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運動動詞のひとまとまり性と限界達成性

-古代日本語のシツ形ー

渡真利聖子

要旨

古代日本語における運動動調のシツ形のアスペクト的意味について分析した結果，くひと

まとまり性>と<限界達成性>という意味がとりだされた。<限界達成性>は，さらに<終

了限界達成性>と<開始限界達成性>の意味に分けられる。運動の始めから終わりまでを

一括的に表すくひとまとまり性>は，ほとんどの運動動詞に表れる意味である。一方.<限

界達成性>のうち.<終了限界達成性>は，内的限界動詞の中の変化の意味をもっシツ形に

表れ.<開始限界達成性>は非内的限界動詞の思考活動や感情を表す動詞においてのみ表

れる意味である。今回みたシツ形は，くひとまとまり性>と<終了限界達成性>を表す場合

の運動の終わりの限界達成時が発話時以前であること.<開始限界達成性>を表す場合の

始まりの限界達成時が発話時以前であることが共通点としてみられることが確認できた。

【キーワード】古代日本語，シツ形，アスペクト的意味，ひとまとまり性，限界達成性

O.はじめに

これまでの古代日本語の文法研究においてシツ形は，シヌ形とともに「完成相J(鈴木

2012). ["終結相J(日本語文法研究会1988).あるいはツ・ヌが「完了の助動詞J(大野

1955など)として，どちらも時間性に関わる形式とされている。本稿では，現代日本語のア

スペクト研究の成果に基づき，これまで「完成相J["終結相J["完了」と名付けられていた

シツ形をくひとまとまり性>と<限界達成性>(1)というアスペクト的な側面から詳細に記

述する。なお，本稿でいう運動動調とは，時間的展開性をもっ，主体動作・客体変化動調，

主体変化動調，主体動作動詞，内的情態動調をさす。

分析の対象は，運動動詞のシツ形がものがたり文(平叙文)の終止形としてはたらく場合，

すなわちムード的には叙述法の用例である。シツ形には，叙述法の他に推量法シテムや命

令法シテヨなどの形もあるが，今回は扱わない。シツ形は，ものがたり文の終止の位置では

シツ(第l終止形).シツル(第2終止形).シツレ(第3終止形)の形式で現れる。第2終止

形シツルと第3終止形シツレは強調文に現れる形式である。この3つの終止形はアスペク

ト的に違いはなく，本稿では特に区別せずに分析を行った。また、テンス的側面からみると，

シテキやシテケリなどシツの過去形とされるものがあり，シツ・シツル・シツレは形態とし

ては非過去形式であるといえる。本稿でシツ形という場合には，叙述法の非過去形式のシツ・

シツル・シツレをさしている。
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今回資料とした作品は，平安時代の4作品，竹取物語，大和物語，平中物語，源氏物語である。

1.シツ形のひとまとまり性と限界達成性

運動には始まりとなかと終わりがあるが.叙述法非過去のシツ形では，始まりから終わり

までを一指的にさしだしているものと，始まりか終わりのどちらかの限界への到達をさし

だしているものがある。本稿では前者をくひとまとまり性>，後者を<限界達成性>とよ

ぶことにする。

以下，シツ形のくひとまとまり性>と<限界達成性>について記述していくにあたり，動

調の語葉的な意味の中に時間的限界を持っか持たないかによって，このアスペクト的な特

徴に違いが出てくるため，内的限界動詞の場合と非内的限界動調の場合の大きく2つに分

けてみていく。本稿では，工藤 (1995)にしたがい，動詞の語葉的な意味の中に時間的限

界をもつものを内的限界動詞とよぴ，時間的限界をもたないものを非内的限界動調とよん

でいる。動調の下位分類は以下の通りである。なお，表1に挙げる動調がすべてシツ形で

使用されるわけではない。

表1 動詞の分類および動詞例

運動動調の種類 古代日本語の動詞例

主体動作・ 開く，摘む，隠す，並べる，出だす，失ふ，

内的 客体変化動詞 棄つ，渡す，返す，与ふ，作る

限界動詞 咲く，散る，濡れる，変はる，立つ，来，
主体変化動詞

出づ，のぼる，帰る，尋ぬ，隠れる，死ぬ
運動動詞

歩く，弾く，言ふ，書く，教ふ，口ずさぶ，
主体動作動調

非内的 待つ，泣く，(雪)降る，暮らす，過ぐす

限界動詞 思ふ，思す，おぼゆ，思ひ寄る，心地す，
内的情態動詞

疑ふ，嘆く，恨む，見ゆ，匂ふ

シツ形の場合，語葉的な意味の中に限界性をもっ内的限界動調のうち，主体動作・客体

変化動調や主体変化動調の一部の動調(例えば「来JI帰る」などの主体動作・主体変化

動調)であれば，主体の動作をひとまとまり的に表すと同時に，主体あるいは客体の変化の

終わりの限界への達成を表す(図1)。動作性を伴わない単なる主体変化を表す動調なら，

主体の変化の終了限界達成を表す(図2)。一方，語葉的意味に限界性をもたない非内的限

界動詞であれば，動作や内的情態の始めから終りまでをひとまとまりに表すもの(図3) と，

内的情態の発生のモメントを表すもの(図4)があった。今回筆者がみた用例に限って述

べると，内的限界動詞の場合も非内的限界動詞の場合も.すべて基準時点(会話文では基

本的に発話時点)以前に，その運動の終わりまたは始まりの限界が達成されている用例の

みであったへ
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表2 運動動調のシツ形のアスペクト的な意味

運動動調の種類 アスペクト的な意味

主体動作・
くひとまとまり性=終了限界達成性> 図1

内的 客体変化動調

限界動調 くひとまとまり性=終了限界達成性> 図1
主体変化動詞

<終了限界達成性> 図2
運動動詞

主体動作動詞 くひとまとまり'性> 図3
非内的

限界動詞 くひとまとまり性> 図3
内的情態動調

<開始限界達成性> 図4

ひ とまとまり性ヘ¥

↓基準時点(発話時点)

時間の流れ

運動の始まり↑ ↑運動の終わり

図1 内的限界動詞のくひとまとまり性=終了限界達成性>

終了限界達成性ー¥

ι ーー河¥ ↓基準時点(発話時点)

、里J • E 時間の流れ

運動の始まり↑ ↑運動の終わり

図2 内的限界動詞のく終了限界達成性〉

ひとまとまり性~

運動の始まり↑

↓基準時点(発話時点)

• 
↑運動の終わり

多時間の流れ

図3 非内的限界動詞のくひとまとまり性〉

~開始限界達成性(発生性)

(1)----ー・・・・・・圃
ラ時間の流れ

↑基準時点(発話時点)運動の始まり↑

図4 非内的限界動調のく開始限界達成性>
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1.1. 内的限界動詞の場合

今回収集したシツ形には、主体動作・客体変化動詞で「逃がす，渡す，とらす，なす，隠

す，並ぶ，棄つ，失ふ，開ける，塞ぐ，ひき破る，焼く，鎖す，挟む」など、主体変化動詞で「参る，

参り来，まかづ，まかり帰る，まうで来，ものす，脱ぐ，奉りかふ，濡つJなどがあった。シツ形

になる動調には意志的なものが多いということがすでに指摘されているように (W時代別

国語大辞典上代編Jなど).今回分析の対象とした用例の中で，ものの無意志的な変化を表

すような典型的な変化動調はみあたらなかった。「参る，まかづ」のような移動動調の例が

最も多く，移動動調以外の動調例としては 7)の I(顔の色)違ふ」などが数例あった。

1.1.1. ひとまとまり性=終了限界達成性

以下、 1)~ 4)の4例は主体動作・客体変化動詞の例である。シツ形では，人称性に関

わりなく主体の動作が終わりの限界に達すると同時に，客体の変化も終わりの限界に達し，

運動がすでに実現したことを表す。つまり，これらのシツ形はアスペクト的意味としては

主体の動作の<ひとまとまり性>と客体の変化の<終了限界達成性>を同時に表してい

るといえる。

1) 【場面:源氏，紫の上を見いだして恋慕する]

く尼君>I何ごとぞや。童べと腹立ちたまへるか」とて，尼君の見上げたるに，すこし

おぼえたるところあれば，子なめりと見たまふ。く女子>I雀の子を犬君が逃がしつる。

伏篭の中に篭めたりつるものを」とて，いと口惜しと思ヘり。(源氏・若紫 1-P280)ω 

訳:I何事ですの。子供たちといさかいをなさったのですか」と言って，尼君の見上

げている顔だちに，少し似ているところがあるので，これは娘なのだなと君はごらん

になる。「雀の子を犬君が逃がしてしまった。伏龍の中にちゃんと入れておいたのに」

と言って，本当に残念がっている。

2)【場面:入道の入山を悲しむ明石の君と女御のところへ源氏がやってくる】

く源氏>I若宮はおどろきたまへりや。時の間も恋しきわざなりけり」と聞こえたまへば，

御息所は答へも聞こえたまはねば，御方，く明石の君>I対に渡しきこえたまひっ」と

聞こえたまふ。(源氏・若菜上 4 -P116) 
訳:く源氏>I若宮はお目覚めですか。わずかの間でも，恋しいものですね」と申し

あげられると，御息所(明石の女御)は，ご返事もなさらないので，御方(明石の君)が，

「対へお移し申しあげなさいましたjとお答え申される。

3)【場面:薫，随身の探索により初めて浮舟と匂宮の秘密を知る】

かどかどしき者にて，供にある童を，く随身>Iこの男にさりげなくて目つけよ。左肩両
たいふ しきぷのしょう

大夫の家にや入る」と見せければ，く童>I宮に参りて，式部少輔になむ，御文はとらせ

はべりつるJと言ふ。(源氏・うき舟 6 -P162) 
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訳:この御随身は頭のはたらく男で，供に連れていた童を， ["あの男にそうと気づか
きいものたいふ

れぬようにして尾けて行け。左衛門大夫の家にはいるかどうか見とどけよ」と言っ
しきぷのしよう

てあとをつけさせたところ，童が， ["宮にまいって，式部少輔(内大記)にお手紙はお

渡ししました」と報告する。

4) [場面:薫，小宰相の話を聞き驚く】

く薫>["なほ，あやしと思ひし人のことに，似てもありける人のありさまかな。さてその

人はなほあらんや」とのたまへば，<小宰相の君>["かの僧都の山より出でし日なむ，尼

になしつる。いみじうわづらひしほどにも，見る人惜しみてせきせざりしを，正身の本

意深きよしを言ひてなりぬる，とこそはべるなりしか」と言ふ。(源氏・てならひ 6-

P353) 

訳:く薫>["やはり，その話の人はわたしの不可解に，思っていた人の様子によく似て

いる身の上の人ですね。ところでその人は今も生きているのだろうか」とおっしゃ

るので， ["あの僧都が山から下りてきたその日に，尼にしてしまった。(中略)当人が

もともと強く望んでいたよしを言ってそうなったということでございましたjと言う。

1)は「逃がすJという主体(犬君)の動作をひとまとまり的に表すと同時に，篭の中に

いた客体(雀)がそこからいなくなること(位置変化の終了限界達成)を表している。 2)

は動作「移す」をひとまとまり的に表しその動作が終わりの限界に達すると同時に動作

客体「若宮」の位置変化の終了限界達成も表している。 3)はある男の動作「渡す」をひ

とまとまり的に表し，それによって客体である「御文」の所有関係が変化したこと(変化

の終了限界達成)を表している。 4)は，僧都の行いをひとまとまり的に表し，その僧都の

はたらきかけによって浮舟が尼でない状態から尼になった状態になったこと(変化の終了

限界達成)を表している。これらのひとまとまり的な動作はすべて発話時以前のものであり，

現実的には客体の変化と同じく終わりの限界へ到達しているものである。したがって現代

語訳はシタとなる。

次の 5)6)は，主体変化動調の場合である。主体の動作によって変化するのは動作主

体自身であり，主体変化動調の中でも，意志性を持つ「人の意志的な(位置・姿勢)変化

動詞J(工藤1995)である。これらは， 4)までの例と同じく動作のくひとまとまり性>とと

もに変化の<終了限界達成性>をあらわしている。

5) 【場面:紫の上死去と聞き，柏木らこれを見舞う】

大将の君，涙を拭ひて立ち出でたまへるに，く柏木>["いかに，いかに。ゆゆしきさまに

人の申しつれば，信じがたきことにてなむ。ただ，久しき御悩みを承り嘆きて参りつる」

などのたまふ。(源氏・若莱下 4 -P230) 

訳:大将の君(タ霧)が涙をぬぐって出ていらっしゃったので，く柏木>["いかがです，
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いかがなされました。縁起でもないことのように人が申しておりましたが，とても信

じがたいことに存じまして。ただ，長い間のご病気とうかがい心を痛めて参上しまし

た」などとおっしゃる。

6) [場面:匂宮の縁談の噂を聞く 大君の嘆きまさる】

昼寝の君，風のいと荒きにおどろかされて起き上りたまへり。(中略)いささかもの思

ふべききまもしたまへらず。<中の君>I故宮の夢に見えたまへる，いともの思したる

気色にて，このわたりにこそほのめきたまひつれ町と語りたまへ場合とどしく悲しさ

そひて. (中略)とて，二ところながらいみじく泣きたまふ。(源氏電あげまき 5-

P302) 

訳:昼寝をしておられた妹君は，風がじっに激しいので目をお覚ましになって起きあがっ

ていらっしゃるちらつる。(中略)何のもの思いもなさそうな面持ちでおられる。く中

の君>i亡き父宮が夢にお見えになりましたが，まことにご心配事のありそうなご様子で，

このあたりにちらとお姿をお見せになりました」とお話になられるので，ひとしお悲

しみがつのって.I (中略)Jと言って，お二人ともたいそうお泣きになる。

5)の場面では，動作・変化の主体(相木)が発話時現場への位置変化が実現したこと(変

化の終了限界達成)を表している。 6)は亡き父が夢の中に姿を現したという場面で，動作・

変化の主体(亡き父)が話し手に見えない状態から目の前に現れ見える状態への移行の

モメント，すなわち動作・変化の終わりの限界に達したことを表している。

1.1.2. 終了限界達成性

次は，内的限界動調の中でも数少ない，ものの無意志的な変化を表す動詞の例である。 7)

の「顔の色違ふ(顔色が変わる)Jは人の気持ちを表す慣用的な形ではあるが，シツ形の

動調の種類としては少ないタイプであるということでここに挙げておく。

7) 【場面:母の諌めに背こうとする匂宮に，薫が助言する]

よく御気色を見たてまつらむと思して，く薫>I日ごろ経てかく参りたまへるを，今宵さ

ぶらはせたまはで急ぎまかでたまひなむいとどよろしからぬことにや思しきこえさせ
だいはんどころ

たまはん。台盤所の方にて承りつれば，人知れず，わづらはしき宮仕のしるしに，あいな

き勘当やはべらむと，顔の色違ひはべりつる」と申したまへば. (後略)(源氏・あげま

き 5-P267) 

訳:中納言(薫)は宮のお気持ちをとくとお確かめ申そうとお，思いになって.I(中略)

大盤所のほうで耳にしたのですが，やっかいなお勤めをしましたせいで，この私にま

で理不尽なお叱りがございましようということで，人知れず顔色も顔色も変わりました」

と申しあげられるので. (後略)
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7)は自分(薫)が匂宮の母に叱られるだろうということを耳にして顔色が変わったと

いう場面である。ここでは薫の気分がある状態から別の状態へ移行するモメント=変化の

終了限界への到達を捉えている。変化しはじめではなく，変化の終わりの限界達成，すなわ

ちその結果状態の成立をさしだしているのである。

以上，内的限界動詞のシツ形が，動作のくひとまとまり性>.および主体あるいは客体の

変化の<終了限界達成性>を同時に表わしている例と，変化の<終了限界達成性>を表し

ている例を確認した。

1.2. 非内的限界動詞の場合

今回収集した非内的限界動詞の主体動作動調には「言ふ，見る，聞く，受く(=承知する).

求む(=探し求める).みちびく(=案内する).誓ふ，暮らす，過ごすJなどがあった。シツ

形に用いられる動詞は言語活動や人の長期的な活動を表すものが多く，具体的な動き(歩く，

走る，遊ぶなど)を表すものはなかった。思考活動・感情などを表す内的情態動詞では「思ふ，

おぼつかながる(=心配する)，ゆるす，おどろく，うらむ」などがあった。内的限界動詞の

シツ形が，動作および変化のくひとまとまり性=終了限界達成性>または<終了限界達成

性>を表すのに対して，非内的限界動調のシツ形はくひとまとまり性>.または<開始限界

達成性>を表す。

1.2.1. ひとまとまり性

ここでは，発話時以前の動作(活動)・内的情態を開始限界や終了限界の局面を問題に

せず一括的に表す例を挙げる。今回資料とした主体動作動調のシツ形の用例は，すべてく

ひとまとまり性>を表していた。これらの動調は語嚢的に限界性をもたないが，シツ形で

は内的限界動調の場合と同じく，基準時点(会話では基本的に発話時点)において運動の

終わりの限界をこえた実現ずみの出来事である。

8)【場面:匂宮，中宮の病を知らされ浮舟から離れる]

申しつぎつる人も寄り来て，く従者>1中務宮参らせたまひぬ。大夫はただ今なん，参り

つる道に，御車引き出づる，見はべりつJと申せば.(後略)(源氏・あづま屋 6 -P59) 

訳:さきにお取り次ぎ申した者も寄ってきて.1中務宮(匂宮の弟)は参内なさいました。

大夫はたった今，こちらへまいりました途中で，御車を引き出しているのを目にいた

しました」と申すので. (後略)

9) (場面:御息所，小少将に事情を聞く]

律師立ちぬる後に，小少将の君を召して，く御息所>1かかることなむ聞きつる。いか

なりし事ぞ。などかおのれには，さなん，かくなむとは聞かせたまはぎりける。さしもあ

らじと思ひながら」とのたまへば，いとほしけれど，はじめよりありしゃうを，くはしう

-19-



運動動詞のひとまとまり性と限界達成性:古代日本語のシツ形 (渡真利)

聞こゆ。(源氏・夕霧 4 -P406) 

訳:律師の帰ってしまった後で，小少将の君をお呼びになって，く御息所>，こうい

うことを聞きました。どうしたことなのですか。なぜこの私には，ああしてこうして

とはお聞かせくださらなかったのですか。(後略)

10)【場面:僧都立ち寄る 浮舟懇願して遂に出家する]

く僧都>1(前略)このおはせし人は，なほものしたまふやJなど問ひたまふ。く母尼〉

「しか。ここにとまりてなん。心地あしとこそものしたまひて，忌むこと受けたてまつら

ん，とのたまひっる」と語る。(源氏・てならひ 6 -P322) 

訳:く僧都>，(前略)ここにいらっしゃった人はやはりいまでもおいでなのですかJ
などとお尋ねになる。母尼君は， ，そうです。ここに残りましてね。気分が悪いとおっ

しゃっていて，あなたに戒を授けていただこうとおっしゃいました」と話をする。

11)[場面:四月一日少将惜春の歌を贈る】

さて，例の，<少将>花を見て春は暮らしつ今日よりやしげきなげきのしたにまどはむ仰

と聞こえたまへり。(源氏・たけ川 5 -P80) 

訳:さて，少将はいつものことで，花を見て……(花を見て一一ーあなたのことばかり

思いつづけて，春は過ごしました。夏にはいった今日からは，いつもため息ばかりも

らしておろおろしていることでしょう)と申しあげられた。

8)，9)は，発話時直前の話し手の「見るJ，聞く」という動作である。内的限界動詞がさ

しだす動作の場合と同じく，シツ形にすることによってその動作(認識活動)をひとまと

まり的に表している。 10)の「のたまひつる」の動作主体は3人称「ここにおはせし人J(浮

舟)である。浮舟が僧都に清めてもらいたいと，以前話し手である母尼に告げていたとい

うことをきしている。 11)の「暮らす」は長期的な活動であるが，シツ形にすることで話

し手のその活動は過程としてではなく，始めから終りまでひとまとまり的にさしだされている。

「暮らしつ」がすでに終わりの限界に達した活動を表しているということは，後続する文「今

日より ~J が「暮らす」と交替する今後の動作をさしだしていることからもわかる。

次に，思考活動動調や感情動詞などの内的情態動調のシツ形がくひとまとまり性>を表

す例を見ていく。

12)[場面:タ霧，一条宮を訪れる】

(前略)きびしうつれづれなる昼つ方，前駆はなやかに追ふ音してここにとまりぬる人

あり。く人>，あはれ，故殿の御けはひとこそ，うち忘れては思ひつれ」とて泣くもあり。

大将殿のおはしたるなりけり。御消息聞こえ入れたまへり。(源氏・柏木 4 -P318) 
訳:(前略)そんな昼つ方のこと，前駆のにぎやかに先払いする声がして，この門前に

止まった人がある。く人>，ああ，故殿がお越しなのかと，ふとお亡くなりのことを忘
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れては，そう思ってしまった」と言って泣く者もいる。

13)[場面:少将，浮舟が介の実子ならぬを知り腹立つ]

<少将>I(前略)ょうも案内せで，浮かびたることを伝へけるJとのたまふに，いとほ

しくなりて，<仲人>1くはしくも知りたまへず。女どもの知るたよりにて，仰せ言を伝

へはじめはべりしに，中にかしづくむすめとのみ聞きはべれば，守のにこそは，とこそ思

ひたまへつれ。他人の子持たまへらむとも，問ひ聞きはべらざりつるなり。(源氏・あ

づま屋 6 -P17) 

訳:<少将>I(前略)よく内情も調べもしないで，いいかげんな縁談を持ってきたも

のだ」とおっしゃるので，困ってしまってく仲人>1私は詳しいことは存じませんで
って

した。女どもの知っている伝手がございまして，まず仰せ言をお伝えいたしましたと

ころ，とりわけ大事にしている娘としかうかがいませんでしたので，守の娘にちがい

ないと，思ってしまいました。他人の子を養っているという話は聞きも尋ねもしなかっ

たのです。

14)[場面:妹尼の婿中将訪れる 浮舟を見て，心動く]

<中将>1かの廊のつま入りつるほど，風の騒がしかりつる紛れに，簾の隙より，なべて

のさまにはあるまじかりつる人の，うち垂れ髪の見えつるは世を背きたまへるあたりに

誰ぞとなん見おどろかれつるJ(源氏・てならひ 6 -P296) 

訳 :1あの廊のつき当たりをはいったところ，風が吹き騒いでおりました紛れに，簾の

隙聞から並々の様子とはとても思われない人の垂れ髪の姿が見えましたのは，世をお

捨てになられた方々のお近くで，いったいこれはどなただろうと，見て驚きましたJ
15)[場面:中将，横川で弟の法師に浮舟のことを聞く]

(前略)などのたまふついでに，<中将>1風の吹きあげたりつる隙より，髪いと長く，

をかしげなる人こそ見えつれ。あらはなりとや思ひつらん，立ちてあなたに入りつる後

手なべての人とは見えざりつ。(源氏・てならひ 6 -P299) 

訳:(前略)そのついでに， 1風が簾を吹き上げた隙聞から髪がじつに長くていかに

も美しい姿の人が見えたのです。外から見られるとで、も，思ったのでしょうか，立って

奥に入ってしまったのですが，その後姿がありふれた人とは見えませんでした。

非内的限界動詞である内的情態動詞の場合，発話時以前に発生した情態は外的にしきり

をあたえない限り，発話時においても主体はその情態を保っている。しかしこの動詞のシ

ツ形は，はじめに挙げた 12)，13)のように， 1勘違い」ゃ「判断の誤り」に気づいたとい

う場面で使用されているものが多く，現実的にはその内的情態は終わりの限界に達している。

それが間違いで、あったと気づいた今，その思いや感情は発話時まで続いていないというこ

とである。この「勘違い」ゃ「判断の誤り」に気づいたという状況が，運動に外的にしき

りを与えていると言えるのではないだろうか。上の 12)~15) を図式化すれば，主体動作
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動詞の場合と同様で、図3のように運動全体がひとまとまり的にさしだされていると考える。

1.2.2. 開始限界達成性

シツ形で<開始限界達成性>を表すのは，内的情態動詞のみである。前の 12)~15) の

ような場面とは違い，外的なしきりが与えられていない場面の場合は，現実にはその内的な

情態は発話時現在においても続いている。したがって，内的情態の発生が発話時に近いほど，

「思われるJ1思う」や 1)思っている」というように現在の内的情態として解釈しても文脈

的にあまり違和感がないものがあり，実際，今回用例の引用テキストに使用した『日本古典

文学全集』では，このような場面のシツ形が「思っている」のように訳されている箇所もあった。

しかし，シツ形が表しているのは発話時以前における思考活動の<開始限界達成性(発生性)

> (図4)であり，それが発話時現在も続いているというインパーフェクト的な<状態の継

続性>ではないと考える。発話時以前の<開始限界達成性>というアスペクト的な意味を

的確に表すためにも，現代語訳は，スルやシテイルではなくシタの方が適切だと判断し本

稿ではすべてシタ(シマシタ)という現代語訳にした。以下にその例を挙げる。

16)(場面:正月下旬，薫玉霊邸を訪う 少将らと小宴】

<玉霊>1常に見たてまつり睦びざりし親なれど，世におはせずなりにきと思ふにいと

心細きに，はかなき事のついでにも思ひ出でたてまつるに，いとなんあはれなる。おほかた，

この君は，あやしう故大納言の御ありさまにいとょうおぼえ，琴の音など，ただそれとこ

そおぼえつれ」とて泣きたまふも，古めいたまふしるしの涙もろさにや。

少将も，声いとおもしろうて.1さき草」うたふ。(源氏・たけ川 5 -P65) 

訳:<玉霊>I(前略)いったい，この君(薫)は不思議なほど故大納言(柏木)の

ご様子にとてもよくお似ましで，琴の音などは，まさしくそのままとさえ思われましたj

と言ってお泣きになるのも，年をおとりになられた証拠の涙もろさというものであろうか。

17)(場面:僧都立ち寄る 浮舟懇願して遂に出家する】

<浮舟>1乱り心地のあしかりしほどに，乱るやうにていと苦しうはべれば，重くならば，

忌むことかひなくやはべらん。なほ今日はうれしきをりとこそ思うたまへつれ」とて，い

みじう泣きたまへば，聖心にいといとほしく思ひて.(後略)(源氏・てならひ 6-P325) 

訳:1前から気分がすぐれませんでしたのが，ますます悪くなるようでしてほんとに苦しゅ

うございますので，これ以上重くなりましたら受戒の効もなくなりましょう。やはり

今日はありがたい折と存じましたJと言って，激しくお泣きになるので，さすが聖僧

の心にはまことに不倒に思われて. (後略)

16)は，薫の琴の音をきいた直後の，玉霊の感想で.1琴の音が亡き父柏木ととてもよく

似ていると感じた」という場面である。話し手の感情の発生を表している。 17)は，体調

ヮ“
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が悪いということを理由に今すぐにでも出家したいと願っている話し手浮舟の発言である。

出家の日について.iなほ今日はうれしきをりJという，思いに至ったモメント=思いの発生

を表している。

以上，非内的限界動調のシツ形が主体の動作や内的情態の<ひとまとまり性>を表して

いるものと，主体の内的情態の<開始限界達成性>を表しているものを確認した。

1.3. シツ形のくひとまとまり性>と<限界達成性>のまとめ

運動動調の語葉的な分類にしたがって，アスペクト的な側面をみていくと，シツ形はくひ

とまとまり性>.<終了限界達成性>.<開始限界達成性>という3つの意味を表しうるこ

とがわかった。

内的限界動調のうち，主体動作・客体変化動詞や主体動作・主体変化動詞のような動作

性と変化性の意味を併せ持つ動詞であれば，主体の動作をひとまとまり的に表すと同時に

主体・客体の変化が終了限界に達したことを表す。一方，単なる主体変化動調であれば主

体の変化が終了限界に達したことのみを表す。

非内的限界動詞であれば，主体の動作や思考・感情をひとまとまり的にさしだしてい

る。思考・感情などを表す情態動調の用例の中で，発話時現在もその内的情態が続いてい

る場面のものは，発話時以前の開始限界達成性を表しているであろうと結論付けた。ただ

し今回は扱わなかったシヌ形にも<開始限界達成性>を表す例があるとされており(鈴

木2009:246).今回本稿で<開始限界達成性>を表しているとしたシツ形については，今

後シヌ形との比較分析によって再検討したい。

くひとまとまり性>.<終了限界達成性>.<開始限界達成性>というアスペクト的な意味は，

現代日本語で言えば，スル・シタのもつアスペクト的意味のバリアントとして工藤1995に

挙げられている。ただし今回収集した用例の叙述法非過去形式のシツ形では，これらの

運動の局面が発話時以前のものであるということで，現代語訳としてはシタのみであった。

2.おわりに

非過去形式とされるシツ形のほとんどが，発話時以前の運動について用いられることは

興味深い点である。「歴史的には，ツとヌは同時に中世において消滅したわけではなく，ヌ

がきえたのちも，ツは過去をになうものとして残ったJ(鈴木2009:129)という歴史的な

事実もふまえると，シツ形の表す意味をより正確に知るには通時的な観点からさらに多く

の用例を検討していく必要がある。シツ形が運動動詞だけでなく.iありつJiはべりつ」

のように時間的展開性のない静態動詞にも現れること，また，発話時以降の出来事はシツ形

では用いられることはほとんどないということからも，アスペクト的な側面とテンス的な側

面との関係も見ていく必要がある。そうすることでシツ形がどのようにしてアスペクト的

な機能からテンス的な機能までを担っていたのか検証できるであろう。
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本稿ではシツ形のみをみてきたが，今後はシヌ形など他の形式とも対照しながら分析を

進め，現代語とは異なるであろう，古代日本語の時間性に関わる形の意味・機能のパラダイ

ムを明らかにしていきたい。

本稿は、 2004年度に提出した修士論文を一部抜粋し、加筆修正したものである。原稿

の作成に際して、狩俣繁久先生、大胡太郎先生より多くのご助言をいただきました。ここ

に記して、感謝申し上げます。

註

(1)くひとまとまり性>と<限界達成性>の定義については，基本的に工藤 (1995)にしたがう。工藤

(1995)では，外的運動動詞(主体動作・客体変化動調，主体変化動調，主体動作動詞)のスル(シタ)

のアスペクト的意味のバリアントとして挙げている (1995:80)が，本稿では内的情態動調におい

てもこの用語を適用し記述した。

(2)鈴木 (2012:66)では.発話時以後の運動を表す例として疑問文のl例 1-かき抱きて出づるに，は

てはいかにしつるぞと，あきれて思さる。(-抱いて出ょうとするので，どうするつもりなのかと，女

三宮は思う。)J(源氏・若菜・下)を挙げている。

(3)以下、用例の出典は(作品名・巻名 『日本古典文学全集』の巻一ページ)のように記す。

(4) 1たまへれ」とする本も多い。 (W日本古典文学全集J頭注より)

「ほのめくJ(自カ四)①ほのかに見える。かすかに聞こえる。そぶりがちらつく。②ちょっとーする。

③顔出しをする。ちょっと立ち寄る。④ほのめかして言う。遠まわしに言う。 (r全訳古語辞典第三版J

旺文社より)ここでは③の出現を表す意として分析した。

(5)春から夏になったのでこう詠じる。「花」は大君。 (W日本古典文学全集』頭注より)
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Totality and Telic Accomplishment in Dynamic Verbs 
The Shitu-Form in Ancient Japanese 

TOMARI Seiko 

Keywords: ancient Japanese, shitu-form, aspectual meaning, totality, telic accomplishment 

abstract 

An analysis of the aspectual meanings of the dynamic verb form "shitu" in ancient 

Japanese revealed meanings of totality and telic accomplishment. Furthermore, it 

was discovered that "telic accomplishment" contains meanings of "completed telic 

accomplishment" and "commenced telic accomplishment". The concept of totality, which 

encompasses the expression of an action from start to finish, is a meaning that can be 

found in almost all dynamic verbs. Within telic accomplishment however, completed 

telic accomplishment is expressed by the shitu form, which conveys the meaning of 

transitions that take place within telic verbs, while commenced telic accomplishment is 

a meaning that is only found in atelic verbs that express thought and emotions. This 

study of the shitu form determined that in the case of completed telic accomplishment, 

both totality and the point of telic accomplishment upon completion of an action take 

place before the time of speech. That the point of commencement of commenced telic 

accomplishment also takes place before the time of speech is a common characteristic 

that has been established through this study. 

(University of the Ryukyus) 
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