されている事態がどのような顕序関係で生起

しているかという点である。たとえば， (30)の従属節中のタ形を中右(1976)は完了相であるとす

るのに対して，氏は， rトキで連結されている主節事態と従属節事態はほぼ同時に起こっている

ものであるが，従属館事態はわずかであれ主節事態に先行して生じているo そしてそのことに付

髄して従属節中にタ形が用いられている」と指摘している

側 その生徒は，先生に作文を嚢められたとき，大変喜んだ。

このように，主節事態と従属節事態の願序関係の分析から，主節持基準と発話持基準を明確な

原則の下に峻到する試みは，文法理論の基礎研究として必要であろうが，しかし，日本語学習者
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にとっては，従属節の「持制形式j選択の問題はもちろんのこと.節と従属節のjレ形・タ形が

表すテンス・アスペクトの意味が問題であるから，ただ「視点Jがどこなのかを教えても充分な

指導にはならないだろう。従属節における時間的意味の問題はjレ形とタ形の形式の対立だけでは

なく，主節の述語の語嚢的意味もかかわっているからである(表 3)。

次は，一連の「つきそい・あわせ文jに関する研究のゆで，接続諮「ときJ号をとりあげている

言語学研究会・構文論グループ(1989)の研究を紹介しておきたい。

このグループは，っきそい文が「するまえjrしたあとJなどを述語にする時間的なあわせ文

とくらべて，っきそい文が「するとき」を述語にする時間的なあわせ文は凋持性を表現している

という規定をあたえたうえで，ニつの出来事のあいだの同時的な関係をあきらかにしようとして

いる。ここでの fするjと fした」との対立を，テンスの対立ではなく.r完結Jと「未完結j

とのアスベクチュアjレな対立として認め，動謂の限界牲のありなしが.rしたJのかたちのアス

ペクチュアルな性格をきめでかかると主張している。 fするときJのアスペクチュアルな意味は

動詞の限界性に無関係に.r未完結Jであるが.rしたときJの場合は.r変化動調+ときjは出

来事の「完結j色「動き動調/状態動調+ときjは出来事の「継続jを表すとする(変化動簡

は限界動詞，動き動詞・状態動罷は無限界動謁)。また，対象にはたらきかけて，それを変化さ

せる動作動調が「っきそい文Jの述語の位璽にあらわれてくるときは，動作の巨標の達成と動作

のあいだの時陪的な間瞬がほとんどないかどうかによって，その「したjのかたちは，眼界への

到達を，つまり f完結」を表現していることもあるし(倒).動作の「継続jを表現しているこ

ともある抑制と述べている。

制)啓造はたちまちビールを一本あけた。二本目を冷蔵庫からだしたとき，窓をたたく音が

した。

倒犯人は，被害者三木謙一を殺害警したとき，相当な返り血を浴びていると，思われる。

ここで注居したいのは.r動作動詞十ときjの場合，時龍的関痛が存在すると，動作の「継続J

を表現するという指摘である。また.rしたときJの fしたjは「完了jを表すという理論では，

闘のような例は説明できないが.r継続Jならば「同時性jと両立する。

このように，動作動爵が完成相においてしばしば進行している動作をさしだすということにつ

いて，奥田(1988b )は次のように書いている。

たしかに.r日をしめるj.r窓をあけるj.r絵をはるj.r帽子をかけるjのような動作動

認は，完成相において，しばしば限界への到達をあらわしている。動作と対象の変化とのあ

いだの時間的な間隈がちいさいのである。しかし.r木をきるj.r砂山をくずすj.r紙をも

やすj.rいもをたベるJのような動作動認は，おなじ完成棺において，しばしば，動作の限

界への到達をあらわさない。まだ進行している動作在さしだしているのである(p. 35)。

このことは，動詞の形のアスベクチュアルな意味が動器の語奨的な意味の性格とふかく関わっ

ていることの裏付けであり，アスペグトの指導において，動詞のアスペクチュアjレな特徴づけを

提示する手JI闘を示唆する。
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以上のことをふまえて，次の 2. 2では，本稿における fときJ節のテンス・アスペク卜の意

味を，工藤(1989a • b， 1992)に基づいて示すことにする。

2. 2 本構における fとき」節のテンスとアスペクトの意味

2. 2. 1 r同時性j

fときjは基本的に，主節の出来事と従属節の出来事とを，詞じ時間帯にしめあわせながら，

2つの出来事の〈同時性問接触性〉を表す。

制) サラダを作る時，ちゃんと手を洗いましたか。 〈開始限界達成前の段構と詞時〉

サラダを作っている時，包丁で、手を切ってしまった。<動作持続の段猶と同時〉

サラダを作った時，きれいにお血に盛り付けましたか。〈終了限界達成後の段轄と同時〉

従属節の述語のアスペクト的タイプと主節のアスペクト的タイプによって 3つのタイプの同

時欝係性が生み出される。

ここで，述語を， r時間的限界性の有無jというアスペクト的観点から 2分類しておこう。

表3

〈アクチュアルな時間的限界有〉 〈アクチュアルな時期的娘界無〉

A B 

運動動詞完成相 存在動詞

A. 1 限界動謁 A. 2 無限界動詞 運動動詞持続相 形容詞

先成相 完成相 名詞述語

開<.割れる，止まる.漏れる， 歩<.殴る，遊ぶ，動<. ，華る. 悔いている.行っている，止まっている， いる，ある.

入る.行</開ける，割る， たたし揮す.見る.読む. 濁けている，殺している，着ている， 嫌い，忙Lい.にぎやかだ，心配だ.

止める，入れる，殺す，着る 欽む，鴫らす.掻る，靖ぐ 世いている，晃ている.欽んでいる 病気だ，小学生だ.無雷だ

この表で， A. 1は「そこに歪れば必然的に運動がつきで結果状態が成立する内的必然的時

間眼界への到達性を表すものjであり， A. 2は「内的必然性のないもの，つまりはどこで運

動が終わっても運動が成立したといえる任意の終了限界しかもたないものjである。

3つのタイプの同時性と，従属節と主節のアスペク卜的タイプの組み合わせは，基本的には，

次のとおりである。

(i) 全体的需持性一一従属部B主節B

(Ij)部分的関持性一一従属節B主節A，従属節A主節 B，従属節A主節A

(iii) 接触的同時性一一従混節A主節A

〈全体的同時性〉

s2) 私がフランクフルトで働いているとき，庄野さんはウィーンに留学なさってたの。

側先生の処にいるとき，私は一人前の女でした。

〈部分的同時性〉
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制 この前，ここを歩いている時，きみのことを墨ど由主主。

倒明治27年，臼清戦争が始まったとき，均は 3年生だった。

(36) ここから帰る時，ぽろぽろ涙をこぼしながら，坂そ下って行ったそうよ。

〈接触的問時性フ

制帰って裏門のくぐりを入る持，真知子は郵便箱を覗いて見た。

側青山先生は，倒れたときに産婦人科の病暁にかつぎこまれたんですよ。

以上の例における時間関係を図示すれば，次のようになる(工藤1992，p.179参照)。

倒

従属節

主節

〈全体的問特性〉

(32) (33) 

〈部分的同時性〉

(34) (36) (35) 

4砂• 
〈接触的何時性〉

(37) (38) 

. ~砂・4砂

1う7

(i)， (ii)の場合には 2つの出来事は時間的に重なりあっているが， (iii)においては， (37)の場合は

く限界達成訴の段階と同時〉であり，側の場合にはく誤界達成後の段階と開時〉であって，同ー

の時間帯におけるく後続一先行〉関係あるいはく先行一後続〉関係も認められる。

工藤(1992)が替っているように，このような複数の出来事問の持簡関係性の表現には主欝，

従属節のそれぞれが表す出来事の〈時間的限界〉に関わるアスペクト性が栢関している。

倍々の出来事の時鴎的態関のあり方・とらえ方(アスペク卜)と出来事問の時間的関係の

あり方・とらえ方は相互規定的であって，アスペクト的把撮抜きに出来事の時間関係をとら

えることはできず，逆に他の出来事との縛鰐関係抜きには時間的眼界をめぐるアスペクト対

立の成立の必然性はない(p. 189)。

2. 2. 2 r限界遺成性」

「ときj節が，基本的に主部の出来事と従膳節の出来事とのく問時性=接触性(広義同時性)>

を表すとすれば，スル，シタ，シテイルは当然，アスペクト的に対立していると考えられる。

シテイルは，アスペクト的に f(動作，変化結果の)持続Jを表す。これは，終止の位置にあ

るときと変わらない。主節がスル(シタ)である場合には 2つの出来事はく部分的同時性〉の

関係にある。

側 i雷も終り，緒方がお茶漬けをたべている時，小女が知らせに来た。

次に，スルのアスペクト的意味は基本的に， <限界未達成性〉であるが次の 2つのバリアント

をもっ。

1 )運動(動作，変化)が，まだ完全にはおこってはいないが，まさにおこらんとする段階にあ

ることく将然性〉を表す。
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「主節が未来の場合J
制 f君，帰るとき

f主節が過去の場合J
事1) 扉を押す時，さすがにためらったが， rごめんくださいJ

制 「君の事は忘れないよ。向こうで結婚する時にも，君の事を考えて，ずいぶん鴎踏した

んだJ

このような運動の将然段構をとらえることは，同じ時間帯のなかでのく後続一先行〉の時間関

係をとらえることである。

2 )動作，変化過程の段階にあること〈過程性〉を表す。

制翠8月10日，衛生兵が私の背中のガーゼを剥ぐときには，思わず私も叫び声をあげてし

まった。

制 「ここへ来るとき，護送車のなかで，きみはそう言ったが，嘘だったんだなj

従って，動作動諮の場合には，スルとシテイルのどちらでもいいようなこともある。

j通る } 
制小さい郵便局の前を 1::_ _ f時に了度4持が鳴っていた。

1通っている! 一一一一一一一

最後に，シタの表すアスペクト的意味はく限界達成性〉である。シタは，動詞の諾葉的意味と

相関して， <限界達成性〉の 2つのバリアントをもっ。

1 )眼界動詞の場合にはシタは〈結果連成立摂界達成〉を表す。

A r主節の述語がスル(シタ)である場合J

f主節の述語が未来の場合J
制 「又来るといってたから，今度来た時，是非君にも会わせたい」

制パラシャ夫妻が来年日本に着いたときに払う。

「主節の述語が過去の場合J
側 そして掛JII邸の見かけは質素に出来ている玄関の格子四を開けた時，そこに先客がある

のを知った。

糊雪枝がボートから降りた持，鮎太はそれを雪枝に手渡した。

B r主節の述語がシテイル，否定，状態述語の場合」

側 ゆっくり歩いて，信之がホテルの詰まで来た時，乙彦は泣き出しそうに顔そゆがめて立つ

ていた。

制翠朝，自民が覚めた時，私の頭はまだ重かった。
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Aの場合，基本的に 2つの出来事は，間じ時開帯での〈先行一後続〉関係にある。 Bの場合，

主欝と従属節の 2つの出来事は， <限界達成〉とまさに同時であるく狭義同時〉関係にある。

2 )無限界動詞の場合にはシタはく動作(動き)の成立=始まりの娘界達成〉を表す。

闘 しばらくして戸があき，女が戸のあいだから額をだした。作助はその女の顔をみたとき，

これはいかん，と思った。

(53) 次に彼女と踊ったときに彼はことさらどぎつい口調でからかった。

従って，無限界動髄においては，次のように，シタをく過握段階〉を表すスルにかえても，逆

にスルをシタにかえても，意味の変更がおこらない場合もある。「終わりの限界に達していないj

点では共通するからである。

制僕は「三帰戒jを読み，つづいて f白骨の御文章Jを読むときには声がつまった。

$5) 笛だけをエレーヌが吹いた時にも，ニコは覆そべって，指の閣から砂を落としながらそ

れを見ながら，低音をつけていた。

しかし，無限界動調でも次のように外的に限界がつけば， r終わりの限界達成」を表す。

側弁当を半分ほど食べたとき，電車が動きだした。

制編集者がここまで話した時，彼は呼ばれて立ち上がった。

以上をまとめれば，基本的には，主節の出来事時との時間関係においてく広義同時性z 接触性〉

を表すという前提のもとで，シテイル，スJレ，シタの 3つの形式が， <持続性〉か， <限界未達成

性〉か， <限界達成性〉かで対立している。しかし，また同時にスル，シタが従属部の位置にあっ

ても，発話時からみて未来である，過去であるがゆえに，絶対的テンスとして対立する場合もあ

るo スル，シタという文法的形式は，テンス的に対立する場合にはアスペクト的意味の共通性が，

逆にアスペクト的に対立する場合にはテンス的意味の共通性が前提となっていて，常にテンス的

意味とアスペクト的意味を統一させている(工藤1989b : 21)。

3.教材作成にむけて

この節では，以上のような従属節のテンス・アスペク卜の理論にもとづいて教材を作成する際

に取り上げるべき内容について考えてみたい。まず，日本語のテンス・アスペクトトの体系金体

(終止/非終止の位置)を次のように示しておこう。

下の表からわかるように，日本語の時間の文法的表現はテンスとアスペクトが複雑にからまっ

ていて，学習者をなやませる。たとえば，スルという同じ形式が，主節の位置では動作動詞の場

合には，未来色存在動詞ならば現在を表し，従属節の位置においては，以後か凋時を表す。こ

れらはいずれもテンス的意味だが，アスペクト的意味としてはひとまとまり性を表すのである。

しかし，もっとこまかく見ていくと，従属節の位覆でも絶対的テンスの意味を表したり， r眼界

未達成性Jのアスペクト的意味を表したりする。
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アスペクト
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[制的テンス 融 (ス)
過去・・シタ

以後・・スノレ

間テンス f楠 M シタけ

以前・・シタ

一一ひとまとまり性・・スノレ、シタ

一一持続性・・シテイノレ、シティタ

複合相 一一パーフェクト性・・シテイノレ、シ夕、シティタ

限界達成性の有無一一?一線界未達成性・・スノレ

」限界逮成性・・シタ

このような内容を日本語の学警者に教える場合，どんな教材が有効だろうか。現在のところ，

その手がかりとして，砂JII(1986)の 1日本語文法セルフ・マスターシリーズ 2 する・した・

しているiと，加藤・福地(1989)の f外菌人のための日本語例文・照題シリーズ15 テンス・

アスペクト・ムーはのニ冊をあげることができる。

砂川(1986)は，おおよそ寺村の理論(1984)に従って書かれている。このシリーズは文法的

な説明は最小眼にとどめ，学習者が例文を晃，自分で練習問題を解いていくことによって自然に

その文法形式の使い方を会得してもらうことをねらいとしている。これより後に出た加藤・播地

(1989)のシリーズの主な自的は，学生には，今まで習得した日本語の総復習と自己診断のため

のお手本を，教舗の方には，教室で即戦力となる例文と問題を提供することになっている。教師

向けの説明もくわえられており，砂川(1986)より教育の現場で活用しゃいと患われる。しかし，

説明の枠組みは寺村(1984)の理論に沿っていて，砂川(1986)を越えていないと思われるので，

この節では砂川(1986)の方をとりあげることにしよう。

3. 1 動詞の分類

砂川(1986)は，まず，述語を次のように分類している (iii-iv)。

述宝五
口口

名調+だ (学生だ花だ病気だ金持ちだ会議中だ)

静的述語
ナ形容詞十だ(きれいだ元気だ ひまだすきだ)

イ形容調 (おおきい いそがしい おもしろい ほしい)

静的動謡 (ある いる要るできる そびえている)

動的述語・・・・・・動的動詞 (たベるみるとぷはじまるおちる)

また， rシテイルjという形とそれが表す意味の対応による動調のタイプわけが必要だとして，

次のように 4つにわけでいる。
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①状態動髄 (ある いる 要 る できる おおきすぎる)

「本があるJr人がいるJ
静的動詞{

②形容認的動詞(すぐれている とがっている そびえている)

「この作品はすぐれているJ

調

詞

動

動
続

罷

織

瞬
③

④

 語動的動

(たベるみるかく あるく とぷ)

「雨がふっていましたので，家で本を読みましたJ
(きえる しまるいく しぬ結婚する)

fへやのあかりがきえているから，外出しているのでしょうj

述語を，静的なことがらを表すものと動的なことがらを表すものの 2つにわけることは，テン

スの意味用法の説明のために必要であろう(たとえば，終止の位韓で①の「あるjのjレは現症の

意味を表すが，③の fたベるJのjレは未来の意味になる)。また.rシテイルjが表す意味によっ

て，動的動詞を，③rrシテイ jレjの形で人や自黙界のうごきがつづいていることをあらわすグルー

プjと，④rrシテイ Jレiの形でなにかがおこった結果そうなったような状態をあらわすグループJ

の2つに区別しているが，④の定義では，①との区別のためにも，私が下線を付した部分を.rが
つづいていることjとした方がよいと考える。なお.r状態Jという閑語については，奥田 (1988

a)がすでにその不明確な使い方を指摘している(朴1993参照)。

砂川(1986)ではテンス・アスペクト的意味を本稿より狭い範囲でとりあげているので本橋の

寝論のためには，これとは違った観点からの分類が必要である。それにはまず，スルーシテイル

をアスペクトの文法的対立として認めることが必要である。アスペクトの形式としてどんなもの

があり，それらの意味と用法がいかなるものであるかについてや，どんな動詞がアスペクトの対

立をもつかについては，既にかなりの研究がある。奥田(1978)は，金田一 (1950)の動調の分

類を次のように捉えなおした。

(状態動詞 i
i主体動作動謂ー主体の動作をあらわず動調

運動動詞{
!主体変化動詞一主体の変化をあらわず動謡

状態動欝は，スルーシテイルの対立をもたない動詞(スル，シテイルのどちらか一方しかない

もの，または，形式上の対立はあっても実質的な意味の対立をもたないもの)で.r異なる，相

当する，鑓するjなどの関係を表すもの.r大きすぎる，まさっているJなどの特徴を表すもの，

fできる，読める」などの能力(可能)を表すもの.rある，いる」などの存在を表す動調である。

これらは，具体的な時間の中での現象そ問題としえない。これに対して，アスペクト的対立をも

っ「歩く，食べる，死ぬJなどの運動動罷は，時間の中に発生し，展開しおわって終了する出来

事を表す。運動動詞には，シテイルの形式で f歩いている，食べているJのように〈動作の持続〉

を表すものと.r死んでいるjのようにく変化の結果の持続〉を表すものがあり，シテイルの表

すく持続性〉には二つのヴアリアントがある。

テンス・アスペクト的な意味は動詞のカテゴリカルな意味に基づいており，動詞の分類はアス

ペクトの研究の出発点である。本論では，上の奥田(1978)の動詞の分類に理論的根拠をおくも
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のとして，工藤の分類(表 3)を支持し，砂川(1986)の分類は採用するには不充分であると考

える。

3. 2 とき節の教育内容の構成

砂川I(1986)は，第 3ユニットで円!用節と従属節Jを，第4ユニットで「連体修飾節・その

他Jとりあげている。そのうち，第 3ユニットの図，国，圏，で r-ときjの説明を述べている。

従属節の述語は，圏では「静的述語J，闘では動詞の「シテイルJや「シティタJ，園では「動的

述語jである。圏，盟は，主節の述語のテンス的意味による従属節の述語のテンス形式の選択の

茨郎を，題では，従属節のあらわす出来事が主節のあらわす時点でまだ実現していないか，すで

に実現しているか，あるいは，主節のあらわすときと同時に起こるかによってテンス形式を決め

る規制を示している。この部分は，それぞれの規則と例文を出して，最後に練習問題を与えると

いう順序の構成になっている。まず躍をみてみよう(引用する例の数は省略しである)。

36-1 主文の述語が現在や未来をあらわすときは，従属節の述語は現在形をつかう。

現在/米来

〈従属節〉

a文〉

例(2).いつか時間があるときにあそびにいきますよ。

36-2 主文の述語が過去をあらわすときは，従属節の述語は現在形をつかっても過去形をつ

かつてもどちらでもよい。ただし述語が名調や形容詞であるばあいは務荘形がつかわれ

ることのほうがおおい。

極詞の(;:;)十ときi過去

〈主文〉

例(1) わたしがこの家にいたころは，まわりは焔ばかりでした。

(2) ひまと金があるときは，よくともだちとのみにいった。

闘の規員せを習得するためには，学習者は，従属節の述語が静的述語であるかどうか，そして，
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主節の述語が現在/未来をあらわすか，過去をあらわすかというニつの区別ができなければなら

ない。しかし， 2. 2. 1で述べたように，主節の述語の種類は主節と従属節との時間関係にか

かわる。つまり， 36-2の例(1)のように主館の述語が名詞述語の場合は 2つの出来事の時間関

係は全体的同時性である。例(2)の主節の述語は磁界動欝なので 2つの出来事の時間関係は部分

的同時性になる。 bたがって， r主文の述語jが「あらわすときjによって，従属節の述語のテ

ンス形式を決定する規期では，例(1)と(2)の時間関係の違いは学習できない。また， 36-2の規制

で， r-現在形，過去形どちらでもよい…」ということでは学習者は納得しがたいと思われる。

主節の述語が現在/未来をあらわすときは，現在形しかこないのに，主節の述語が過去をあらわ

す場合は，どうしてどちらの形式をつかってもよいのか。その理由は， rときJ節がもっ f同時性J
にもとめるべきであろう。文全体としての発話時との時嬬関係は主節の述語にまかせて，従属部

の述語は主節との時間関係を表す。静的述語の場合はアスペクト的意味は表さないから，テンス

の意味のみを表すことになるが，主節との時間関係が同時なら現在形と遜去形との対立はよわま

る。また，主節の述語が過去を表す場合は，従属節の出来事は発話時からみても過去の事態にな

るので，絶対的テンスの用法ももつのである。

図は，従属節の述語が動詞の fシテイ jレJや「シテイタJの場合も，国とおなじ規制にしたが

うとして，次のように述べている(図は省略する)。

37-1 主文の述諮が現在や未来をあらわすときは，従属節の述語は「シテイルJをつかう。

僻(1) 食事をしているときにテレビをみてはいけません。

37-2 主文の述語が過去をあらわすときは，従属節の述語は fシテイルjをつかっても fシ

テイタjをつかってもよい。

例(1) 町をあるいているときに高田さんにであいました。

惑の規制も， r主文の述語Jが「あらわすときJによって従属節に「シテイルjと「シティタJ
のどちらを使うかを決定するものになっているが，学習者にとっては，これ以前の段階が問題に

なる。それは，従属節の述語として， rスjレJと「シテイルjのどちらを使うかの選択である。

しかし，砂JII(1986)の全体構成を見るかぎり， rスルJと「シタjの対立， rシテイル」と fシ

テイタjの対立は取り扱っているが， rスJレjとfシテイルJの対立は取り扱っていない。第2ニッ

トで「シテイルJの意味を羅列しているだけである。したがって，図の規則をたてるまえに， rス
Jレjと fシテイル」が完成相と持続相としてアスペクト的に対立することの説明をいれるべきだ

と思う。

また， 37-2の規期についての説明がないのは36-2と悶じだが，これも相対的テンスと絶対

的テンスの点から説明できょう。工藤(1992)による説明は，次のとおりであるo

持時関係の場合には，次のように，相対的テンスによって主文の出来事時との同時t性を前商化

させる場合と，絶対的テンスによって発話時との関係の方を前面化させる場合が起こってくる

(p.176)。
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側昨日学校に狩っている時，お腹が痛くなった。〈格対的テンス〉

昨日学校に行っていた時，お腹が痛くなった。〈絶対的テンス〉

国では「動的述語Jである場合，従属節の述語の形は，従属節のあらわす出来事が，主節のあ

らわす時点で，実現していないか，実現しているか，あるいは，それと何時の出来事であるかに

よってきまるという規則をたてている。

38-1 従属部のあらわすできごとが，主文のあらわす時点でまだ実現していない(が，いず

れ実現する)ものであるようなときは，従属節の述語は現在形をつかう。この場合，主

文の述語が過去，現在，未来のどのときをあらわしていてもよい。

来

/

米

在

/

現
去過

込
C

》』s
T
 

形在現の一
門

〈従属節〉

〈主文〉

例(1) およぐときは準備体操をしなければいけない。

38-2 従属節のあらわすできごとが，主文のあらわす時点ですでに実現しているものである

ようなときは，従属節の述語は過去形をつかう。このばあいも主文の述語は過去，現在，

未来のどのときをあらわしていてもよい。

来

/

未

在

/

環
去遜

丞
dと十形在現の嗣

〈従属節〉

〈主文〉

例(2) 万一事放がおきたときは冷静に行動してください。

38ーし 38-2のように， r主文のあらわす時点Jが基準になって，その時点で「まだ実現し

ていないjか fすでに実現している」かによって，従属節の述語のテンスの形式が決まるという

規制では，従属節に現れうる「シjレJrシタJとそれらの意味の全体(眼界達成性の有無など，

2節を参照)をとらえることはできない。たとえば 2節の例制の「剥ぐjという動作が:i:節の

f叫び声をあげてしまったJの時点でまだ実現していないとするのは不自然で、ある。また，次の

側のように棺対的テンスだけでなく絶対的テンスも可能である場合， 38ーし 38-2の規則で説

明できるだろうか。
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i来る}
側彼はうちへ~ '::.-~とき，花を持ってきた。

i来た!

砂JII(1986)は， 38-3においてはじめて「同時Jという時間関係の概念を出している。

38-3 従属節のあらわすできごとが，:i文のあらわすときと荷時におこるばあいは37でみた

ように従属節の述語に fシテイルjか「シティタjの形がつかわれる。しかし，従属節

が一般的な条件をあらわし r-するときはいつもjというような意味になるときは，主

文のあらわすときと同時のできごとであっても「シテイルjにならないで fスjりの形

がつかわれることがある。

伊~(2) 大通りをあるくときは車に気をつけなさい。

しかし， rときJ節においては基本的に， rシテイルJだけでなく， rスルJと fシタjの形も

荷時性を表すことができる (2. 2. 1)。また，上の例では，主節のあらわすときと同時であ

るから「シテイル」になるはずだが， r一般的な条件Jをあらわすから「スルJの形がつかわれ

ているというが，それなら，いつでも fシテイルJと fスルjのおきかえができるのか。「シテ

ィjりの形は持続性というアスペクト的意味をもっているのであって，主体変化動詞の場合なら

ば， 38-3の規則はただちに成立しなくなる。たとえば次の(60)の場合がそうである。

{ あいている}
(60) 窓が{ 一一一一一一一}ときは，どろぼうがはいりやすい。l*あく

38-3の規則が成立して， rシテイルJのかわりに「スルjがつかえる理由は， 2. 2. 2の

例制のように，動作動詞の場合には， rスルjが f動作，変化過程の段轄にあることを表すく過

桂性>Jを表すからである。また， r-するときはいつもJという意味になるのはれま」という助

詞とのかかわりが問題になる(寺村1983: 260-266)はずでそれについても言及する方がよいと

患われる。

以上，砂JlI(1986)の「ときJ節の内容構成奪取り上げ，そこに見られる問題点を検討してみ

た。これをもとにして教材を作成する際に，次のようなことに特に注意したい。

1 )時簡を表すテンスとアスペクトの体系は互いにからまっていて，関連しあいながら対立して

いる。したがって， rするJrしたJrしているjの形式とそれらの意味照法を，別々に見てい

ては，このような体系性の存在を見落とす危険性がある。(砂JII(1986)では特に，スルとシ

テイルとのアスペクト的対立が捉えられていない。)

2 )従属節の述語のテンス形式が主節の述語のテンス的意味によって決定されるという規期には

2つの問題点がある。

①絶対的テンスの用法の説明ができない。

②主節と従属節との時間関係が不明確になる。つまり，主節の述語のカテゴリカルな意味によ

る， r同時性J，r限界達成性の有無Jなどの説明ができない。

3 )砂川(1986)は， r現在形jという用語についてなんのことわりもしてないが，日本語の動
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作動調の場合， }レ形はアクチュアルな現安時を表さないのが特徴であり，初歩的な謂違いを予

防するためにも充分な説明が必要だとJ思う。日本語のテンスを表す形式の用語は，研究者およ

び教師によってまちまちなのが現状であり，今後の課題のひとつとして，教材で使う用語につ

いても深く考察しなければならない。

4 )規賠と例文の提示・練習問題の提供だけではなく，できるだけ適切な文法的説明を与え，学

習者が文法書としても活用できる教材を作成したい。

4.おわりに

外国人に日本語のテンス・アスペクトを教えるというとき，どんな教育内容をどんなふうに構

成するのがよいのかを考える作業の中で，小論では， rときj舗を中心として従属節についての

素描を試みた。「スjレまえJrシタあとJなど述語の形式が限られる節もあるが， rときj館の場

合には， r}レJ形も「タj形もありうる。それゆえ，テンスとアスペクトの対立を見いだすこと

ができるのである。私は，発話時を基準とする時間的位置づけとしてく絶対的テンス〉を，主節

の出来事時を基準とする時間的位聾づけとしてく相対的テンス〉を認める。

従属節のスルーシタは， <以前一以後〉で棺対的テンスとして対立し， <限界達成の有無〉でア

スペクト的に対立している。スルーシタのこのような対立は，従属節と主節との構文的意味・機

能の相違に関わっている(2節を参照)。

本積では，主にくはなしあしゅの 1つの文を対象として考察与を行っているが，しかし実際の言

語生活においては文は談話(ディスコース)の中に現れる。また，小説など，くかたり〉の文に

おけるテンス・アスペクトのつかい方には独自のものがあるとして，工藤 (1993)はこのような

あたらしい領域をきりひらいで，テクスト的機能としてこれを捉え，すぐれた研究成果をあげて

いる。

今後の課題としては，以上のようなことを踏まえた上で，日本語のテンス・アスペクトの教材

または学習者用の文法欝の作成に取り組んでいきたい。
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