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「昼御飯 を食べたか?」 に対する2つ の否定形の使い分け

JANTIMA JANTRA

は じめに

(1) Q :昼 御飯を食べま したか?

Allい い え 、 食 べ ま せ ん で した 。

A2:い い え 、(ま だ)食 べ て い ま せ ん 。

 「昼御飯 を食べま したか?」 に対 して、「はい、食べま した」とい う肯定の答えに

は問題ないが、打ち消 し形 の 「いいえ、食べませんで した」 と 「いいえ、食べてい

ません」の使いわけが 自分 をは じめ、他のタイの留学生にもよくわか らない。両方

とも 「昼御飯 を食べま したか?」 とい う質問に対 して否定 しているのだが、どんな

場合に どちらを使 うのか、またこの2っ の答えの違いが どこにあるのだろうか。

 形式か らみれば 「～ しなかった」は 「～ した」に対応す るテ ンス語形であって、過

去を表す ものである。(「 打ち消 しテンスにっいて」p.189)こ のよ うに 「食べまし

たか?」 に対 して 「食べませんで した」と答えるのは当然であろ う。だが、なぜ 「食

べていませ ん」 と答える場合 もあるのだろ うか。

第1章 質問の形式に対応 している答え

 このことについて、寺村秀夫が 「`タ'の意味 と機能― アスペク ト・テ ンス ・ムー

ドの構文的位置づけ― 」の中で、問いに対する答えとして 「(まだ)食 べていない」

と 喰 べなかった」を用いて 「昼飯 ヲタベタカ」の動作 ・出来事の動詞の`ダ 形の

テンス ・アスペク トの現象 を説明 した。

寺村は次のように述べている。(「 日本語のシンタクス と意味」IIP.321)
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(4)昼 飯 ヲタベ タ。

とい うような例について、それがいずれであるかとい う議論を しても、そ

れは 客観的 ・形式的な根拠を欠いた、しょせん観念的な論であると言わ

れても仕方がないだろう。す くな くとも、`…have eaten…'と`…ate…'

の ような形式的な徴表はそ こにはない。

私は、動作 ・出来事 を示す動詞のタ形には、

(5)モ ウ 昼飯 ヲタベタ。

のよ うに、完了(ア スペク ト)を表すもの と、

(6)キ ノウハ 昼飯 ヲタベタ。

のように過去(テ ンス)を 表すものがある、と考えるのであるが、タにこ

のよ うな二っの異種のものがあるとい うことは、次のような闇いに対す

る答 えを比べてみると分かる。

(7)モ ウ 昼飯 ヲタベ タカ。

(8)キ ノウ 昼飯 ヲタベタカ。

に対 して、肯定の答 えは言 うまでもなく`… ダ だが、否定の答 えは、そ

れぞれ

(7')イ ヤ、(マ ダ)  食ベテイナイ

食ベナイ

(×食べナカ ッタ)

(8')イヤ、食べナカ ッタ

          (×食べテイナイ/食 ベナイ)

で な け れ ば な らな い 。

 こ の 事 は 、`モ ウ'`キ ノ ウ'と い うよ うな 副 詞 に助 け られ て 、 同 じ`ダ

とい う形式が、ある場合には現時点での動作の終わったか否 かを、また

ある場合には現時点 と(い かに短い間であっも)隔 絶 した`過 去'に おける

動作を表すのだ、とい う事が、決 して観察者たる文法家の頭の中だ けに

ある区別でなくて、実際に話 し手 と聞き手 との間で了解 されているとい
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う事 を示 してい る。その異なる二つの面の、いずれか と限定す るような

補助的要素(上 例では、`モウ'と か`キ ノウ'と かの副詞)の ない、例えば

(4)の よ うな文は、だか ら、少な くとも二義的である、 とい う事になる。

以上の ように 寺村が 「タ形」を 「過表テンス」を表す もの と 「完了のアスペク

ト」を表す ものに分けている。

 「昼 ご飯 を食べ ましたか」 とい う質問に対 して 「いいえ、食べませんで した」か

「いいえ、(まだ)食 べていませ ん」かの どち らを使 うかは質問を 「過去」としてとら

えたのか、あるいは 「完了」 として とらえたのかによるのである。そ こで、否定の

答 えが質問のとらえ方によって決まる。

 質問がテンスの質問なのかアスペ ク トの質問なのかを区別す るために、共起する

時間を表す副詞 を使 うことができる。例 えば、 「キノウ」は過去のテ ンスと共起 し、

「モ ウ」は完 了のアスベク トと共起す る副詞であ る。

(2) も う 昼 ご飯 を食べま したか? → 完了の質問

いいえ、(ま だ)食 べていませ ん。

この場合、 「食べ る」とい う動作が終結 しているか どうかを聞いているので、完了の

否 定形で答 えなけれ ばならないのである。

(3) きの う、昼 ご飯 を食べま したか? → 過去の質問

 この場合、昨 日 「食べる」 とい う動作が行われ たかど うか とい う事実について

聞いてい るので、テンスの答 えを使わなけれ ばな らない。従 って 「(まだ)食 べてい

ない」は使 えない

 以上の例か らみれば分か るように、ここで 「昨日」「もう」の ような時間 を決定す

る表現が質問の意味を限定 して、その ことによって答えの とらえ方が違 って くる。

つま り、 「もう、～ しま したか」に対す る打 ち消 しの答 えは 「いいえ、まだ～ してい

ない」 しかな く、「～ しなかった」 と答 えるのは不可能であるとい うことである。時

間が限定 され ている場合には、答 えの形式は一つだけになると言ってもよいだろう。

この ことは次の例か らも明 らかである。

(4)Q:日 本に来て、 もう 梅干 しを食べま したか?



「昼御飯 を食べたか?」 に対す る2つ の否定形の使い分 け 99

A:い いえ、まだ 食べてい ません。

(5)Q:日 本 にいた時、梅干 しを食べま したか?

 A:い いえ、食べませんで した。

(6)Q:長 野へ行 った時に、りんごを食べま したか?

 A:い いえ、食べ ませんで した。

上の3っ の例か ら、時間 を表す表現が質問に対 しての答 えの形式 を決定 しているこ

とが明 らかになると思 う。

■実現する可能性のある期間

 時間表現がついている質問に対 しては、確 かに 上の説明か らどちらの答 えをす

ればいいのかをだいたい区別できる。 しかし、時間を決定する表現がついていない

質問、つま り両義的な意味をもってい る質問の場合は、どうやって答 えが決 められ

るのだろ うか。

 この場合、「～ しなかった」と 「～していない」のどち らを使 うのかは、その行為

を実現す る可能性のある期 間がす ぎたか どうか とい う基準によって決 まるのではな

いかと思 う。 「食べたか?」 の例か ら考えてみ よう。

(7)Q:昼 ご飯 を食べま したか?

 A:い いえ、食べませんで した。

この場合、「昼 ご飯を食べ るJと い う行為の実現する可能性のある期間がおわってし

まってお り、昼 ご飯を食べ る可能性がない と解釈できる。

一方

   Q:昼 ご飯 を食べま したか?

   A:い いえ、(ま だ)食 べていません。

この場合は、昼 ご飯 を食べ る期間がおわってお らず、まだこれか ら食べる可能性 が

あると解釈 してもよいだろ う。
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もう一つの例を見てみよ う。

 (8)質 問 された人はXレ ス トランを知 っていて、行 く可能性がある。

Q:Xレ ス トラ ン の ス パ ゲ ッテ ィ は お い しい よ。 食 べ た?

A:い や 、 私 ま だ食 べ て い な い 。

上の例のそれぞれの質問には時間限定の副詞はっけ られていない。でも、行為を実

現する可能性のある期間がすぎてい るかどうか とい う基準によって、二っの否 定形

の どちらが使われ るかが決まる。

注意  「～ていない」に 「まだ」がつけ られ ない場合がある。

 (9) Q:昨 日、昼御飯を食べたか?

  A:い い え、食べていない。

また は、

(10) 母:太 郎、あなたがお姉 ちゃんのケーキを食べたで しょ?

   太郎:い や、僕は食べていない よ。

これらの ような場合は、「まだ」がっけられ ない。別の意味で働いていて、実現す る

可能性のある期間には関係 がないので、今回は扱っていない。

第2章 質問の形式に対応 していない答 え

 前では、 「時間表現」がついてい るかど うかによって質問の意味が決定 され るた

め、 どち らの答 えを使 うべきかが判断できると述べた。だがこの説明はどんな場合

にでも当てはまるのだろ うか。

(11) Q :昨 日 昼御飯 を食べま したか?

A1;い いえ、食べませ んで した。

A2 いいえ、まだ 食べていません。 ×
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 この例か ら見れば、上の説明通 りになっている。つま り、過去 のテンスの質問に

対 しては 「いいえ、食べませんで した」 とい うテ ンスの答 えしかできない。質問に

対応 してい る答 えであると言える。では、次の例を見てみ よう。

Q :昨 日、 あ の ケ ― キ を 食 べ ま し た か?

A1:い い え 、 食 べ ま せ ん で した 。

A2:い い え 、(ま だ)食 べ て い ま せ ん 。

この場合は、 「食べませんで したJも 「食べていません」 も答えられ る。質問に 「昨

日Jと い う時間表現がっけ られて、過去のテンスを表 しているが、なぜ 「食べてい

ませんJと 答 えても正 しいのだろ うか。

 上の2つ の例は、質問文が同 じ形式 をもってい る。寺村の説によると、「昨 目」の

過去を表す副詞がつけ られ た質問に対 して、答えは 「食べませんで した」でなけれ

ばならないはずである。 では、なぜ後者の例は2っ の答えが用い られ るだ ろう。

それにはい くつかの原 因があると思 う。

 一つは、 「昨 日、昼御飯 を食べま したか?」 と 「昨 日、あのケ―キ を食べま した

か?」 の実現する可能性 のある期間の とらえ方が違 うか らだ と思 う。

 「昨 日、昼御飯を食べま したか?」 の場合、行為する可能性のある期間がおわっ

ているので、 「食べなかった」 しか答え られない。

 一方、「昨 日、あのケーキを食べま したか?〕 の場合、行為す る可能性のあ る期間

がまだす ぎていない と考えることもできる。だか ら、この場合は、「(まだ)食 べて

いない」 と答えて もまちがいがないのである。

 ところが、ここで 「昨 日、昼御飯を食べ る」 と 「昨 日、あのケ―キを食べ る」の

実現す る可能性のある期間を決める基準は どのよ うな基準で決め られ るのか とい う

疑問が出て くるだろ う。

 私はそれは質問文に示されている時間的な表現とは別に 「実際にその行為が実現

する可能性のある期間」があるのではないかと思 う。

 っま り、実際には 「昨 日、昼御飯 を食べ る0と い う行為をこれか ら実現す ること

ができない。実現する可能性のある期間がすぎて しまった。
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←実際に実現する可能性のある期間

質問文の時間表現→

発話時点

 もう一方の 「昨 目、あのケーキを食べ る」 とい う行為は 実際には、実現す る可

能性のあ る期間がまだすぎていないので、 「(まだ)食 べていない」 と答 えても良い

のである。 この場合、答 える人が どちらの答 えにするのか選べ るわけである。

〉←実際に実現する可能性のある期間

質問文の時間表現→

発話時点

 っま り、 「昨 日、あのケーキを食べま したか?」 の質問に対 して

1)「 いいえ、食べませ んで した」 と答える場合、答える人が質問に対応 している過

去のテ ンスの答えを用いる。

2)「 いいえ、食べませ んで した」 と答える場合、答える人が過去のテ ンスの質問の

ことを無視 して、これか ら自分がその行為を実現する可能性があるか どうか とい う

点か ら判断 して、完 了のアスペク トの否定形を選んで、「食べていない」を用いる。

 逆に、「昨 日、昼御飯 を食べま したか?」 の質問に対 しては、答える人にとって答

えの選択がない。だか ら、実現する可能性のある期間も決まっていて、「食べなかっ

た」 としか答え られ ない。そこには、実現す る可能性のある期間を決める基準はも

う一っあると思 う。次の文を見てみよ う。

(12)昨 日、 昼 御 飯

朝御飯

夕御飯

を食べま したか?
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(13)昨 日、あのケ ―キ

      みかん

ク ツキ ―

を食べま したか?

前の例の質問文に用い られ る名詞が 実際の時間 を限定 して、実現する可能性のあ

る期間も決められてい る。 この質問に対 しての答 えは一つ しかない。後の例の質問

文に使われ ている名詞が 実現する期問を限定 していないので、答 える人が答 えを

選べ る。つ ま り、名詞の性質が実際に行為が実現す る可能性のある期間を限定する

わけである。その ことで、「食べませんで した」 を使 うか、 「食べていませんJを 使

うかほ答える人 の判断によって答えの使い分けが違って くる。

第3章 「食べる」以外の動詞;瞬 間動詞の質問に対す る否定形

 これまで 実現する可能性のある期間 とい うものを基準に して、過去のテンスの

否定形 「～なかった」 と完了のアスペ ク トの否定形 「～ していない」の使いわけを

見てきた。 しか し、「食べ る」とい う動詞について しか述べて来なかった。他の動詞

を用いれば、どんな結果が出てくるのだろう。動詞の性質は意味に関係 があるのか。

 金田一春彦が 「国語動詞の一分類」の中で動詞の分類にっいての 「アスペク トの

観点から観た国語動詞の分類 とい うべ きもの」 を考 えてい る。彼 は動詞その ものの

もつ相(ア スペ ク ト)に よって、動詞を四つのグル ―プに分 けた。

1.状 態動詞

2.継 続動詞

 金 田一の四分類

;状 態を表す動詞。 「～ている」をっけることができ

ない。例えば、ある、出来る など。

;あ る時間内続いて行われ る動作 ・作用 を表す動詞。

「～ている」をつけることができる。普通 動作 ・出

来事の進行 中であることを示す もの。また、「10分

間」「1時 間」や 「・・し続ける」 といった表現 ととも

に用いれ るもの。例えば、食べ る、歩 く、話す、降 り
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3.瞬 間動詞

4.第 四種の動詞

る な ど。

;瞬 間に終わって しま う動作 ・作用を表す動詞。 「～

ている」をつけるとその動作が終わってその結果が残

存 していることを表す。例えば、死ぬ、結婚す る、卒

業す る など。

;あ る状態 を帯び ることを表す動詞。いつも 「～てい

る」の形で状態 を表すのに用い る。連体修飾節 の中で

は 「・・した」の形で用い られるのが普通である。こ

の種の動詞は 「～てい る最中だ」 とい うことは出来な

い。例えば、す ぐれ る、そびえる、ばかげる など。

まず、「食べ る」と同 じ継続動詞に分類 される他の動詞か ら見てみ よう。

(14) Q :そ のこと お母 さんに話 した?

   A1:う うん、話 さなかった。

(15)

(16)

A2:う うん、まだ 話 していない。今晩話すわ。

Q :昨 日 そのこと お母 さんに話 した?

Aう うん、話 さなかった。

Q :も う そのこと お母 さんに話 した?

A :う うん、まだ 話 していない。今晩話すわ。

 ここでは、継続動詞の 「話す」を使った。(14)の 場合、時間限定の表現がつけ ら

れていないため、あいまいな質問である。実現す る可能性のある期間がす ぎたか ど

うかによって、2つ の答 えの使い分けが違 う。

 (15)と(16)の 場合、それぞれの質問は時間限定の副詞によって過去のテンスの質

問なのか完了のアスペク トの質問なのかはっきりしている。答 えの方もそれぞれの

質問に対応 してい る。

ま た 、

(17) Q :昨 日 そのこと お母 さんに話 した?
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     A :う うん、まだ 話 していない。

とい うような例 も 「昨 日あのケ―キを食べま したか?」 に対 して 「いいえ、まだ食

べていません」 と答 える場合 と同 じように説明できるCつ ま り、実際に実現す る可

能性のある期間がまだ終わってお らず、自分がこれから実現す る可能性があるため、

答える人は質問に対応 している答えを使わずに、完了のアスペ ク トの 「～ていないJ

を用い ることができるとい うことを示 している。(答 える人の判断)

 他の動詞 の例 を見てみ るとやは り同 じよ うに説明で きる とい うこ とが分か ると

思 う。

(18) Q :あ の映画 を見ま したか?

   A1:い い え、見ませ んで した。

   A2:い いえ、まだ 見ていません。

A1かA 2か は、実現す る可能性 のある期間がす ぎたか どうかによる。

(19) Q:昨 日 あの映画を見ま したか?

   A:い い え、見ませ んで した。

(20) Q=も う あの映画を見ま したか?

   A:い いえ、まだ 見ていません。

それぞれ の質問 に対応 している答 え。(テ ンス又はアスペ ク ト)

  (21) Q:昨 日 あの映画 を見ま したか?

     A:い いえ、まだ 見ていません。

質問に対応 していない答 え。実際に実現す る可能性のある期間がある。 それか ら、

答 える人の判断によって答えを選ぶ。

(22) Q :先 生には 相談 しま したか?

   A1:い い え、相談 しませんで した。

   A2:い い え、まだ 相談 していません。
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「相談す る」の場合も上の例 のように同 じ説明できる。

 以上のよ うに継続動詞は今までの説明に当てはまると思 う。 では、他の種類の動

詞 にも当てはま るのだろ うか。今回はとりあ えず 四分類の中の瞬間動詞を使って、

確かめてみたい と思 う。

2っ の瞬間動詞の例 を見てみよ う。

(23)何 年ぶ りかに会 った友達同士

Q:あ なたは 結婚 したか?

A:い い え、まだ していないよ。

と答えるのは普通である。つま り、その行為をまだ実現 していない。 これか ら死ぬ

まで と言 えるぐらい結婚す る可能性 がある。では、もし 「しなかった」と答えた ら、

どんな意 味をもつだろ う。

(24) Q:あ なたは 結婚 したか?

   A:い いえ、 しなかった。

 と答える場合、過去のテンスの答えなので、文法的にはまちがいがないよ うだが、

意味的には変 な意味をもっているとい うことが分かると思 う。なぜ、「昼御飯 を食べ

たか?」 「いいえ、食べなかった」 と同 じように言えないだろ う。次の場合な ら、ど

うなるか見てみ よう。

(25) Q:去 年 結婚 したか?

   A:い いえ、 しなかった。

 この場合 も、 「しなかった」は過去 のテンスの否定 として用い られ、現実的の時

間では、結婚する可能性のあ る期間がまだ終 わっていない。 ただ、 「去年 結婚す

るJと い う行為が行われなかったとい うことを表す。そのため、 「しなかったJが 使

われ る。

も う一つの例は

(26) Q:も う 結婚 したか?

   A:い いえ、まだ していない。
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これ も実現す る可能性のある期間がす ぎていないので、 「していない」 と答 える。

 また瞬間動詞 と同 じように次の場合 もある。

(27) Q:表 年 結婚 しましたか?

   A:い いえ、まだ していません。

このように、瞬間動詞の質 問文に対 して否定の答えの使い分けも 瞬間動詞のよう

に 「実現する可能性のある期間」 とい う基準で決まる と言える。

 しか し、 ここで注意すべきは継続動詞 と比べて、瞬間動詞の質問文は 「タ」形で

現れる頻度が少 ない。瞬間動詞の 「タJ形 の質問が出て くる場合、何か特殊な前提が

ある。っま り、その文の状況が限定 され るのである。例えば、(24)の 例の場合、「前

に会った時に、結婚 していなっかたことが前提 となっている」 と考えられ るだろ う。

瞬間動詞 の質問文は比較的に 「～ている」形の方が出て くる。

(28) Q:あ なたは 結婚 していますか? (=独 身であ るか どうか)

   A:い いえ、(ま だ)し ていません。

 「結婚する」は 「～ している」の形 をとると 「動作の結果状態」の意味をもっ。動

作 の順番は 結婚する→結婚 した→結婚 している とい う順番である。

 こ うして 「結婚 している」は 「結婚 した」後の状態 を表 して、「結果状態」を表す

完了のアスペ ク トだ と言える。

 このよ うに瞬間動詞の質 問文に 「～てい る」形をもっているのは、動詞そのもの

のもっアスペ ク ト的な性質 のことに関係 があるとい うことが分か るだろう。

継続動詞 の例 と比べてみれば、もっと分かると思 う。

(29) Q:あ なたは 昼御飯を食べていますか?

   A:い いえ、食べていません。

この例から見ると 「結婚 している」 と 「食べてい る」はアスペク ト的に違った意味

をもっているとい うことが分かるだ ろう。つま り、「結婚 している」は完了のアスペ

ク トであ り、実現す る可能性のある期間があるか どうかを表 してい る。 しか し、「食

べ ている」は進行アスペ ク トであ り、動作が進行 してい ることを表わ して、実現す

る可能性 とは関わらないのである。
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も う一つの瞬間動詞の例を見てみよ う。

(30) Q :あ なたは 大学を卒業 しま したか?

   A1:い いえ、しませんで した。

   A2:い いえ、まだ していません。

「卒業する」の場合 も、「結婚する」と同 じように 「去年」 「も う」のような時間限定

の表現が現れる質問文に対 して過去のテ ンス、完了のアスペク トの形式 をもってい

るそれぞれの答えが使われ る。

(31) Q:去 年 大学を卒業 しま したか?

   A:い い え、まだ していませ ん。

 このよ うな質問に対応 していない現象 もある。実現す る可能性のある期間がある

上で、答 える人の判断によって 「していない」形が使われ る。

また、

  Q:あ なたは 大学を卒業 していますか?(学 位 をもっているか否か)

  A:い いえ、 していません。(学 位 をもっていない)

この場合は実現する可能性のある期間を問題にしていないと考えられる。答える人

はただ 「動作の結果の状態」を表すだけである。

注:こ の 場 合 、 「ま だ 」 が つ け られ な い 。

おわ りに

 今まで見てきたよ うに、継続動詞 と瞬間動詞の どちら場合にも質問に対 して否定形

で答える時に、それぞれの質問に対応 してい る答えもあ り、そ うでない場合 もある。

 「～しなかった」 と 「～ していない」の使い分 けが 「実現す る可能性のある期間」

とい う基準をもっているではないかと思 う。っま り、「～ しなかった」の場合は、そ

の期間が終わって しまって、実現す る可能性がない とい うことを示す。
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 もう一方、「～ していない」が使われ る時、行為 を実現する可能性のある期間がま

だすぎていない。 これか ら実現する可能性がある。また、その期間を決める基準が

ただ時間を表す表現ではな く、現実的の期間や答 える人の判断な ど他の要因も 「～

しなかった」 と 「～ してい ない」の使い分けを決定 してい くわけである。

 次の図を見てみ よう

図1.

A,

←実際に実現する可能性のある期間

質問文の時間表現→

        ↓        発言舌日寺,県

=質 問による限定 される期間と実際に実現す る可能性のある期間が一致 している。

B.

〉←一実際に実現する可能性のある期間

質問文の時間表現→

        ↓        発言舌日寺,点

=質 問による限定され る期間 と実際に実現す る可能性のある期間が一致 していない。
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図II.

質問に時間的限定表現

るあ ない

A.基 準1と2が

一 致 して い る

B.基 準1と2が

一致 していない

1

基準3に よって

答 えが決まる

基準2に よって

答 えが決まる

―な かった 一な かっ た ―て い な い ―な か った 一て い な い

注意:基 準1=質 問文に現れた時間表現

基準2=実 際にその行為が実現する可能性のある期問

基準3ﾘ答 える人の判断/選 択
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 後で見た瞬間動詞の例 も、やは り継続動詞 と同 じよ うに 「実現す る可能性 のある

期間」 とい うものが2っ の否定形の使い分 けの基準である。 しか し、瞬間動詞 と継

続動詞はアスペク ト的に違った意味をもっていることの原因で、同 じ 「～ている」形

をもっていても別の意味がある。だか ら、それぞれの動詞の性質 を考 えなければな

らない と思 う。文の形式だけな く、動詞本来のアスペ ク ト的な意味 も一緒 に考えな

ければならないのである。
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Summary

A Difference in the Usage of  ‘tabenakatta'

and of  `tabeteinai' in Japanese

Jantima JANTRA

In this article I would like to present a difference in the usage of  `tabenakatta'

and of  `tabeteinai'.

 Tabenakatta' is used to answer (negatively) the question of whether a given 

event occured or not. While  ̀ tabeteinar is used to answer (negatively) the ques-

tion of whether a resulting state of affairs continues or not at the moment of the 

utterence. The adverbs  'moo' and  ̀mada' are used to distinguish between the two 

kinds of questions respectively.

   But in cases where the nature of the initial question is ambiguous, considera-

tion of whether the period of time during which the action might be accomplished 

is or is not over, along with consideration of the speaker's intention, become im-

portant factors in deciding which verb form should be selected.




