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上古・中古漢語における完了・パーフェクト相の表現形式の変遷（要約） 

 

山田大輔 

 

 本論文は、上古から中古にかけての1漢語における完了に関するアスペクト（完

了相・パーフェクト相）2を担う形式の変遷を、文末の“矣”、アスペクト副詞“既”

“已”3及び“動詞句＋完了動詞（畢、竟、訖、已、了）”4という四つの形式を軸

に考察したものである。 

 本論文第 1 章では、本論文の目的を述べるとともに、〈完了相〉〈パーフェクト

相〉などアスペクトに関する概念について定義や説明を行った。また、当該時期

の完了に関するアスペクト表現形式の変遷を、「上古から中古にかけての文末の

“矣”とアスペクト副詞“已”の通時的関係」、「上古から中古にかけてのアスペ

クト副詞“既”“已”の通時的関係」、「後漢から唐代にかけてのアスペクト副詞

“既”と“VP＋完了動詞”の通時的関係」の三つの側面にわけて考察するとい

う本論文の論述方法についての説明も行った。 

 本論文第 2 章では、「上古から中古にかけての文末の“矣”とアスペクト副詞

“已”の通時的関係」について考察した。 

 文末の“矣”の機能については、古くから多くの研究者の関心を集めてきたが、

近年、Pulleyblank（1994）、劉承慧（2007）によって“矣”には〈パーフェクト相

（perfect）〉を表す機能があるのではないかと考えられている。とくに劉承慧

（2007）は、Givón（1984）の議論を参考に、『左伝』の地の文において“矣”が

出来事を実際の発生順とは逆に提示する場合（逆順提示）に用いられることを指

摘し、“矣”に〈パーフェクト相〉を表す機能があることを支持している。 

 本論文は、工藤（1995）のアスペクトとタクシスに関する議論をふまえ、劉承

慧（2007）の指摘する、“矣”が逆順提示に用いられるという現象は、“矣”に〈パ

                                                   
1 本論文では、「上古」を春秋戦国から前漢にかけての時期、「中古」を後漢から魏晋南北朝

にかけての時期とする。 
2 本論文では、〈完了相〉を開始点・終了点を含め事態を全体的に捉え、参照時において事

態がすでに完了したことを表すアスペクトとする。また、〈パーフェクト相〉を参照時よ

りも前に発生した出来事が参照時において効力をもっていることを表すアスペクトとす

る。そして、〈完了相〉〈パーフェクト相〉を合わせて「完了に関するアスペクト」と総称

する。 
3 “既”“已”は一般に、副詞の中の「時間副詞」に分類される。本論文では“既”“已”が

アスペクト的機能を担っていると考え、そのことを明示するため「アスペクト副詞」と呼

ぶ。 
4 動詞句に後置され、動詞句の表す動作・行為の完結・完了を表す“畢”“竟”“訖”“已”

“了”は「完成動詞」と呼ばれる。本研究では「完了動詞」と訳し、“動詞句＋完了動詞”

を「“VP＋完了動詞”」と表記し、個別には「“VP＋已”」「“VP＋了”」などと表記する。 
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ーフェクト相〉を表す機能があることを認定する上で、もっとも客観的で有力な

基準になると考え、『左伝』以外の文献（『国語』『孟子』『論語』）の用例も用い

て、「地の文」における“矣”の使用状況を調査した。その結果、“矣”は上古漢

語では逆順提示を担うものとして広く用いられており、〈パーフェクト相〉を担

っている可能性が高いことがわかった。 

 本論文はまた、「発話文」における“矣”の用例に、Comrie（1976）の提示す

るパーフェクトの四類型に当てはまる用例が多く見られることを指摘し、「地の

文」・「発話文」両面から“矣”に〈パーフェクト相〉を表す機能があると支持で

きることを示した。 

 本論文はさらに、“矣”が中古漢語では使用が大きく減少するという先行研究

の指摘を承け、〈パーフェクト相〉を担う形式がどのように移り変わっていった

のかを、テクストにおける出来事の提示順序という観点から調査した。その結果、

上古から中古にかけて、逆順提示を担う形式が、“矣”から主としてアスペクト

副詞“已”に移行していることがわかった。このことは、アスペクトとタクシス

の議論をふまえると、〈パーフェクト相〉を表す機能が“矣”から“已”に移行

したことを示すと考えられることから、“矣”の使用の減少の一因には、“已”へ

の機能継承があったのではないかという見方を示した。 

 本論文第 3 章では、「上古から中古にかけてのアスペクト副詞“既”“已”の通

時的関係」について考察した。 

 アスペクト副詞“既”“已”については、近年、上古期の“既”“已”を中心と

して、機能面・通時面双方において本格的な研究が行われている。まず機能面に

おいては、Pulleyblank（1994）、魏培泉（2015）などによって“既”“已”は〈完

了相（perfective）〉を表すと考えられている。また、Meisterernst（2005）は、“既”

“已”と動詞句の表す事態の類型との関わりを検討し、“既”“已”の機能を〈完

了相〉と捉えられることに有力な根拠を提示している。一方、通時面においては、

近年の一連の研究（楊伯峻・何樂士 1992、Pulleyblank1995、周守晋 2003、周守

晋 2005）によって、戦国期に“既”は“已”にほぼ取って代わられたことが明

らかにされている。 

 本論文は、“既”“已”と事態の類型との関わりを改めて検討し、“既”“已”の

機能が〈完了相〉であるとする先行研究の見方に基本的には賛同した上で、“既”

“已”は「事態が完了したこと」だけでなく、「事態が完了してから一定の期間

が経過していること」も表すと考えた。その根拠として、“既”“已”が使用され

ると、複数の出来事が同時的に発生したという解釈が排除されることを挙げた。

本論文は同時に、使用文脈や他の副詞との共起状況などの点から、“既”は「事

態が完了してから長期間が経過していること」を表すが、“已”はそうではない、

すなわち、“既”“已”の意味はそれぞれ、[＋完了][＋経過][＋長期間]、[＋完
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了][＋経過][±長期間]であるということを指摘した。 

 本論文は次に、前漢期に“既”の使用が再び増加していること、漢代から魏晋

南北朝期にかけて“既”と“已”が並行して使用されていることを明確に指摘し

た。その上で、“既”の使用が増加した時期と、アスペクト副詞“已”が文末の

“矣”の〈パーフェクト相〉を表す機能を本格的に継承した時期がほぼ重なって

いることから、前漢期に“既”の使用が増加に転じたのは、“矣”の機能を継承

したことに由来する“已”の機能上の負担増を解消するためであったという見方

を提示した。本論文は同時に、前漢期の“既”の増加は〈完了相〉〔継起〕5を中

心とするものであったことを指摘した上で、後漢から魏晋南北朝期にかけて、

“既”は主に〈完了相〉〔継起〕、“已”は主に〈完了相〉〔非継起〕、〈パーフェク

ト相〉というように分業体制が成立していることを指摘した。 

 本論文はさらに、中古期に〈定着した性質〉を表す“既”が増加していること

を指摘し、この機能を介してアスペクト副詞の“既”は〈前提条件〉や〈累加〉

を表す関連副詞の“既”へと派生していったということを主張した。また、この

機能が“既”だけに生じたのは、〈完了相〉“既”の意味素性に[＋長期間]がある

からであるという見方を提示した。 

 本論文第 4 章では、「後漢から唐代にかけてのアスペクト副詞“既”と“VP＋

完了動詞”の通時的関係」、とくに“既”と漢訳仏典における“VP＋已”の通時

的関係について考察した。 

 漢語では、後漢から唐代にかけて、動作・行為の完結・完了を表す際、動詞句

（VP）に「終える」を表す完了動詞“畢”“竟”“訖”“已”“了”を後置した“VP

＋完了動詞”という形式がよく用いられる。この“VP＋完了動詞”がとくによ

く見られるのが、漢訳仏典や唐代の文献である。 

 最近になって、アスペクト副詞“既”と漢訳仏典でよく使用される“VP＋已”

に機能上の類似性があることが、劉承慧（2010）、Meisterernst（2011）によって

相次いで指摘されている。とくに劉承慧（2010）は、漢訳仏典では、非漢訳仏典

に比べ、“既”があまり使用されず“VP＋已”がよく用いられているとし、これ

は後漢のころに漢語の口語で「“既”→“VP＋已”」という交替が発生したから

であると主張している。また、動詞接辞“了”と“VP＋完了動詞”の通時的関係

に関する研究の多くは、動詞接辞“了”の派生元となったのは、唐代によく使用

されていた“VP＋了”であり、それは中古の漢訳仏典でよく見られる“VP＋已”

の機能を継承するものであるとしている。つまり、先行研究の見方を総合すると、

                                                   
5 すでに多くの研究が指摘しているが、“既”“已”の用法には、“既”“已”を伴う文の事態

が参照時においてすでに完了しているということを表す用法と、“既”“已”を伴う文の表

す事態と後続する文の表す事態が継起関係にあることを表す用法の二つがある。本論文

では、前者の用法を「〈完了相〔非継起〕〉、後者の用法を「〈完了相〉〔継起〕」と呼ぶ。 
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漢語の〈完了相〉を担う形式は、上古から近古初頭にかけて「“既”→“VP＋已”

→“VP＋了”→動詞接辞“了”」というように交替してきたことになる。しかし

ながら、本論文は第 3 章で、漢語の〈完了相〉は漢代から魏晋南北朝期の間は、

アスペクト副詞“既”“已”が分業体制を形成しつつ担っていると結論づけてい

る。よって、本論文の結論と“VP＋完了動詞”の研究の主張との関係が問題に

なる。 

 本論文はまず、“既”が後漢のころに口語から衰退したとする見方を検討した。

本論文は、唐代の口語性の強い文献「敦煌変文」において“既”がよく使用され

ていること、「敦煌変文」の“既”も〈完了相〉〔継起〕や〈定着した性質〉とい

った機能を具備し、また、関連副詞としても使用されており、前時代の『漢書』

や『世説新語』、『捜神記』とほぼ同様の状況を示していることから、“既”は口

語から衰退していなかったとする見方を提示した。 

 本論文は次に、漢訳仏典で「“既”→“VP＋已”」という交替が発生したとす

る見方を検討した。本論文は後漢から唐代にかけての漢訳仏典を広く調査し、先

行研究の指摘するように、南北朝期の漢訳仏典で“VP＋已”が増加しているこ

とを確認する一方で、“既”の使用も同時に増加し、それに伴い“既＋VP＋已”

の使用も増えていること、しかしながら唐代になると“既”と“既＋VP＋已”

の使用が再び減少することを見出し、漢訳仏典において「“既”→“VP＋已”」

という交替が発生したと単純には言えないことを指摘した。その上で、本論文は、

南北朝期の漢訳仏典で“既”と“VP＋已”が同時に増加したのは、翻訳の厳密

化と翻訳文体の成立に伴い、原典言語の絶対分詞語尾をできるだけ訳出しよう

とする傾向が強まり、それによって“VP＋已”が増加したが、“VP＋已”の使用

が口語レベルでは衰退していたため、“VP＋已”が翻訳語として定着するまでの

間の経過措置として、口語でよく使用されていた機能が類似する“既”が用いら

れたのではないかとする見方を提示した。 

 以上の検討結果をふまえ、本論文は、“VP＋已”はあくまで翻訳語であり、口

語にまで浸透した可能性は低く、漢語の口語では、〈完了相〉（〈完了相〉〔継起〕）

を担う形式は、「“既”→“VP＋了”→動詞接辞“了”」というように、“VP＋已”

を経由せずに交替してきた可能性が高いと結論付けた。 

 最後の第 5 章では、前章までの内容を総括し、上古から中古にかけての時期

に、〈完了相〉〈パーフェクト相〉が如何なる形式によって担われてきたのかを整

理して、本論文の結論として提示した。さらに、本論文では十分に論じきれなか

った近古初頭（およそ唐五代から北宋）の〈完了相〉〈パーフェクト相〉の形式

の変遷について、動詞接辞“卻”や文末の“也”がどのように関与していたのか

という現段階での見通しを示した。 
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