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Н.A.Сыромятниковスィロミャートニコフ著， 

『近代日本語の時制体系』について 

                              鈴木 泰 
 

一.ははじじめめにに 

本稿は、1971年にモスクワでナウカから出版された Н.A.Сыромятников ニコライ・

アレクサンドロヴィッチ・スィロミャートニコフ（1911―1984）の、Система времен 

в новояпонском языке『近代日本語の時制体系』の紹介である。相対的時制論の立場

から時制の区別がどのように行われるかを徹底的に究明するものであり、発話時を基

準とするテンス観の問題点を指摘し、主流となっている絶対的時制論の見直しに大き

なインパクトをあたえるものである。 

その日本語訳は、1975年をくだらない時期に、方言学専攻（別府大学客員教授）

の松本泰丈氏によって開始された。その試訳は、序章、１章、２章、３章まとめ、４

章まとめ、５章まとめ、６章まとめ、７章まとめ、８章まとめ、むすびの抄訳である。

全36枚の手書きである。本試訳は言語学研究会での発表用に作られたそうだが、その

経緯は松本氏自身にもよくわからないということである。本試訳は国立国語研究所に

宮島達夫氏が言語学研究会の資料として寄贈された中から、古典語の時間表現を研究

していた鈴木泰（専修大学人文科学研究所参与）が見出したものである。本試訳の残

りの部分を鈴木が翻訳をつづけて、ほぼ完成した時点で、2019年から、早稲田大学の

ロシア文学専攻で文体論の研究をされていた松浦茂樹氏を知り、そのロシア語専門家

としての協力を得て本書の語学的理解は飛躍的に向上し、その翻訳は2021年の夏に完

成した。 

原著はすでに半世紀をさかのぼる1971年の著作であり、生成文法の影響はまだな

く、ロシアの伝統文法の強固な基盤の上に成り立っており、骨太でオーソドックスな

言語学研究である。日本語においても時制をあつかったモノグラフとしては、新井無

二郎1933『国語時相の研究』以来の著作である。形態論重視の伝統を強く感じさせ、

統語論にも軸足を置いたその方法論は現代の言語学・日本語学の時間論に資するとこ

ろは大きい。日本語のテンス論はこの50年の間に、対照言語学、言語類型論、語用論

などの影響を通じて、かなり豊かになってきている。本書はそういう領域に自覚的に

は踏み込んでいないが、日本語とロシア語との比較だけでなく、類型的に日本語に近

い言語との比較も随所にみられる。特に、ソビエト時代のアルタイ言語学の成果を広

く援用しており、なかでも満州語との比較を通じては日本祖語との関連もうかがわせ、
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裨益されるところが大きい。ただし、著者は戦前のマール主義が系統論をブルジョワ

的虚構と断じた影響で、本格的に比較言語学の訓練をうけることはなく、方法的に不

十分であったとアルパートフ1994はし、日本語の系統の問題はスィロミャートニコフ

の著書『古代日本語』の中で、大きくとりあげられるが、「比較言語学者のように音

の対応関係から検討するのではなく、日本語と関係のある言語をとりあげ、その現代

言語の辞書から、日本語に似た単語をすべて抽出する」いう方法によっているとする。 

近代語の成立を背景とする時制の文法的カテゴリーの成立についても、コリャー

ド、ロドリゲスの立場を出発点とし、あまり顧みられることのなかったような明治以

降の外国における日本語研究もひろくとりあげ新たな発見も随所に見られる。その一

方で、日本の伝統的な文法に従う明治以降の文法家の時制論も古典語とのかかわりの

なかで位置づけることに成功している。その作業を通じて、日本語の時制においては

発話時を基準として出来事の時制が決定されるのではなく、出来事間の時間関係によ

って時制が決定されるという相対的時制論が展開される。 

著者の晩年には、日本語の時の理論は奥田靖雄、鈴木重幸らによってその骨格が

できあがっており、そのながれはあまり変化せず今日まできているが、アスペクト的

観点からの説明を重視した結果、テンスの機能を十分にとりあげきれていないきらい

がある。その結果、時間表現論は過重にアスペクトに背負わされている感があるので、

本書の成果を踏まえることによりテンス論としても再構築すべきことを示したい。そ

うした面が端的に現われているのは、本書の以下の部分である。 

 

われわれは トキ の前に明らかな時制の区別を認めている：「彼等が宮を下下るる

時時、彼は一振りの剣を取つて、『これはおれが高志の大蛇を切切つつたた時時、その尾の

中にあつた剣だ』」（芥川，改造社版287/3，老いたる素戔嗚尊）。この複文には 

トキ が2回使われている。最初の場合は トキ の前に-u 形式が使われているが、

これはサガルという動作が次に言及される動作の始まりまでに完了していない

からである。２番目の場合は トキ の前の-taが先行性を示している（まず初めに

大蛇を殺し、その後で剣を見つけた）。（p.167） 

 

 これはアスペクト論なら、完成相スルの場合は限界未到達、シタの場合は限界到達

というように説明されるところであろうが、相対的テンスということでも十分に説明

できる。それは工藤真由美1995『アスペクト・テンス体系とテクスト』の次のような

説明からも明らかであろう。 
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絶対的テンス  ダイクイシス（発話時との時間関係）

外的時間関係         

   

相対的テンス 

 

タクシス（出来事間の時間関係） 

 

内的時間関係     アスペクト 

 

（工藤真由美1995『アスペクトとテンス体系とテクスト』p.226） 

 

工藤の図示では、アスペクトは内的時間関係を、テンスは外的時間関係を表し、

相対的テンスは両者の懸け橋となるように考えられているが、これは一つの出来事間

の時間関係がテンスともアスペクトともとらえうるということを示している。しか

し、スィロミャートニコフのように、絶対的テンスをみとめないとするなら、そもそ

もこのような図示は不可能である。出来事の時間的関係は相対的テンスととらえる

か、アスペクトに基づくタクシス関係としてとらえるかのどちらかにならざるをえな

い。 

 

 テンスがすべて相対的テンスであるとするなら、時間状況語とテンス形式の共起の

現象などの日常的な会話における時制の使用の説明が困難になる。しかし、相対的テ

ンスを従属節にしかみとめないとすると、書き言葉に多く見られる語りの時制の説明

がつかなくなる。これは、日本語においては、しばしば過去のはなしのなかで、現在

形が用いられると指摘されるところにあらわれている。この弊を取り除くためには、

相対的テンスの使用を従属節だけでなく、主節にも拡大する必要がある。そして、相

対的テンスの適用範囲をどこまで拡大できるのかを検討すべきであると思われる。日

本の古代文学では、過去の出来事を表すのに、現代語以上にしばしば非先行時制がも

ちいられることがあるので、特に古代日本語の書き言葉の時制の研究のためにはその

検討が待たれる。そのためには、過去についての発話で、時間関係の基礎とされる何

らかの時点または期間までに終了したすべての動作は先行時制の形式で表され、その

他は非先行時制の形式で表されるという著者の提示する相対的テンスの用法によって

言語現象がどこまで説明できるかにとりくんでみるより方法はないように思える。 
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実際の例において相対的テンスであることが法則的にどう説明されるかを著者自

身の説明によって見てみよう（原著では、日本語用例文はロシア文字によって表音表

記されているのを、本紹介では、表音的に平仮名に転写し、分かち書きしてある）。 

  

  こーして できた にほん-の つつ-わ、うまく くいあって、ながく のばし

たり、ちじめたり-する こと-が ででききるる。 

 さー できた ぞ と おもう と、ううれれししくく-もも  ああるる。むね-も どどききどどきき  すす

るる。うまく みえる か どーか。 

 けしき-お のぞいて みた。ながい もの-が、ぼんやり みみええるる。ふたつ-の 

つつ-お、のばしたり、ちじめたり、かげん-して いる うちに、、はっきり-した。

ででんんちちゅゅーー-だだ。はりがね-が ろっぽん ある こと-まで わわかかるる。 

 もっと した-お みみるる。ややねね-だだ。ししょょーーじじ-だだ。おや、だれか-が しょーじ-の 

あいだ-から かお-お だだししてて  いいるる。ぼく-わ、もう、むちゅー-だった（小学国語

読本，Ⅵ，52－53） 

そこでは未来のことが問題にされているので、疑問とともに自身に語り手がむき

あっているフレーズ「うまく みえる か どーか」さえ問題にしなければ、明らか

になるのは、主文のうち非先行時制の形式10に対して、-ta 形式はたった3つに過ぎな

いことだ。しかし、これらを使ったことにはきわめて重要な意味がある。続いて言及

される動作に先行する動作はすべて-ta 形式で表されている。つまり、非先行時制の

形式が多数であるのは、それらがいわゆる歴史的現在の意味で使われた結果ではまっ

たくない。それらはすべて、後に続いて言及されるプロセスと同時のプロセスを示し

ている。（pp.245－6） 

 

ここでは、主人公が望遠鏡を操作しながら周りの風景を見ているところが、「時間

関係の基礎とされる話題となっている何らかの時点または期間」である。デキル以下

の10の-u形式はいずれも、後に続く周りの風景を見ているプロセスと同時の関係にあ

る。それに対して-ta 形式の3つは、いずれも続いてとりあげられる場面に先行するも

のである。 

「けしき-お のぞいて みた」」が先行時制形式なのは、「ながい もの-が、ぼん

やり みみええるる」ためには見るという運動が先行しなければならないからである。ま

た、「かげん-して いる うちに、、はっきり-した」という事態が先行しなければ、

そのながいものが電柱であることはわからなかったであろう。 
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本書の主張は、日本語の時制体系は現在、未来、過去といった絶対的時間を表す

ものではなく、出来事の他の出来事に対する先行性や同時性という相対的関係を表す

ものだというものである。つまり現在、未来にあたるのが、同時性、より広くは非先

行性であり、過去にあたるのは先行性であるとするものである。これまで、相対的時

制というと、主節に対する従属節の関係についてのみ認める議論が主流であったが、

著者は、客観的な先行性と非先行性を表す二つの基本的な相対的な時制形式を用いて、

話題となっている現実のプロセス間の時間的関係を、発話時点を介することなく、直

接的に設定するものとする。つまり、時制形式の選択が、動作の実行時が話者の現在

とどんな関係にあるかには左右されないものであるとしたのである。 

原著者は狂言やキリシタン資料から以降の近代日本語の時間表現の発展の頂点と

して、現代標準語を位置づけ、厳密な形態論的な方法によって諸形式の交代や減少を、

古代語の単純化とはとらえず、相対性の普遍化と、時制関係の近代的一般化としてと

らえている。近代語の成立を、その起点から終点まで綿密に資料をそろえ実証的に論

じた時制研究はロシアではもちろん日本でも類をみない。 

日本語学の上で古来問題とされる難問にふみとどまって、日本語のテンスをその

成立から説き起こす著者の論に深く沈潜し再度テンス論の根元にさかのぼる必要があ

ると信ずるものである。 

 

二二..本本書書のの構構成成  

  本書の〈研究手法〉としては、時制の形式の意味と用法が単文中だけではなく、

主として複文中で研究されることが特徴的である。〈研究対象〉としては．これまで

の研究書では、日本語の時制形式が個々別々に検討されているが、本書では形式の前

に、いいおわり、なかどめ、規定という統語的なポジションを基礎に置く試みがなさ

れている。なお、検討される日本語としては、近代日本文学にみられる標準語に主要

な注意が向けられている。加えてそれらは、現代の時制システムが基本的に形成され

た16－17世紀の狂言とキリシタン資料に見られる中世末近世初期の「近代日本語」の

用例と規則的に比較され、現代日本語の時制体系の成立の歴史的原因が徹底的に究明

されている。 

以下章立ての順に、本書の内容をややくわしく紹介し、優れた着眼点があれば、

その都度指摘したい。 

序章 

まず、序章では、まず日本語の例文をどのような基準でロシア文字に転写するか

 
 

4 
 

実際の例において相対的テンスであることが法則的にどう説明されるかを著者自

身の説明によって見てみよう（原著では、日本語用例文はロシア文字によって表音表

記されているのを、本紹介では、表音的に平仮名に転写し、分かち書きしてある）。 

  

  こーして できた にほん-の つつ-わ、うまく くいあって、ながく のばし

たり、ちじめたり-する こと-が ででききるる。 

 さー できた ぞ と おもう と、ううれれししくく-もも  ああるる。むね-も どどききどどきき  すす

るる。うまく みえる か どーか。 

 けしき-お のぞいて みた。ながい もの-が、ぼんやり みみええるる。ふたつ-の 

つつ-お、のばしたり、ちじめたり、かげん-して いる うちに、、はっきり-した。

ででんんちちゅゅーー-だだ。はりがね-が ろっぽん ある こと-まで わわかかるる。 

 もっと した-お みみるる。ややねね-だだ。ししょょーーじじ-だだ。おや、だれか-が しょーじ-の 

あいだ-から かお-お だだししてて  いいるる。ぼく-わ、もう、むちゅー-だった（小学国語

読本，Ⅵ，52－53） 

そこでは未来のことが問題にされているので、疑問とともに自身に語り手がむき

あっているフレーズ「うまく みえる か どーか」さえ問題にしなければ、明らか

になるのは、主文のうち非先行時制の形式10に対して、-ta 形式はたった3つに過ぎな

いことだ。しかし、これらを使ったことにはきわめて重要な意味がある。続いて言及

される動作に先行する動作はすべて-ta 形式で表されている。つまり、非先行時制の

形式が多数であるのは、それらがいわゆる歴史的現在の意味で使われた結果ではまっ

たくない。それらはすべて、後に続いて言及されるプロセスと同時のプロセスを示し

ている。（pp.245－6） 

 

ここでは、主人公が望遠鏡を操作しながら周りの風景を見ているところが、「時間

関係の基礎とされる話題となっている何らかの時点または期間」である。デキル以下

の10の-u形式はいずれも、後に続く周りの風景を見ているプロセスと同時の関係にあ

る。それに対して-ta 形式の3つは、いずれも続いてとりあげられる場面に先行するも

のである。 

「けしき-お のぞいて みた」」が先行時制形式なのは、「ながい もの-が、ぼん

やり みみええるる」ためには見るという運動が先行しなければならないからである。ま

た、「かげん-して いる うちに、、はっきり-した」という事態が先行しなければ、

そのながいものが電柱であることはわからなかったであろう。 

H.A.Cыромятниковスィロミャートニコフ著，『近代日本語の時制体系』について　　151



 
 

6 
 

の規則が示される。また、近代日本語の時間システムが、どのように研究されてきた

かが述べられる。そして、本書が次のような構成であることが概括的に示される。第

１章では、時制と法との結びつきの問題、ついで絶対的テンスを認める上での発話時

規準というものの本質が徹底的に究明される。更に、対立する時制形式の形態論的な

かたちの問題、および文法的カテゴリーとシステムとの違いの問題が検討される。次

に、第3章では条件形を含む なかどめ の形式の歴史的変遷が問題とされ、その動因に

ついて新たな見解が提示される。第４章でははじめて日本語時制論史というべきもの

を構築していることには目を見はらせられる。第５章では時制の諸形式にたいして同

一の結合性を持つ つなぎ要素がグループごとにまとめられる。それぞれのグループ

には、第5章の各部が割り当てられ本書の中で最も大きなセクションとなっている。

第6章では規定のポジションでの時制対立の問題が検討される、第7章では主文の述語

での いいおわり の形式の時制対立が検討されている。ここでの、主文の述語に相対

的テンス的対立性がどのように認められるかの議論は本書の主張の根幹をなすものと

して重要である。また同時に否定における先行性と非先行性がどのように使い分けら

れるかも相対的テンス論の重要な論点となることが示される。第８章では、ここまで

中心的に議論されてきたテンスの問題から離れ、それまで等閑視されてきたアスペク

トの問題が議論される。  

第1章 

１章では、時制のカテゴリーについて説明される。まず、〈時制形式〉の〈文法的

意味〉においては、異なる言語では〈時制と法〉との結びつきかたが違うということ

が注意される。日本語の法システムにおいて最も重要なことは、〈否定的な法〉（否定

法トラナイ、禁止法トルナ、非希求法トリタクナイ、疑惑法トルマイ）の存在を認め

るか否かであるとされる。日本語では否定的な法のためのそれぞれ特別な総合的形式

の存在が確認される。それらが形態論的に一様でなく、それぞれの否定的な法が、シ

ステムの中でそれと対置される肯定的な法（トル、トレ、トリタイ、トロウ）に、そ

れぞれ形態論的に似ていない。これは日本語の否定が普遍化されていないことを物語

っているとされる。  

次に、絶対的テンスが発話時との前後関係に基づくものであるということついて、

П．С．クズネツォフ1953を引いて次のように論じる。「発話時とは、決して話者の意

識の中だけに存在し、話者の意思だけで決まる主観的な何かではない：それは話者に

とっても、発話が向けられる聞き手、あるいは聞き手たちにとっても客観的に存在す

る」（p.16）ものとする。 
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 文法的時制の識別の普遍的基準としての発話時説について、Н．С．ポスぺロフ

1952の批判を引いて、「時制に関する文法学説において発話時を基準とすることは、

言語の一般理論の観点から見て誤っている。そもそも、発話の一般的な意味ではなく、

具体的な心理的内容に直接頼っており、文中の単語や語結合の中に人間の思考の抽象

化作用の結果をしっかり認めていないからだ」（p.17）とする。 

 さらに、発話時が唯一の基準になり得るのは、現在、過去、未来の3つの時制をも

つ言語だけである。２つの時制をもつ言語では発話時の意義は極めて弱くなる：その

ような言語の多くで、同じ形式が発話時に行われている運動も未来の行為も表す。そ

ういった言語で区別されるのは（発話時の役目が最大限に可能なままという条件で）、

終わった運動と、（発話時までに始まったか否かとはかかわりなく）まだ終わってい

ない運動であるとし、相対的テンスと考えることの正当性を主張する。 

          

 近代日本語の文法的時制とは、本書で論じられる場合、動詞、むすび（繫辞）、形

容詞の形式で、共通の形態論的特徴を持ち、それらによって表わされるプロセスまた

は性質の時が、他のプロセスあるいは性質の存在の時に対して同一の関係を表すとい

う文法カテゴリーであるとされる。 

本書で〈文法カテゴリー〉と考えるのは、同一の文法的な意味を持ち、共通の形

態論的な特徴をもつ形式、または一連の形式のことである。文法的なカテゴリーは形

式と内容つまり形式と意味との統一である。文法的な形式は文法的な内容を表す。あ

る一つの文法カテゴリーは他の一つ形式（または複数）のカテゴリーと、形式および

内容で対立する。 

この観点に立てば、ある言語の文法的諸時制の総体を時制の文法的カテゴリーと

呼ぶのは正しくない：それら諸時制は文法的諸カテゴリーのシステムを形成している

のであって、一つのカテゴリーを形成しているのではない。 

形態論的な見地からみて最も正しいのは、現代日本語に２つの文法的時制形式を

認める理論である。２つの時制形式とは、tor-、 mir-のような語幹を含む形式と、

tott-，mit-のような語幹を含む形式である。したがって、時制的意味は語幹に含まれ

るのであって、語尾にではない。 

第2章  

2章においては、文法的な時制の相対的な意味が論じられる。 

 時制の形式で相対的な意味をもつものは、直接的な意味のものとは違って、時を発

話時との関係で表すのではなく、語られているプロセスと別のプロセスとの客観的な
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の規則が示される。また、近代日本語の時間システムが、どのように研究されてきた

かが述べられる。そして、本書が次のような構成であることが概括的に示される。第

１章では、時制と法との結びつきの問題、ついで絶対的テンスを認める上での発話時

規準というものの本質が徹底的に究明される。更に、対立する時制形式の形態論的な

かたちの問題、および文法的カテゴリーとシステムとの違いの問題が検討される。次

に、第3章では条件形を含む なかどめ の形式の歴史的変遷が問題とされ、その動因に

ついて新たな見解が提示される。第４章でははじめて日本語時制論史というべきもの

を構築していることには目を見はらせられる。第５章では時制の諸形式にたいして同

一の結合性を持つ つなぎ要素がグループごとにまとめられる。それぞれのグループ

には、第5章の各部が割り当てられ本書の中で最も大きなセクションとなっている。

第6章では規定のポジションでの時制対立の問題が検討される、第7章では主文の述語

での いいおわり の形式の時制対立が検討されている。ここでの、主文の述語に相対

的テンス的対立性がどのように認められるかの議論は本書の主張の根幹をなすものと

して重要である。また同時に否定における先行性と非先行性がどのように使い分けら

れるかも相対的テンス論の重要な論点となることが示される。第８章では、ここまで

中心的に議論されてきたテンスの問題から離れ、それまで等閑視されてきたアスペク

トの問題が議論される。  

第1章 

１章では、時制のカテゴリーについて説明される。まず、〈時制形式〉の〈文法的

意味〉においては、異なる言語では〈時制と法〉との結びつきかたが違うということ

が注意される。日本語の法システムにおいて最も重要なことは、〈否定的な法〉（否定

法トラナイ、禁止法トルナ、非希求法トリタクナイ、疑惑法トルマイ）の存在を認め

るか否かであるとされる。日本語では否定的な法のためのそれぞれ特別な総合的形式

の存在が確認される。それらが形態論的に一様でなく、それぞれの否定的な法が、シ

ステムの中でそれと対置される肯定的な法（トル、トレ、トリタイ、トロウ）に、そ

れぞれ形態論的に似ていない。これは日本語の否定が普遍化されていないことを物語

っているとされる。  

次に、絶対的テンスが発話時との前後関係に基づくものであるということついて、

П．С．クズネツォフ1953を引いて次のように論じる。「発話時とは、決して話者の意

識の中だけに存在し、話者の意思だけで決まる主観的な何かではない：それは話者に

とっても、発話が向けられる聞き手、あるいは聞き手たちにとっても客観的に存在す

る」（p.16）ものとする。 
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時間的結びつきを伝える。これらの時制形式は、動詞によって表されたプロセスが、

話に出た他のプロセスと同時に、またはその前に、またはその後に起こった（起こっ

ている、または未来に起きる）ということを示す。 

いくつかの言語では、時制形式が直接的な意味をもっていても、相対的な意味で

も使われることがある。しかし、日本語文法の専門家たちは、日本語においても時制

が相対的であり得るという可能性を全く見落としている。そのため、日本語の該当す

る事実の分析に取り掛かる前に、手短にではあるが、他の諸言語における文法的時制

の相対的な意味での使用について解明することが必要だとされる。 

 ロシア語では、日本語と同じように、ファイナイト形式は、絶対的形式と相対的形

式とに分かれていない。ほとんどの場合、ロシア語の動詞の人称形式は何らかの絶対

的な意味をもっているとはいえ、時制の相対的な使用もある。その使用は、日本語の

時制の相対的使用と直接にむすびつくものもあるという理由で、その使用については

豊富な実例が示される。 

 また、本章では、日本語と同様の時制の使用の見られる一定の言語（アラビア語、

ナーナイ語、満州語）では、それらにおける文法的区別は、テンスの違いではなくア

スペクトの違いでしかないといわれることがあったと思われるが、それらの言語の時

制が基本的に相対的なテンスであることが論じられる。   

第3章 

3章は、なかどめ の機能が問題にされるが、著者は、中世日本語の多様な譲歩形、

条件形の動態を、モダリティ、時制の相対性、表される出来事の起こった時間を手掛

かりに観察しながら、それらの盛衰を説明することに成功し 

ている。 

著者は、西欧の副動詞を なかどめ の形式であると考え、接尾辞なしの形式（連用

形）と-te/-de 形式、ナガラモ のような譲歩形、トレバ のような条件形をそれに含め

る。そして、近代日本語の動詞と形容詞の なかどめ 形式は、ロシア語を含む多くの

他の言語の副動詞と同じように、相対的な時間的意味をもっているとする。それは、

先行性、あるいは同時性、並行性を表す。  

 それに関しては、日本語の接尾辞なしの形式と-te/-de 形式は独自の時制的な意味を

持たず、言い終わりの述語の時制を借用するのだという主張は、外国人のための日本

語学習文法の便宜として最も古い考えに属しており、ロドリゲスにまでさかのぼりう

ることを著者が証明したことは重要である。 

著著者者にによよれれはは、、16－－17世世紀紀のの日日本本語語でではは、、次次ののよよううなな ななかかどどめめ のの譲譲歩歩形形がが使使わわれれ
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てていいたた。 

           直説法 

非先行時制              先行時制 

トリナガラ              トッテ-モ 

トレド［モ］             トリタレド［モ］ 

トル-トモ                ミタリトモ 

           推量法 

     ハニョウズレド［モ］‘切り取ったとしても’ 

         （非時間的形式） 

 

 このなかで、譲歩形の場合、（16－17世紀のテキストでも希だった）ハニョウズレ

ド［モ］のような形式がまず消える。 

 トリナガラ-モ、トレド［モ］、トル-トモ などの〈非先行時制形式〉、およびトッテ

-モ、トリタレド［モ］、ミタリトモ などの〈先行時制形式〉のうち、過去について

の発話の中でしか使われなかった トリタレド［モ］のような形式からまず失われた

のは、時間システム全体が純粋に相対的なものに変わっていった結果、そのような形

式がいいおわりの形式と食い違うようになったためであるとする。ミタリトモ のよ

うな形式も、その形態論的な組成が古びて、急速に消えてしまったものだという。他

のどれよりも長く残っていたのは トレド［モ］の形式で、これは過去についての発

話でも、現在についての発話でも使うことができたためであるが、これも、トッタレ

バ のような類似形式の消失とともに消失し、現代には。〈非先行時制〉のトリナガラ

-モ、トル-トモ、〈先行時制〉のトッテ-モ、トッタ-ッテが残ったとする。 

 

ままたた、、16－－17世世紀紀のの条条件件形形はは、、異異ななるる時時間間的的断断片片をを区区別別ししてて整整理理すするるとと次次ののよよううにに

ななるる。。 
 直説法形式 仮定法形式 
 非先行時制 先行時制 非先行時制 先行時制 
過去のこと 
 

トレバ 
 

トッタレバ 
 

 —   
 

トッタラ［バ］ 

現在のこと トレバ 
 

— 
 

トラバ 
 

 — 
 

未来のこと — 
 

— 
 

トラバ 
 

トッタラ［バ］ 
 

条件形の場合は、16－17世紀の日本語でまだ生きていたトレバ，トラバ，トッタ
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時間的結びつきを伝える。これらの時制形式は、動詞によって表されたプロセスが、

話に出た他のプロセスと同時に、またはその前に、またはその後に起こった（起こっ

ている、または未来に起きる）ということを示す。 

いくつかの言語では、時制形式が直接的な意味をもっていても、相対的な意味で

も使われることがある。しかし、日本語文法の専門家たちは、日本語においても時制

が相対的であり得るという可能性を全く見落としている。そのため、日本語の該当す

る事実の分析に取り掛かる前に、手短にではあるが、他の諸言語における文法的時制

の相対的な意味での使用について解明することが必要だとされる。 

 ロシア語では、日本語と同じように、ファイナイト形式は、絶対的形式と相対的形

式とに分かれていない。ほとんどの場合、ロシア語の動詞の人称形式は何らかの絶対

的な意味をもっているとはいえ、時制の相対的な使用もある。その使用は、日本語の

時制の相対的使用と直接にむすびつくものもあるという理由で、その使用については

豊富な実例が示される。 

 また、本章では、日本語と同様の時制の使用の見られる一定の言語（アラビア語、

ナーナイ語、満州語）では、それらにおける文法的区別は、テンスの違いではなくア

スペクトの違いでしかないといわれることがあったと思われるが、それらの言語の時

制が基本的に相対的なテンスであることが論じられる。   

第3章 

3章は、なかどめ の機能が問題にされるが、著者は、中世日本語の多様な譲歩形、

条件形の動態を、モダリティ、時制の相対性、表される出来事の起こった時間を手掛

かりに観察しながら、それらの盛衰を説明することに成功し 

ている。 

著者は、西欧の副動詞を なかどめ の形式であると考え、接尾辞なしの形式（連用

形）と-te/-de 形式、ナガラモ のような譲歩形、トレバ のような条件形をそれに含め

る。そして、近代日本語の動詞と形容詞の なかどめ 形式は、ロシア語を含む多くの

他の言語の副動詞と同じように、相対的な時間的意味をもっているとする。それは、

先行性、あるいは同時性、並行性を表す。  

 それに関しては、日本語の接尾辞なしの形式と-te/-de 形式は独自の時制的な意味を

持たず、言い終わりの述語の時制を借用するのだという主張は、外国人のための日本

語学習文法の便宜として最も古い考えに属しており、ロドリゲスにまでさかのぼりう

ることを著者が証明したことは重要である。 

著著者者にによよれれはは、、16－－17世世紀紀のの日日本本語語でではは、、次次ののよよううなな ななかかどどめめ のの譲譲歩歩形形がが使使わわれれ
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レバ，トッタラ［バ］の４つの基本的な条件形のうち、現代語に残ったのが トレバ 

と トッタラ の形式だけであるのは、これらが、純粋に相対的な形式として使用する

ことができたからであるという。 

 現代語の条件的な なかどめ 形式の トレバ のような形式と トッタラ のような形式

の間の違いは相対的時間に関する違いであり、モダリティの違いではない。現実的な

条件と仮定的な条件は、これらの形式によっては区別されない。また、トッタレバ 

のような形式と トラバ のような形式は純粋に相対的な意味をもたなかった。前者は

過去の動作にたいする先行性を表し、後者は現在あるいは未来だけのプロセスとの同

時性を表した。これが、これらの形式が消滅した原因の一つであるとされる。  

現代日本語では、条件形と譲歩形の、確実なものと推量されるものとの間の違い

が消えてしまったが、このように なかどめ の条件形で直説法と推量法の区別が消失

したことは、古代日本語でトリ－トッテ のような形式の間でそのような区別がなか

った影響であるとする。また、未来についての発話での トラバ のような形式の消失

は、未来の確実な事実についての発話で直説法の いいおわり の形式が広く使われる

ようになったこととも関係があるとされる。 

第4章 

4章は、文法書における いいおわり の時制形式の諸説について論じられる。 

 近代日本語と現代の標準日本語における、いいおわりの形式の時制に関するさまざ

まな理論は、互いに原理的に異なるいくつかの視点を中心として以下のようにグルー

プ分けすることができるとされる。   

§1．三時制論 

 三時制の理論は1620年、J.ロドリゲスによって最初にまとめられた。：「それぞれの

法は相応の語によってできる3つの時制だけをもつ；これらの時制は過去、現在、未

来のことである」［小文典］。アストン、芳賀矢一、文部省編『口語法』、またロシア

人のコンラッド、ホロドヴィッチなど多数の文法家がそれにしたがうとされる。  

 §2．絶対的二時制 論 ― 過去と現在-未来（非過去） 

B.H.チェンバレンは「日本語の動詞は、現在と未来の時（time）をはっきりと区別

しない。基準になるのは確実性または不確実性であって、時間（time）ではない」

［日本口語文典］として、現在と未来を法によるちがいだとして一括りにし、過去と

対立させる。 

 С.バレ、Ｂ.ブロック、ゴロヴニンもこの説の賛同者であるが、戦後の言語学者の

中で、最も方法的に厳密な二時制論支持者は鈴木重幸あるとされる。 

156　　鈴木　泰
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 §3．絶対的二時制 論 ― 過去と未来  

 小林好日は、-u形式の時間的な意味を否定し、「日本語に於ては文法的範疇として

は過去と未来とがあるばかりである。過去・現在・未来といふのはただ論理的範疇で

ある」[国語国文法要義]とのべ、О.В.プレトネルとともに過去と未来の絶対的二時制 

論を唱えるとする。  

 §4．一時制論 

G.B.サンソム1928は、古代日本語の終止形について、「チェンバレンはこの形式を

確実な現在と呼んだが、述語形式の機能は、時制とは関係なく、陳述にある」とする。

これは、-u形式を時制とは無関係な陳述を表すものとし、時制としては過去だけをみ

とめるものであるが、言語は一つの体系であり、時制は二つ以上でなければならない

から、一つだけの文法的時制をもつ言語などありえないと断ずる。 

§5. –ta 形式の時制的同音異義 論 

三矢重松は、時制形式-ta に同音異義があると指摘する。-ta 形式の意味は過去時制

としてだけでは説明することができないという、それ自体は正しい考えであるが、過

去の意味での-ta と合致しないものはすべて他の-ta、つまり完了の-ta に負わせること

は問題視する。  

§6．四時制論  

 松下大三郎は、「時相に現在態、完了態、過去態、未然態の四様が有る」［日本俗語

文典］として、四時制論を展開する。口語の完了時制に松下は-ta 形式をあて、過去

には廃語になっている-kke 形式をあてている。未然に松下があてているのは、非断定

形式の-oː／-joː と-mai などの推量形であると指摘する。 

 §7．時制形式におけるアスペクト的意味の論 

この章での、むしろ日本語教育者であって日本語学者とは認められていないＨ.Ｇ.

ヘンダースン1935、およびＷ.Ｐ.レーマン& L．Faust1951の説を位置づける。  

二人は日本語の時制形式-ta をアスペクト意味をもつものと考え、「現在時制は完結

していない動作を表す（のに対して）、過去時制は完結した行為を表す」とするので

ある。 

きしくもこれは、かつて川端善明、尾上圭介ほかによって唱えられた、過去時制

を広義完了、現在時制を広義未完了とする考え方に通ずるものである。著者は、アス

ペクトの概念の発達していない英米の日本語教育のなかでこそこうした見方が生まれ

たのだとするとのは目から鱗の落ちる思いをさせる。アスペクトをテンスに読み替え

るこのような理論が成立するということ自体、アスペクトと（相対的）テンスとの重
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レバ，トッタラ［バ］の４つの基本的な条件形のうち、現代語に残ったのが トレバ 

と トッタラ の形式だけであるのは、これらが、純粋に相対的な形式として使用する

ことができたからであるという。 

 現代語の条件的な なかどめ 形式の トレバ のような形式と トッタラ のような形式

の間の違いは相対的時間に関する違いであり、モダリティの違いではない。現実的な

条件と仮定的な条件は、これらの形式によっては区別されない。また、トッタレバ 

のような形式と トラバ のような形式は純粋に相対的な意味をもたなかった。前者は

過去の動作にたいする先行性を表し、後者は現在あるいは未来だけのプロセスとの同

時性を表した。これが、これらの形式が消滅した原因の一つであるとされる。  

現代日本語では、条件形と譲歩形の、確実なものと推量されるものとの間の違い

が消えてしまったが、このように なかどめ の条件形で直説法と推量法の区別が消失

したことは、古代日本語でトリ－トッテ のような形式の間でそのような区別がなか

った影響であるとする。また、未来についての発話での トラバ のような形式の消失

は、未来の確実な事実についての発話で直説法の いいおわり の形式が広く使われる

ようになったこととも関係があるとされる。 

第4章 

4章は、文法書における いいおわり の時制形式の諸説について論じられる。 

 近代日本語と現代の標準日本語における、いいおわりの形式の時制に関するさまざ

まな理論は、互いに原理的に異なるいくつかの視点を中心として以下のようにグルー

プ分けすることができるとされる。   

§1．三時制論 

 三時制の理論は1620年、J.ロドリゲスによって最初にまとめられた。：「それぞれの

法は相応の語によってできる3つの時制だけをもつ；これらの時制は過去、現在、未

来のことである」［小文典］。アストン、芳賀矢一、文部省編『口語法』、またロシア

人のコンラッド、ホロドヴィッチなど多数の文法家がそれにしたがうとされる。  

 §2．絶対的二時制 論 ― 過去と現在-未来（非過去） 

B.H.チェンバレンは「日本語の動詞は、現在と未来の時（time）をはっきりと区別

しない。基準になるのは確実性または不確実性であって、時間（time）ではない」

［日本口語文典］として、現在と未来を法によるちがいだとして一括りにし、過去と

対立させる。 

 С.バレ、Ｂ.ブロック、ゴロヴニンもこの説の賛同者であるが、戦後の言語学者の

中で、最も方法的に厳密な二時制論支持者は鈴木重幸あるとされる。 

H.A.Cыромятниковスィロミャートニコフ著，『近代日本語の時制体系』について　　157



 
 

12 
 

なりをしめすものであろう。 

§8．時制システム不在 論  

山田孝雄は、「（未来と過去の表現が）現在時制形式によってなされると考えると、

そこに初めて非論理的という印象が生じる」［日本文法論］として、発話時点を区分

の基準とするような時制への日本語の時制の帰属を否定している。 

そして「今日の仕事はもう終わった」という意味の文のヴァリエーションとして

「今日の施行は既に終りき」と「今日の施行はすでに終る」の二つを挙げ、「吾人は

第二を以て「施行の終る」といふ思想をば、直接に表象し、第一は之を回想したりと

説明するなり」［同前］と山田がいうのに対して、著者は、問題が、当該の事実が想

起されるのか、あるいは直接提示されるのかという点だけにあるとしたら、過去につ

いての発話の中での二つの時制形式の使用は、どんな場合でも自由だということにな

ってしまうと批判する。 

 日本語に文法的な時制システムがないという理論に連なる学者に、現代の文法学者

時枝誠記、阪倉篤義、亀井孝を加えることができると著者はいう。たとえば、阪倉は、

時制の助動詞は「実際に過去にあったとか完了してしまっているとかいうことを表す

というよりは、話し手が[運動を]どうとらえて表現しているかを―つまり、それを回

想したり確認したりする、話し手の主体的な立場を表現するものである…と言うほう

が正しいのではないか」［日本文法の話］とするが、話者の確認というのは-ta 形式だ

けではなく、-u 形式のモーダルな意味でもあり,これは直説法のすべてに共通の意味

である。そのような意味の存在を指摘しても、これらの形式間に時制的な相違がない

かどうかについての問題はなくならないと筆者は主張する。 

§9．アスペクト-テンス形式の退化論  

 松下大三郎ほかの一部の学者は、日本語史のある期間にアスペクト-テンスの接尾

辞の数が減少したことに日本語のアスペクト-テンスシステムの「退化」をみとめる

が、言語の発展過程における形式の数の減少は、退化ではなく、反対に、新しい、よ

り抽象化されたカテゴリーの創造を物語るものであると筆者は主張する。  

 §10．時制基準における主観性の論 

 多くの文法家たちとは違って、松下大三郎の理論では、時制の基準は、客観的な時

間のどの部分へも頭の中で移動できる話者自身である：たとえば、「完了態は[話し手］

（時の基準）を事件の直後に置いて其の事件が我と別れるのを送るものとして事件観

念を取扱ふものである」[改撰標準日本文法］とする。しかし、これでは、話者は自

分勝手に時を認識し、自分勝手に時制形式を選ぶことになってしまうと批判する。  

158　　鈴木　泰
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 §11．時制基準における非恒常性の論 

 三矢重松は、日本語では過去についての発話の中で現在形が広く使われることに注

目し、「一且我等の思想は過去の動作にても之を時より離して事柄と考ふることを得

るなり」［高等日本文法］とし、松下の、発話時が常に時制使用の基準となるわけで

はないという考えに近づいている。また、これにある時は発話時が、ある時は語られ

ている現実の現象間の関係が時制の基準となり得るという、И.В.ゴロヴニンの立場を

加えてもよいとされる。 

 §12．継続相―現在時制の論 

 「…現在時制は、厳密な意味では継続相の現在によって表される」という説は、継

続相が未来についての発話で比較的まれにしか使われないという事実を根拠として、

Н.И.フェリドマン1960によって提起された。それととともに、「未来の動作を意味す

るためには一般的現在形が用いられ、それはしかるべき副詞と結び付いて、あるいは

コンテキスト全体のおかげで未来の意味を帯びる」とみなすことができるという説明

も、のちに鈴木重幸によって証明されることになるという。鈴木は、単純な-u形式を

継続相の-te iru 形式に対比させて、同じ時間的状況語「いま」をもつ文で比較するこ

とによって、運動の動詞から作られる-u形式だけが未来を表せることを明確にしたと

される。 

 §13．多時制論 

松下大三郎は時制を二つの種類に分ける：話説時‘談話の時制’（つまり、発話時を

基準とする時制、言い換えると絶対的時制）、と事情時で、後者は、‘状況的時制’と

訳すことができる。話説時を彼は現在、過去、未来、不特定時に分け［日本俗語文

典］、事情時を現然、既然、将然の三つに分ける。松下の考えでは、談話の時制と状

況の時制とを掛け合わせた（4×3）結果として、日本語には12もの時制があるという

結論を出しているので、これを多時制論とする。 

§14．相対的時制論 

 最後に著者は日本語において二つの純粋な相対的時制形式による理論を導き出す。 

 客観的な先行性と非先行性を表す、2つの基本的な純粋に相対的な時制形式を用い

て、話題となっている現実のプロセス間の時間的関係が、発話時点を介することな

く、直接的に設定され、時制形式の選択が、動作の実行時が話者の現在とどんな関係

にあるかには左右されない相対的時制となる。 

第5章 

5章では、つなぎ要素と おわり表現の前の時制形式について論じられる。 
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なりをしめすものであろう。 

§8．時制システム不在 論  

山田孝雄は、「（未来と過去の表現が）現在時制形式によってなされると考えると、

そこに初めて非論理的という印象が生じる」［日本文法論］として、発話時点を区分

の基準とするような時制への日本語の時制の帰属を否定している。 

そして「今日の仕事はもう終わった」という意味の文のヴァリエーションとして

「今日の施行は既に終りき」と「今日の施行はすでに終る」の二つを挙げ、「吾人は

第二を以て「施行の終る」といふ思想をば、直接に表象し、第一は之を回想したりと

説明するなり」［同前］と山田がいうのに対して、著者は、問題が、当該の事実が想

起されるのか、あるいは直接提示されるのかという点だけにあるとしたら、過去につ

いての発話の中での二つの時制形式の使用は、どんな場合でも自由だということにな

ってしまうと批判する。 

 日本語に文法的な時制システムがないという理論に連なる学者に、現代の文法学者

時枝誠記、阪倉篤義、亀井孝を加えることができると著者はいう。たとえば、阪倉は、

時制の助動詞は「実際に過去にあったとか完了してしまっているとかいうことを表す

というよりは、話し手が[運動を]どうとらえて表現しているかを―つまり、それを回

想したり確認したりする、話し手の主体的な立場を表現するものである…と言うほう

が正しいのではないか」［日本文法の話］とするが、話者の確認というのは-ta 形式だ

けではなく、-u 形式のモーダルな意味でもあり,これは直説法のすべてに共通の意味

である。そのような意味の存在を指摘しても、これらの形式間に時制的な相違がない

かどうかについての問題はなくならないと筆者は主張する。 

§9．アスペクト-テンス形式の退化論  

 松下大三郎ほかの一部の学者は、日本語史のある期間にアスペクト-テンスの接尾

辞の数が減少したことに日本語のアスペクト-テンスシステムの「退化」をみとめる

が、言語の発展過程における形式の数の減少は、退化ではなく、反対に、新しい、よ

り抽象化されたカテゴリーの創造を物語るものであると筆者は主張する。  

 §10．時制基準における主観性の論 

 多くの文法家たちとは違って、松下大三郎の理論では、時制の基準は、客観的な時

間のどの部分へも頭の中で移動できる話者自身である：たとえば、「完了態は[話し手］

（時の基準）を事件の直後に置いて其の事件が我と別れるのを送るものとして事件観

念を取扱ふものである」[改撰標準日本文法］とする。しかし、これでは、話者は自

分勝手に時を認識し、自分勝手に時制形式を選ぶことになってしまうと批判する。  
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この章では、従属節と主節、あるいは従属節と他の従属節を結びつけている つなぎ

や、つなぎ接尾辞、つなぎ単語、つなぎ小詞、つなぎ助辞の前での、2つの時制の い

いおわりの形式の用法と意味が研究される。そのような補助的な語や助辞を つなぎ

要素と呼ぶ。 

 つなぎ として扱われるのは補助的な形態素で、名詞の同種成分どうしの結合関係

（ト、ヤ）、あるいは節どうしの時間的、反意的、結合的な関係（ト、ヤ、ナラ、シ、

ガ）を表すが、文の成分としては使われないものである。 

 つなぎ接尾辞と呼ばれるのは、文の成分にも、従属節にも、自らの意味を大きく変

えることなく、直接的に結合する要素である。これらは独立しては使われないが、つ

なぎとは違って、格を表す接尾辞や助辞に伴われることがある。つなぎ接尾辞は文の

同種成分を結ばない。 

 つなぎ単語は文の自立的な成分になり得るが（つなぎの意味ではなく、名詞として

の意味で使われる場合）、これらは非常にしばしば、格を表す接尾辞や助辞を伴う。

ほとんどすべてのつなぎ単語は名詞の属格の後で後置詞のように用いられる。 

 つなぎ小詞は、たいてい格を表す接尾辞と自立語［＋助辞］からできている。しか

し、文と文（節と節）の位置では、形態論的には分割できるものの、機能的には明確

な語彙的統一体である。 

 つなぎ要素を次の4部においてとりあげ、各部にどのような形式があるかを示す。 

第Ⅱ部 同時性を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅲ部 将来性（後続性）を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅳ部 先行性を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅴ部 同時性、後続性、あるいは先行性の意味を、単一のまたは基本的な意味とし

て持っていない、つなぎ要素の前の時制形式 

それらの つなぎの各要素における分布を示すと以下のようである。   

つなぎ トⅡ，ヤイナヤⅡ，ガイナヤⅡ，ヤⅡ，トモナクⅤ，カラ[ニ，ワ]Ⅴ， ノデⅤ，

ノニⅤ，ナラ［バ］Ⅴ，ナリⅤ，マギワⅤ，トチューⅤ，チュートⅤ，イゼンⅤ，モノ

ノⅤ，モノオⅤ，ケレド[モ]Ⅴ，ガⅤ，シⅤ 

 

つなぎ単語 マエⅢ，タメⅢ，ヨーニⅢ，ホドⅢ.アトⅣ，ノチⅣ，ウエⅣ，ブンデワ

Ⅳ，トキⅤ, ウチⅤ，アイダⅤ，ナカⅤ，コロⅤ，トコロⅤ，ニⅤ，トーリⅤ，カギリ

Ⅴ，ホカⅤ 
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つなぎ接尾辞  ゴトニⅡ ，カタワラⅡ，マデⅢ，イジョーⅤ，ママⅤ，カワリニⅤ，ジブ

ンⅤ，ヒョーシニⅤ，ハズミニⅤ，トタンⅤ， ヨリⅤ 、クライⅤ 

 

つなぎ小詞 ト トモニⅡ ，ト イッショニⅡ，ト ドージニⅡ，ニ シタガッテⅡ，ニ ツケ

Ⅱ，ニ ツレⅡ，ガ ハヤイ カⅡ，[ノ]ニ[モ]カカワラズⅤ，バカリⅤ、バカリデナクⅤ、バ

カリカⅤ，ダケⅤ 

 

ト ミエ[テ]Ⅴ，ツモリ-デⅢ 

 

さらに、これらとは別の部［Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ部]でいくつかの おわり表現（コトガ デ

キタなど）の前での時制形式が検討される。 

 

第Ⅵ部 補助語＋格接辞＋補助動詞：のタイプの おわり の前の時制形式 

おわり ヨウニ ナッタ，ヨーニ シタ、コト-ニ ナッタ、ワケ-デ ナカッタ，ワケ-ニワ 

イカナカッタ  

おわり コト-ガ デキ-［ナカッ］タ 、コト-ニ シタ、コト-ニ シテイタ、ハズ-ガ（-ワ，

-モ） ナカッタ 

 

第Ⅶ部 補助語＋前にのべた述語のかわりをする むすび（コピュラ）：タイプの おわ

り の前の時制形式： 

おわり：ホド＋むすび：タメ＋むすび：カラ＋むすび；クライ＋むすび  

おわり：限定小詞＋むすび  

 

第Ⅷ部 （《時》の意味をもつ）名詞＋むすび：タイプの おわり の前の時制形式 

おわり：コロ＋むすび：トキ＋むすび：ジブン＋むすび：トコロ＋むすび  

 

 現代日本語の多数のつなぎ要素は2つのグループに分けられる。一方は、一定の時

間的な意味―先行性、同時性、あるいは将来性の意味―をもち、どれか1つの時制形

式の後でのみ使われるつなぎ要素。他方は、不定の時間的意味をもち（あるいは時間

的意味をまったくもたず）、同一の時間的断片についての発話のなかでも、すべての

時制形式のあとにつづくことができる。 

 これらすべてが語っているのは、一定の時間的意味をもつ つなぎ要素の前の時制
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この章では、従属節と主節、あるいは従属節と他の従属節を結びつけている つなぎ

や、つなぎ接尾辞、つなぎ単語、つなぎ小詞、つなぎ助辞の前での、2つの時制の い

いおわりの形式の用法と意味が研究される。そのような補助的な語や助辞を つなぎ

要素と呼ぶ。 

 つなぎ として扱われるのは補助的な形態素で、名詞の同種成分どうしの結合関係

（ト、ヤ）、あるいは節どうしの時間的、反意的、結合的な関係（ト、ヤ、ナラ、シ、

ガ）を表すが、文の成分としては使われないものである。 

 つなぎ接尾辞と呼ばれるのは、文の成分にも、従属節にも、自らの意味を大きく変

えることなく、直接的に結合する要素である。これらは独立しては使われないが、つ

なぎとは違って、格を表す接尾辞や助辞に伴われることがある。つなぎ接尾辞は文の

同種成分を結ばない。 

 つなぎ単語は文の自立的な成分になり得るが（つなぎの意味ではなく、名詞として

の意味で使われる場合）、これらは非常にしばしば、格を表す接尾辞や助辞を伴う。

ほとんどすべてのつなぎ単語は名詞の属格の後で後置詞のように用いられる。 

 つなぎ小詞は、たいてい格を表す接尾辞と自立語［＋助辞］からできている。しか

し、文と文（節と節）の位置では、形態論的には分割できるものの、機能的には明確

な語彙的統一体である。 

 つなぎ要素を次の4部においてとりあげ、各部にどのような形式があるかを示す。 

第Ⅱ部 同時性を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅲ部 将来性（後続性）を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅳ部 先行性を表す つなぎ要素の前の時制形式 

第Ⅴ部 同時性、後続性、あるいは先行性の意味を、単一のまたは基本的な意味とし

て持っていない、つなぎ要素の前の時制形式 

それらの つなぎの各要素における分布を示すと以下のようである。   

つなぎ トⅡ，ヤイナヤⅡ，ガイナヤⅡ，ヤⅡ，トモナクⅤ，カラ[ニ，ワ]Ⅴ， ノデⅤ，

ノニⅤ，ナラ［バ］Ⅴ，ナリⅤ，マギワⅤ，トチューⅤ，チュートⅤ，イゼンⅤ，モノ

ノⅤ，モノオⅤ，ケレド[モ]Ⅴ，ガⅤ，シⅤ 

 

つなぎ単語 マエⅢ，タメⅢ，ヨーニⅢ，ホドⅢ.アトⅣ，ノチⅣ，ウエⅣ，ブンデワ

Ⅳ，トキⅤ, ウチⅤ，アイダⅤ，ナカⅤ，コロⅤ，トコロⅤ，ニⅤ，トーリⅤ，カギリ

Ⅴ，ホカⅤ 
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形式の使用は、それら要素が表すプロセスの発話時にたいする関係にはまったく左右

されないということである。  

第6章 

 6章では、規定のポジションでの時制形式があつかわれ、動詞と形容詞の時制形式

の用法が検討される。さまざまな規定のポジション、つまり、見せかけの規定のポジ

ション（17世紀になってやっと現れた、名詞化の-noの前）、形式的な規定のポジシ

ョン（補助的な単語コト、モノ、ホ－の前）、また、本来的な意味の名詞（主語、補

語、状況語、あるいは述部の名詞部分）にたいする規定のポジションの、すべてのポ

ジションにおいて、時制形式の基本的な意味は、先行性、または非先行性の相対的な

意味であることが明らかにされる。 

近代日本語においては、これらは主文での形式と変りはない。近代日本語には形

動詞がないからである。しかし、本書で いいおわりの形式（主文にだけおこりうる

古代日本語の特別の終止形や中止形から区別して）と呼んでいる現代語の時制形式は、

その起源において規定的、つまり形動詞的であるとされる。形動詞的な形式の いい

おわりの形式へのこのような変化、つまりモンゴル語の専門家が言う「直説法の形式」

への変化は他の言語でもときどき出会うとされる。 

第7章 

第7章では、テキストの主文の述語の時制形式の問題が解明される。研究課題とし

て、Н.С.ポスペロフ1948の次の指摘が重要である。「過去時制の諸形式の細かい意味

のニュアンスを究明するなら、それらの形式を文という統語的な境界の中から取り出

すのではなく、独話的な発話のもっと複雑な統語的統一体の範囲から、会話の言葉な

ら、そのすべての状況を考慮して取り出すことが必要だ」。これは、主文の述語の時

制形式の選択は、その文と後続の文の述語で表現されるプロセス間の時間的関係に左

右されるので、主文の時制の形式は、孤立したものとしてではなく、「発話の構成の

中で」取り上げなければならないということである。  

  

 過去についての発話の中で、規定的文だけでなく主文においても-u形式が使われる

ことは、すでに古代日本語にもあった特徴である。 

 過去についての発話で、話題となっている何らかの時点または期間が、時間関係の

基礎とされることがよくある。このような場合、その時点までに終了したすべての動

作は先行時制の形式で表され、その他は非先行時制の形式で表される。 

過去についての発話で、肯定文なら-ta形式が使われる場合に、否定文では-nai形式
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がしばしば使われる。これは、否定法形式の何らかの特徴によってではなく、非先行

時制のすべての形式の一般的な意味によって説明される。行われなかった動作は、次

に言及される動作に先行するものとみなすことができず、先行時制の形式で表すこと

ができないということである。 

 先行時制の否定法形式は、以前行われなかった動作が後でやはり行われたというと

き、あるいは、ある動作が実行可能であった時期が、話題となっている時点までに過

ぎてしまったときに使われる。 

 同一の動作についての発話で、直説法の先行時制での問いに対して否定法の非

先行時制での答えが続くことも少なくない： 

「― 誰に教へてもらつたの。 

   僕は、すつかりとくいだつた。 

― 誰にも教教へへててももららははなないいのです。僕が考へて作つたのです」。（読本，Ⅴ，

55－56） 

 肯定的な答えであったなら、-ta 形式を使わなければならないだろう。しかし、過

去についての質問で-nakatta の形式が使われ；答えの方では-nai／-masen の形式が用

いられる。 

以下の芥川の「藪の中」の例では、基準は盗人が検非違使の尋問をうけている場

面である。否定形に非先行時制形式がもちいられているのは、いずれも「行われなか

った動作は、次に言及される動作に先行するものとみなすことができず、先行時制の

形式で表すことができない」ためである。 

「太刀か何かは見見ええななかかつつたたか？いえ、何もごござざいいまませせんん」（芥川，253/2，藪の

中）；（問いに対する返事）「顔はわたしにはわわかかりりまませせんん」（芥川，253/3，藪の中）；

「しかし女は殺殺ししははししまませせんん」（芥川，254/3，藪の中） 

また、肯定文の過去についての発話においても、非先行時制の否定法形式が先行

時制の直説法形式と交互に用いられることはしばしばある。これは、2つの法の非先

行時制形式の異なる用法を特に明瞭に示している：「くだらないから、すぐ寝たが、

なかなか寝寝らられれなないい」（漱石，96/3，坊つちやん）；「兄うかしは、すぐに手下の者を

呼集めて、戦の用意をしようとしましたが、意外にも、手下が、集集つつてて来来まませせんん」

（読本，Ⅵ，2）。  

 かくして、過去に起こらなかった動作についての発話で-nai 形式を使うことは規範

とみなすべきであるということになる。 

おひる-お すぎて、いちじ-に なりました。にじ-に なりました。それでも、
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形式の使用は、それら要素が表すプロセスの発話時にたいする関係にはまったく左右

されないということである。  

第6章 

 6章では、規定のポジションでの時制形式があつかわれ、動詞と形容詞の時制形式

の用法が検討される。さまざまな規定のポジション、つまり、見せかけの規定のポジ

ション（17世紀になってやっと現れた、名詞化の-noの前）、形式的な規定のポジシ

ョン（補助的な単語コト、モノ、ホ－の前）、また、本来的な意味の名詞（主語、補

語、状況語、あるいは述部の名詞部分）にたいする規定のポジションの、すべてのポ

ジションにおいて、時制形式の基本的な意味は、先行性、または非先行性の相対的な

意味であることが明らかにされる。 

近代日本語においては、これらは主文での形式と変りはない。近代日本語には形

動詞がないからである。しかし、本書で いいおわりの形式（主文にだけおこりうる

古代日本語の特別の終止形や中止形から区別して）と呼んでいる現代語の時制形式は、

その起源において規定的、つまり形動詞的であるとされる。形動詞的な形式の いい

おわりの形式へのこのような変化、つまりモンゴル語の専門家が言う「直説法の形式」

への変化は他の言語でもときどき出会うとされる。 

第7章 

第7章では、テキストの主文の述語の時制形式の問題が解明される。研究課題とし

て、Н.С.ポスペロフ1948の次の指摘が重要である。「過去時制の諸形式の細かい意味

のニュアンスを究明するなら、それらの形式を文という統語的な境界の中から取り出

すのではなく、独話的な発話のもっと複雑な統語的統一体の範囲から、会話の言葉な

ら、そのすべての状況を考慮して取り出すことが必要だ」。これは、主文の述語の時

制形式の選択は、その文と後続の文の述語で表現されるプロセス間の時間的関係に左

右されるので、主文の時制の形式は、孤立したものとしてではなく、「発話の構成の

中で」取り上げなければならないということである。  

  

 過去についての発話の中で、規定的文だけでなく主文においても-u形式が使われる

ことは、すでに古代日本語にもあった特徴である。 

 過去についての発話で、話題となっている何らかの時点または期間が、時間関係の

基礎とされることがよくある。このような場合、その時点までに終了したすべての動

作は先行時制の形式で表され、その他は非先行時制の形式で表される。 

過去についての発話で、肯定文なら-ta形式が使われる場合に、否定文では-nai形式
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ころきち-わ ききまませせんん（国語，2［2］，22）。 

「長作はあたりを見まわしましたが、だれもいいまませせんん」（国語，3［1］，97）。 

「てんぐは、長作から竹のつつを受け取ると、さっそくのぞいて見ました。とこ

ろがちっとも、遠くが見見ええまませせんん。それは、ただの竹のつつだったのです。 

てんぐはくやしがって、長作を追いかけようとしましたが、長作のすがたが見見ええ

まませせんん。見えないはずです。長作は、かくれみのを着て、どんどん山をかけおりて

いったのです」（同上，102）。 

 否定法の先行時制形式-nakatta /-masen-desita は、-nanda形式と同様に、否定される

動作が後になってやはり実行されたとき、あるいはもうその動作を行う可能性が失わ

れたときに用いられる：「一思ひにとび下りましたが、目がくらんで、しばらくは何

もわわかかりりまませせんんででししたた」（読本，Ⅴ，69-70）；「人ガ一パイ乗ツテ居テ、アイテ居ル席

ハ、一ツモアアリリママセセンンデデシシタタ」（読本，Ⅴ，105）；「なか／＼御御承承知知ににななりりまませせんんででしし

たた」；「ガリレイは、そのしかけを知ることがででききまませせんんででししたた。そこで、（ガリレイ

は）自分で望遠鏡をつくることをおもいたちました」（国語，4［2］，54）； 

以上のように、著者は、過去の否定の用法を、非存在もひとつの運動とみなして、

否定形式の一般的意味によって説明することに成功している。 

 

歴史的現在ということができるのは、過去についての発話の中の現在形（日本語

では非先行時制の形式）で、次々に起こる動作，特に何らかの区切られた時間に次々

に起こる動作を表すものだけである。これらの形式はもはやどんな時間的な関係も

（絶対的な関係も、相対的な関係も）表さない。このような用法は、文法的な時制の

ない言語における動詞の形式の用法と本質的に異ならない。しかし、日本語において

は、このような形式がモダリティとアスペクトの意味を完全に保っている。 

 歴史的現在の適用は、時制の通常の相対的な使用とは、それが文法的な規範ではな

いという点でも異なっている。歴史的現在は先行時制と取り替えることが可能であり、

それによって発話の意味は変らない。  

第8章 

 8章は、著者が主にテンスをあつかっているので、もれおちたアスペクトについて

記されている。特に、パーフェクト的意味と継続的意味のニュアンス．大過去、およ

び動詞派生の形容詞について論じられる。パーフェクトと継続についてはアスペクト

的ニュアンスとして論じられ、テンスとしてはシテイタ形式を大過去とみとめている。 

パーフェクト的な意味のニュアンスをもつ動詞形式として、-te iru (oru)、-ta、-te 
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aru について論じられる。これらに含まれる先行時制形式のパーフェクト的な意味の

ニュアンスは、動作が終了した（状態が始まった）が、動作の結果（状態）はまるで

続く出来事のための背景であるかのように，後まで保持される、ということを表して

いるとされる。 

継続相のアスペクトの形式の用法は分かりにくい。同じ動詞が似たような統語的

ポジションにおいて、継続相の意味が、あるときは-te iru (inai)の形式で、あるときは

-u/nai の形式で表される。のみならず、-te iru (inai)形式によって、-u形式で伝えられ

るべきではないかと思われる多回的あるいは恒常的な動作が伝えられることも少なく

ない。瞬間的な動詞と継続的な動詞との違い、また動作の動詞と状態の動詞との違い

によって-te iru 形式のアスペクト的意味を区別しようとする立場は、文法家が区別し

ようとしているものを、言語そのものは区別しないのだということを示している。 

 動作と状態の動詞からつくられる-te ita 形式は、前に言及された動作に対する先行

を意味するために使われることがある。これは西欧諸語の大過去の用法を思わせる。

-te ita形式は、その後の出来事が展開する背景をつくりだす。 

 周知のように、大過去は相対的な時制だとみなされている。しかし、これは純粋な

相対的時制ではない。なぜなら、未来についての発話の中では大過去の形式は用いら

れないからである。 

自動詞である、いくつかの動詞からつくられる-ta 形式は、動詞派生の形容詞（「似

た」「すぐれた」など）の意味をもつ。その際、-t-形式の語幹は動作の先行性を表す

ことをやめ、語られている時点での対象の質を表す。つまり、非先行時制の意味をも

つ。これは、始まりの先行性の意味の発展である。  

 16－17世紀には、動詞派生の形容詞が今よりもずっと動詞に近かった。特に-ta 形

式と-teiru 形式の類義性は、そのころ動詞形式の特徴でもあった。それは、動詞の-

teiru形式がほとんどの場合パーフェクトの意味をもっていたからだとされる。  

むすび  

最終章 むすび では、著者は時制のシステムのパラダイムを明らかにしようとする。 

 時制の文法的カテゴリーは言語の中でばらばらに機能しているものではなく、明確

なシステムをなしている。時制システムは、互いに対立する、時制形式の（２つの）

系列の総体である。 

各系列には１つの時制のすべての形式が入っている。１つの系列の中のどの形式

も、自らを同じ系列の他の形式と区別している特徴（例えば、直説法、否定法、希求

法など）の点で、時制で対立する他方の系列の形式と一致する。日本語では、１つの
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ころきち-わ ききまませせんん（国語，2［2］，22）。 

「長作はあたりを見まわしましたが、だれもいいまませせんん」（国語，3［1］，97）。 

「てんぐは、長作から竹のつつを受け取ると、さっそくのぞいて見ました。とこ

ろがちっとも、遠くが見見ええまませせんん。それは、ただの竹のつつだったのです。 

てんぐはくやしがって、長作を追いかけようとしましたが、長作のすがたが見見ええ

まませせんん。見えないはずです。長作は、かくれみのを着て、どんどん山をかけおりて

いったのです」（同上，102）。 

 否定法の先行時制形式-nakatta /-masen-desita は、-nanda形式と同様に、否定される

動作が後になってやはり実行されたとき、あるいはもうその動作を行う可能性が失わ

れたときに用いられる：「一思ひにとび下りましたが、目がくらんで、しばらくは何

もわわかかりりまませせんんででししたた」（読本，Ⅴ，69-70）；「人ガ一パイ乗ツテ居テ、アイテ居ル席

ハ、一ツモアアリリママセセンンデデシシタタ」（読本，Ⅴ，105）；「なか／＼御御承承知知ににななりりまませせんんででしし

たた」；「ガリレイは、そのしかけを知ることがででききまませせんんででししたた。そこで、（ガリレイ

は）自分で望遠鏡をつくることをおもいたちました」（国語，4［2］，54）； 
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第8章 
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系列（つまり時制）の諸形式が互いに、いいおわり か、なかどめ かにより、法によ

り、相（アスペクト）により、態（ヴォイス）により区別されている。 

 言語の発達とともに、様々な法と相の形式の用法は変化しうるので、時制関係のパ

ラダイムの変化を、現代語の いいおわり の形式、16－17世紀の日本語の いいおわり

の形式、現代語の なかどめ 形式の順に俯瞰する。 

 

三三..著著者者略略伝伝おおよよびび著著書書  

以下のスィロミャートニコフの経歴は、モスクワ大学で院生のときにスィロミャ

ートニコフに師事し、その後東洋学研究所で同僚となった、М.アルパートフの『ロ

シアソビエトの日本語研究』1988、および『同僚と同志』1994に基づくところが大き

い。 

スィロミャートニコフは、1929年に出生地ハリコフで日本語の学習を開始し、1931

年にウラジオストクに移り、東洋大学に編入する。1933年に同大学を卒業し、1938年

にレニングラード大学の大学院に入学し、コンラッドに学び、コルパクチにも師事し

た。そこで、近世初期の話し言葉の研究のために狂言の研究を開始する。この間の彼

の大学生活は困難の連続である。極東に行くと、極東にも粛清の波がおよんだせいか、

有力な学者つぎつぎと極東を離れる。その後を追うように、彼も極東を離れ、レニン

グラード大学にうつるが、指導教授となるはずのコンラッドが直前に逮捕される。レ

ニングラードには適当な言語学の指導者は他にいないため、彼は年齢の近いホロドヴ

ィッチに指導をあおいだが、うまくいかなった。そこでコンラッドと丁度入れ替わる

ように釈放されたコルパクチに師事した。 

 

1942年6月からは極東で、1943年の終わりからはモスクワで、軍事研究所の教師を

つとめる。その後1950年まで、モスクワ州立大学の歴史学部、および他の多くの機関

で日本語を教えている。1950年ソ連科学アカデミーの東洋学研究所の勤務となり、当

初、編集および出版部門に所属し、雑誌「ソビエト東洋学」の言語学部門の責任者と

して働いている。1958年に、ソビエト連邦科学アカデミーの東洋学研究所に言語学科

が開設されると、著者はそのメンバーになり、終生そのメンバーであり続けた。戦後、

著者はコンラッドの指導の下大学院での学業を継続する。著者の最初の大きな刊行物

は『日本語の音素体系』であった。これは、ポリヴァーノフ以降のこのテーマの数少

ない刊行物の１つである。現代標準語の体系が、方言体系及び、より以前の言語の状

況と比較されている。 
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著者はポリヴァーノフの音韻論的概念から出発して、他の理論的立場からの彼の

一連の主張を更に発展させたといわれる。しかし、残念ながら、著者は後に音韻論の

トピックから離れるのである。 
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踏み出すことを是認しなかった。そこで、彼は最初の指導者であるホロドヴィッチに

もどる。 

 学位論文は自作紹介論文が出た1953年までに完成していた。しかし著者は研究を継

続することにした。その結果、学位論文の審査は1956年になって行われ、その最終稿

はふくれあがり、修士論文の規模としては当時としては格別の規模のものとなった。

長年の研究の集大成となったのが、まさしく本書、1971年に出版された『近代日本語

の時制体系』である。 

 

彼は、その研究を、16世紀の世紀の始めにおける最初の資料の出現から中期にお

ける日本語の根本的な革新まで含んだ全世紀に徐々に広げていき、19世紀の日本語の

研究へとつづけた。しかし、ここで、彼は、コンラッドの助力をこわざるをえなかっ

た。コンラッドはこのテーマに関する二つの書籍、『新日本語の形成』（Ｍ.1965）と

『新日本語の発達』（1978）の責任編集者となったのである。当該の第一の本は、彼

によって調査された、狂言と、16世紀の終わりから17世紀の始めのポルトガルの宣教

師の最初の日本語版のテキストがとりあげられている。 

第二の本は、第一の本の100年後に出現する17世紀中期から18世紀中期までの、井

原西鶴と近松門左衛門の二人の言語を検討している。 

 

時制の問題の研究は彼に他の動詞カテゴリーである直説法へ興味を向かわせた。

彼には、「近代日本語の直説法の体系」（論集『日本語の諸問題』1971年）という論文

があり、体系のギャップを補充する必要か、またダブレットになったものを形式から

取り除く必要かという体系性の要件によって直接法の体系の歴史的変化が生じたこと

を明らかにする。我が国の言語史研究の基盤的な体系的な方法の実践者としてポリヴ

ァ―ノフの後継者に位置付けることができる業績である。 
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60歳で近代日本語の研究を終えないまま、彼は、より古い時代の日本語の歴史の

研究に着手した。長年にわたる企画の過程で総合的な文法書となった『古代日本語』

が、「アジア・アフリカの民衆の言語」のシリーズでの成果として1972年に出版され

た。特に「古事記」と「万葉集」という８世紀の日本語資料の音声と文法の綿密な分

析が与えられるが、量が限られている。1981年に、ナウカによって、その若干の拡張

バージョンが英語で出版された。彼が海外の読者に向けて公開しているのは、この著

作だけであろう。1975年には、9—12世紀の言語を詳述した概説『古典日本語』を出

版した。長い間書肆にたなざらしになっていたこの著作によって、8世紀の古代の資

料の日本語から19世紀の後期から現在の段階までの書かれた歴史のサイクルを（13世

紀から15世紀の期間を除いて）終えた。 

彼が死んでからは、日本におけるロシア、ソ連の学術の支持者であった村山七郎

（ポリヴァーノフの日本学の著作集が公開されたのと同じように）がスイロミャート

ニコフの論文集を日本で出版しようとしていたが、『近世日本語の進化』（植村進訳

2006松香堂）のほか実現していない。彼に大学院生がすくなく、このままでは自分の

業績が世にしられずに終わってしまうことを心配していたというはなしであるから、

この翻訳はその願望にこたえることにもなるだろう。最近アルパートフに連絡をとっ

たところ彼も歓迎するとのことであった。 

 

四四..おおわわりりにに  

 本書における日本語の時制が相対的であるという主張については、アルパートフの

著書によれば、三浦つとむも同主張であるという。確かに、「過去現在未来は、属性

ではなく、時間的存在である二者の間あるいは二つのありかたの間の相対的な関係を

さす言葉にほかなりません。」（『日本語はどういう言語か』p.216）という主張からは、

そのように考えられる。しかし、「彼は現在健康だが、過去には病気がちである」と

いう文についての説明においては次のように述べている、 

 

「彼は現在健康だ」と考えるときの「現在」は、かれそのものの持っている時間的な

性質ではなくて、そう考えているわたしたちすなわち話し手との間に、「現在」とよ

ばれる関係が成立していることなのです。「過去には病気がちだった」と考えるとき

に「過去」も話し手との間に「過去」とよばれる関係が成立していることなのです。

（同上 p.215） 
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現在とか過去とかいっても、それ出来事相互間の関係ではなく、話し手と対象と

の関係についていっているので、話し手という基準点を介するということであるから、

やはり絶対的時制の側に立つ考えだといってよいのではなかろうか。つまり、三浦も

含めての、日本語学のアカデミズムの中では、日本語の時制の相対性についてはまと

もに議論されてこなかったといえる。わずかに、松下大三郎にその萌芽はあるが、絶

対的テンスを平行的に認めたため、日本語の時制をいたずらに複雑にすることに終わ

っている。 

アルパートフ1988は著者の相対的時制論に対してあきらかに誇張であるといって、

その問題点を指摘するなかで、 

 

主節の述語のテンスの性格付けにおいて、N．A．スィロミャートニコフはまこと

に独創的であった。彼以前には、この場合テンスの使用はしばしば絶対時制であり、

発話時と動作あるいは状態の関係に結び付いていると常に考えられていた。（p.144） 

  

とするのは正しいであろう。絶対的時制論は、学校現場においても、いたずらに現在

形などという用語をつかうことによって、作文教育を混乱させてきたし、訳者のよう

に古典日本語の時制について考えてきた者は、ひとたび語りの文章に目をむけると、

相対的テンスが目立つことを常に思い知らされてきた。古典語においては現代語以上

にテンスの相対性の問題をさけてとおることはできないと感じている。本書は出版さ

れてからの半世紀をこえているが、著者の主張にたちもどって日本語のテキストにお

けるテンスを徹底的に相対性の立場から見なおしてみる必要があることを本書は強く

示唆するものである。 

 

 最後に、古代日本語の時制が研究対象である筆者自身にとっては、スィロミャート

ニコフが古代語の時制をどうみているかについては関心があるので、補足的に彼の著

書から関係する箇所をひろい、検討をこころみたい。 

まず、本書の執筆と平行して行われていた僚巻ともいうべき『新日本語の形成』

（M.1965）と『新日本語の発達』（1978）ではどうであろうか。 

前者では、非先行時制-u と先行時制-ta, -te aru などを区別するが、それらが絶対的

時制ではないということについては特に説明はない。 

後者でも、非先行時制-u と先行時制-ta の対立を例をあげて説明するが、「他の論文

で私が提起した命題を詳しく述べることは」しないとして（まえがき）、動詞時制の
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理論は、『近代日本語の時制体系』を参照するように注意している。両書とも絶対時

制ではないとは表立って主張しないが、同じ近代語をあつかっているので、見解とし

ては本書と変わらないということであろう。 

上代語をあつかった『古代日本語』では、「終止形は現在継続中の過程を表し、一

方では過去の出来事に関して同時性を表し、すなわち相対的意味で用いられる」と述

べているが。これが先行時制形式と対立するとはいわず、「テンス、アスペクト形式

（第二語幹から作られる）」として、「過去形（-ki，-niki，-teki，-teki，-tariki 形）」を

取り上げる。その中で、「過去についての話しのなかだけでの過去時制の用法は絶対

的テンスであることを示している」といい、古代語の「き」が絶対的なテンスとして

も用いられることを認めている。 

 また、中古語をあつかった『古典日本語』においては、終止連体形を直説法の「非

先行時制」といい、次にのべられる出来事にも状態にも先行せず、それらと同時に起

こるなら、現在だけではなく、過去の出来事や状態にも広く用いられていると説明さ

れる。しかし、「非先行時制」に対して、先行時制形式が対置されることはなく、「回

想形式」として、-ki  -si  -sika がとりあげられる。古代語には非先行時制形式はある

が、それに先行時制形式が対立するとはせず、現代語の枠組みがそのまま適用できる

とは考えていないと推測される。 

 過去または回想として-ki がたてられるが、こちらの方は相対的テンスとは認めて

いないと考えられる。相対的テンスの体系は近代語の成立のなかで確立したと考え、

古代語にはその体系はなかったと考えているのだと思われる。しかし、古代語におい

ても相対的テンスとみられる用法はしばしばみられ、とくに語りの時制においては、

主節の述語においても、アスペクト的なタクシスであるとも、相対的テンスともみら

れる用法が出現することは確かである。今は述べないが、そのあたりのことについて

は別に論じる必要があると考えている。 
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