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論文の要約 

 

 

本論文の目的は，現代リトアニア語の時間表現の中枢にある，動詞のアスペクト・テン

ス体系の機能原理を基礎として，新たに「拡大アスペクト論」を構築することにある．こ

れは，動詞の対をなして現れる「動詞アスペクト」という顕在的な文法カテゴリーの枠に

捕われることなく，現代リトアニア語におけるアスペクト的な意味の表現方法を実際的使

用に基づいて幅広く考察し，リトアニア語に固有の「拡大アスペクト・テンス体系」を的

確に特徴づける試みである． 

本論文は，序論，および，本論である第 1 章から第 7 章によって構成されているが，中

心は，リトアニア語の動詞のアスペクト的表現とテンス形式の意味と機能を論じた，第 3

章から第 6 章である．本論文の主な内容は，すでに発表した幾つかの拙論に基づくもので

ある（松谷［＝櫻井］ 1995；櫻井 1997，1999a，1999b，2000a，2000b，2002，2003a，2003b，

2004，2007，2010，2012；Sakurai 2008，2014）．ただし，本論文の執筆にあたり，全体とし

て対訳テクスト資料を増やし，不十分であった点を加筆修正している．それと同時に，リ

トアニアであらたに実施したインタヴューおよびアンケート調査の結果に基づき，内容を

補充・精密化し，全体的見通しをもって，全面的に改稿している． 

 

 

序論 

序論では，本論文の主な考察の対象となるリトアニア語を始め，バルト・スラヴ諸語に

ついて概説し，続いて，本論の記述において前提となる諸概念の素描をおこない，それら

の定義を明確した上で，本論文の目的を大まかに述べた．また，本論文の内容と関わりを

もつ先行研究を通史的に挙げながら，リトアニア語のアスペクト研究史の文脈全体を体系

的にまとめ，そこにおける本論文の新規性や意義を明らかにした．さらに，本論文で採用

している分析方法および資料について紹介した． 

リトアニア語（Lithuanian）は，インド・ヨーロッパ語族のバルト諸語派に属する言語で

ある．リトアニア共和国の公用語であり，現在，人口約 300 万人のうち 8 割強を占めるリ

トアニア人によって母語として話されている他，共和国内では最大のマイノリティである

ポーランド人をはじめ，ロシア人，ベラルーシ人といった他民族の多くも現在ではリトア

ニア語の運用能力をもっている．また，リトアニア国外にも，ベラルーシ，ポーランド，

アメリカ合衆国，カナダ，イギリス，アイルランド，スペイン，オーストラリア，ドイツ，

ラトヴィアなどに話者がいる． 

 

 



以下，現代リトアニア標準語の概略を示す． 

①文字・発音 

23 個のラテン文字と補助記号を添えた 9 個の特殊文字（ą，ę，į，ų，ė，ū，č，š，ž）を

使用する．文字は，基本的に 1 字 1 音を表し，綴り字の規則は比較的単純である．一方，

名詞類や動詞類の変化語において，語の屈折変化にともない 3 種類のアクセントの位置が

複雑に変わる．リトアニア語のアクセントは，語頭，語中，語末のどの位置の音節にも現

れる自由アクセントであり，短母音に特有の短アクセント (ˋ)，長母音または二重母音に特

有の下降アクセント (  ́) および上昇アクセント (  ͂) の 3 種類がある． 

②形態的・統語的特徴 

リトアニア語は屈折型の言語であり，とりわけ名詞類は，豊富で多様な形態変化を特徴

とする．形容詞，および，形容詞的な代名詞，数詞，分詞の変化は名詞型であるが，それ

ぞれの単純形に 3 人称代名詞の変化形を付加して作られる限定形がある．また統語論的に

は，基本的に，他動詞文の主語が主格，目的語が対格を取る，いわゆる主格対格型の言語

である．名詞は，2 つの性（男性と女性），2 つの数（単数と複数），および，7 つの格（主

格，属格，与格，対格，具格，位格，呼格）を区別する．動詞は，3 つの人称（1・2・3 人

称）と 2 つの数（単数と複数）を区別する．形態変化の豊富さと相関して，語順は比較的

自由であるが，SVO が優勢である． 

動詞の形態論的カテゴリーには，性と数の他に，さらにテンス（時制）とムード（法）

がある．基本的なテンスは，現在，一般過去，習慣過去，未来である．これらの基本的テ

ンスには人称・数による活用があり，主語と文法的に一致する．また，英語の be 動詞に相

当する存在・連辞動詞 būti と形容詞的分詞から成る，分析的な各テンス形式がある．分析

的なテンス形式においては，動詞 būti は主語の人称・数と文法的に一致し，分詞は主語の

性・数に一致する．動詞の形態論的カテゴリーとしてのムードには，直説法の他，接続法

および命令法がある． 

リトアニア語においては，能動と受動の対立に限定される狭義のヴォイス（態）は，基

本的に，動詞ではなく分詞の形態論的カテゴリーである．リトアニア語の形容詞的分詞の

うち，現在／過去／未来分詞には，能動態と受動態の区別がある．受動文は，動詞 būti と

現在／過去受動分詞から成る分析的形式をもつ．また，受動文は基本的に動詞の自他を問

わずすべての動詞からつくられる．指示的な主語（主格）がある人称受動文においては，

動詞 būti は主語の人称と数に一致し，受動分詞（主格）は主語の性と数に一致する．一方，

指示的な主語のない非人称受動文においては，動詞 būti は 3 人称形，受動分詞は中性形（不

変化）を取る．受動文では動作者（あるいは経験者）が属格によって明示され得る．また，

広義のヴォイスに関しては，使役接辞 -(d)in-/(d)y- や再帰接辞 -si-/-s をもつ派生動詞が非常

に生産的である 

③標準語・方言 

方言が多様であることもリトアニア語の大きな特徴をなしている．2 大方言である，バル



ト海寄りの低地リトアニア（Žemaitija 地方）で話される低地方言と，内陸側の高地リトア

ニア（Aukštaitija 地方）で話される高地方言の違いは，すでに 10 世紀ごろには明確であ

ったと考えられている（14 頁の言語地図を参照；Zinkevičius 1966）．19 世紀末から 20 世

紀初頭にかけて確立された標準語の基礎となったのは，当時，プロイセン領のいわゆる小

リトアニアに連なる地域で話されていた高地西部方言である．だが現在，一般的に標準リ

トアニア語といえば，全国に共通して公的な場で用いられる，規範的な言語の総体を指す． 

 

次に，バルト諸語とスラヴ諸語の概略を示す． 

 バルト諸語 Baltic languages とは，リトアニア語，ラトヴィア語（Latvian），古プロシ

ア語（Old Prussian）に代表され，バルト海東沿岸部に分布するインド・ヨーロッパ語族の

一語派をなす（13 頁の言語地図を参照）．現存するものは，系統的には東バルト諸語に分

類されるリトアニア語とラトヴィア語の 2 つのみである．古プロシア語は，西バルト諸語

では唯一文献を残した言語であるが，17 世紀末に死滅している．それぞれの言語による古

文献は宗教改革時代の教会関係の文書で，最古のものでも 16 世紀と比較的新しいが，言語

自体はインド・ヨーロッパ諸語の非常に古い特徴をよく保存している．とくにリトアニア

語は，現存するインド・ヨーロッパ諸語の中でも最も古風な形態をもつ言語とみなされて

いる．変化語の屈折変化にともないアクセントの位置が変わる自由アクセント，豊かな名

詞の格組織，古風な語彙を保っていることがよく知られている．それに対して，ラトヴィ

ア語は，強勢アクセントが不変化となって語頭音節に固定，また，格組織が簡略化するな

ど，リトアニア語と比較すると音韻面・形態面でより大きな変化を被っている．他の語派

のうち最も近い関係にあるのはスラヴ諸語派で，2 つの語派には語彙や文法に多くの共通性

がみられるが，バルト諸語派の方がより古態性を保っている． 

 スラヴ諸語 Slavic languages は，インド・ヨーロッパ語族の主要な語派の 1 つをなし，東，

西，南の３つの言語群に分類される．現代のスラヴ諸語の文語として認められているのは，

東スラヴ諸語のロシア語（Russian），ウクライナ語（Ukrainian），ベラルーシ語（Belorussian），

西スラヴ諸語のポーランド語（Polish），上下ソルブ語（Upper / Lower Sorbian），チェコ語

（Czech），スロヴァキア語（Slovak），南スラヴ諸語のブルガリア語（Bulgarian），マケドニ

ア語（Macedonian），セルビア・クロアチア語（Serbo-Croat），スロヴェニア語（Slovene）

の 12 である（13 頁の言語地図を参照）．諸言語間の形態論的類似性は他に類を見ない程に

顕著であるが，概して，西方群は名詞類の格変化において，南方群は動詞類の活用変化に

おいてより保守的である．9 世紀の聖書文献の訳に始まるスラヴ諸語の古文献に記された，

いわゆる古代教会スラヴ語（Old Church Slavic／別の用語で古スラヴ語，古ブルガリア語）

は，南スラヴ諸語の方言的特徴をもつものの，スラヴ祖語に最も近い文法構造を示し，そ

のデータは語派の発達に関して貴重な情報を提供する．一般的に言えば，スラヴ諸語もま

た保守的・古態的であり，インド・ヨーロッパ諸語の古風な特徴をよく保持し，全体的に

は屈折変化タイプが優勢である．  



 インド・ヨーロッパ現代語中でもバルト・スラヴ諸語派間の共通点・類似点は多く，こ

れらの系統関係の問題（「バルト・スラヴ諸語共通祖語問題」）は，いわゆる印欧歴史比較

言語学の主要な課題の 1 つであった．ゆえに，祖語の姿を明らかにすることを目的として，

諸言語に共通する語彙・文法素の形式的体系を比較する通時的研究がとくに充実している．

だが，動詞の時間表現に関わるカテゴリー，すなわち，アスペクやテンスにおけるような

比較的新しい文法的特徴についての比較対照の取り組みは十分とは言えず，各文法素の意

味や機能における類似と差異に関する共時的研究にはいまだ課題が多い． 

 

以下，本論の内容を要約する． 

 

第１章 バルト諸語のアスペクトとテンスの概観：スラヴ諸語との比較対照 

第１章では，序論で概説した諸概念とその解釈をもとに，スラヴ諸語と比較対照しつつ，

バルト諸語のアスペクト・テンス体系の特徴を概説した．考察を通じて，バルト・スラヴ

諸語における，アスペクト・テンス諸形式の通時的変遷および共時的分布を概観し，バル

ト・スラヴ諸語の動詞研究というより広い視野からリトアニア語の実態を大まかに位置づ

けた． 

バルト・スラヴ諸語派の諸言語間に見られる形態論的類似性は，インド・ヨーロッパ語

族の他語派と比べれば，確かに顕著である．だが，その形態論的な類似性の下に，我々は

きわめて異なった観念的体系，すなわち，機能意味論的内容を見出す．本章では，外的に

類似するバルト諸語とスラヴ諸語の動詞のアスペクト的な対が，内容的には同一ではなく，

体系化・文法化の程度においてかなりの相違が見られること，また，2 つの語派の諸言語の

基本的なアスペクト・テンス体系を比較することによって，それぞれの動詞のアスペクト

的な意味と機能をより適切に特徴づけることができることを示した． 

本章の考察は主に次のようにまとめられる． 

 1）バルト諸語の動詞のアスペクト的な対の多くは，より語彙的な〈限界的：非限界的〉

意味において対立するものであって，スラヴ諸語のより文法化されたいわゆる PFV：

IPFV の動詞の対とはかなり異なる． 

 2）動詞のアスペクト的な対の内容におけるこの 2 つの類型は，バルト・スラヴ諸語の動

詞のアスペクト的な対の共時的分布および通時的発達において連続体として観察さ

れる．その共時的分布・通時的発達を決定づけているのは，文法的意味の対立を最大

にし，体系の単純化・明確化を目指す機能原理であると考えられる． 

 3）バルト諸語では，スラヴ諸語のような文法的カテゴリーとしての動詞アスペクトの発

達が見られず，そのために，後者に比べてテンス形式のアスペクト的な意味内容がよ

り具体的であると同時に，その機能負担量もより大きい．このように，アスペクトの

体系には，動詞アスペクトとテンス形式の相関性および機能負担量の反比例性が観察

される． 



以上のように，本章では，バルト・スラヴ諸語の時間表現の諸相の根底にあるアスペクト・

テンス体系の機能原理の概略を説明することを目指した． 

 

第２章 動詞のアスペクト的特性 

第 2 章では，第 1 章でバルト・スラヴ諸語の比較対照論的観点から概略的に示した，リ

トアニア語の動詞のアスペクト的表現に固有の特徴を，ロシア語との共通点と相違点を念

頭に置きながら，より詳しく検討した．意味論的な〈perfective : imperfective〉対立と〈限界

的 telic：非限界的 atelic〉対立との違いは，これに先立って序論および第 1 章でも触れてい

るが，第 2 章ではこの点について詳細に検討し，〈限界性〉を中心とするアスペクト的意味

に基づいたリトアニア語の動詞分類を提案した．  

他のインド・ヨーロッパ諸語と比較した場合，リトアニア語とロシア語の動詞には全体

としては多くの類似点が見られる．いずれの言語においても，アスペクト，テンス，人称，

数，ムード，ヴォイス等の，動詞に特徴的なカテゴリーが存在する．しかしながら，リト

アニア語とロシア語において，それらのカテゴリーは，それぞれ共通した文法的意味にお

いてある程度一致するものの，形態論的な形式化や機能性の面で多くの相違点がある．ア

スペクトについて言えば，ロシア語のアスペクトは，動詞体系全体のみならず動詞派生形

式（分詞類）をも統一しているという点において，文法的カテゴリーとみなすことができ

る．それに対して，リトアニア語においては，アスペクトのカテゴリーは，ロシア語とは

異なり，相当程度において動詞のテンス形式に依存しているため，文法的カテゴリーとみ

なすことはできないと筆者は考える． 

すでに筆者が過去の論文（松谷［＝櫻井］1995；櫻井 1997，1998，1999a，1999b，2002，

2010；Sakurai 2008，2014）において述べてきたように，リトアニア語の動詞がロシア語と

同じように「PFV／IPFV アスペクトの対」を形成しており，それぞれ「PFV／IPFV 動詞」

あるいは「双アスペクト dual aspect (biaspectual) 動詞」に分類できるものと考える根拠はま

ったくない．実際，リトアニア語のアスペクト的な動詞の対は，ロシア語のそれとは機能・

意味においてかなり異なっている．動詞アスペクトが高度に文法化し，意味論的な〈PFV：

IPFV〉の対立が形態論的に具現化していると言えるロシア語のような言語では，IPFV 動詞

は，有標の PFV（いわゆる PFV）動詞に対する無標の項として働くのであって，これらの

動詞の対立がアスペクトの文法的なあり方の基礎をなしている．だが，リトアニア語にお

いては，〈PFV：IPFV〉の対立は，テンス形式と限界／非限界動詞の相関関係において成立

しているのであって，ロシア語とはかなり事情が異なる．リトアニア語の「動詞アスペク

ト」に関する伝統的定義は，形式的特徴（あるいはロシア語との類似性）にとらわれすぎ

た結果，アスペクト対立の根本的機能を見誤ったと言わざるを得ないのである． 

本章では，ロシア語との類似と差異に言及しつつ，不定形を中心にリトアニア語の動詞

のアスペクト的な対の形式的特徴について概説した．次に，リトアニア語の動詞のアスペ

クト的特性の理解のために必要な〈限界的：非限界的〉意味について詳しく説明し，これ



と〈PFV：IPFV〉意味の本質的な違いを明らかにした．さらに，リトアニア語の伝統的な

アスペクト的動詞分類を取り上げ，その問題点を指摘し，最後に，〈限界性〉に基づいた，

あらたなリトアニア語のアスペクト的動詞分類法を提案した．  

 

第３章 アスペクト・テンス体系 

第 3 章では，第 2 章で提案した動詞分類をもとに，リトアニア語のアスペクト・テンス

体系の全体像を，テクストにおけるタクシス的機能に主な焦点を当てながら描き出した．

ここでは，ロシア語と対照しながら，リトアニア語のアスペクトとテンスの相互作用に重

点をおいて論じている．また，リトアニア語のテンス形式の中でも，とりわけ複雑な様相

を呈している，分析的パーフェクト形および習慣過去形の意味と機能に関しては，それぞ

れ，第 5 章と第 6 章でさらに詳しく論じた． 

 本章では，まず，ロシア語とリトアニア語のテンス形式の大まかな特徴を概説し，それ

を踏まえて，同じ内容をもつ対訳テクストを用いて，ロシア語とリトアニア語におけるア

スペクトとテンスの関係性における共通点と相違点の分析へと進んだ．それぞれのテンス

形式について，現在，未来，過去テンス，分析的テンス，という順に従って，ロシア語と

の比較対照分析をおこない，アンケート調査の結果を提示した．さらに，最後に，アスペ

クト・テンス体系とタクシス的機能の相関性を明らかにして本章のまとめとした． 

本章で言及した 2 つの言語のアスペクトとテンスの基本的な関係における重要な相違点

は，つぎのようにまとめられる： 

1) ロシア語においては，それぞれの動詞のアスペクト的帰属が，その動詞から形成され

るすべてのテンス形式に共通しており，動詞アスペクトはテンス形式に依存してはい

ない． 

2) それに対して，リトアニア語では，アスペクトのカテゴリーは，テンス形式において，

明確に具現化する． 

従来「PFV 動詞」とみなされてきたリトアニア語の有接頭辞・限界動詞は，一般過去形と

未来形ではロシア語の PFV 動詞に対応し，習慣過去形と現在形ではロシア語の IPFV 動詞

に対応する．これらの動詞の現在形は，一般的に言って，〈発話時点〉と重なったアクチュ

アルな持続的・進行的動作を表さないが，現在における反復的動作を意味し得る．それに

対して，リトアニア語の無接頭辞・非限界動詞の大多数と，従来「IPFV 化」の機能をもつ

とされた反復の接尾辞をともなう有接頭辞・非限界動詞は，あらゆるテンス形式において

ロシア語の IPFV 動詞に対応する． 

 また，本章の各節で提示してきた，アンケート調査の結果は，以下のようにまとめられ

る： 

3) 現在形において，非限界動詞のみならず，〈限界性〉の程度の低い限界動詞もまた，現

在の〈持続性〉の意味を表す． 

4) 現在形において，〈未来〉の意味を表すのは，移動（運搬）動詞あるいは意志動詞であ



る．それ以外の派生的限界動詞，および，派生的非限界動詞はこの意味を表さない． 

5)  未来形および一般過去形において，非限界動詞は〈持続性〉の意味を表すが，限界動

詞はこれを表さない． 

6) 習慣過去形においては，一部の〈限界性〉の程度の高い限界動詞を除き，非習慣的な

〈IPFV 反復性〉の意味は自然に表されない． 

7) 分析的パーフェクト形（能動・受動）において，〈持続性〉の意味をより自然に表すの

は，限界動詞である． 

8) 分析的インパーフェクト受動形において，〈持続性〉の意味をより自然に表すのは，非

限界動詞である． 

 

第４章 分詞のアスペクト的時間表現 

第 4 章では，ロシア語との比較対照分析を基に，リトアニア語と分詞の時間表現につい

て考察した．類型論的には等しい分詞体系をもつリトアニア語とロシア語であるが，本論

文での比較対照によって，両者には多くの機能意味論的な相違がみとめられる．全体とし

て見れば，分詞の時間表現の基盤となる動詞のアスペクト的体系の本質的な相違により，2

つの言語では，対応する分詞形の役割分担のあり方が異なっている．ロシア語では，定形

動詞と同様に分詞においてもアスペクトがテンスを統一しつつあり，分詞の役割はより限

られたものであるのに対し，リトアニア語では，分詞はアスペクトとテンスの相関関係に

おいてより多様で幅広い時間表現を担っている．また，この章では，とくに，従来の研究

においてほとんど言及されていない，リトアニア語の状況語的過去分詞と主動詞の組み合

わせにおける意味論的な制約についても議論を進めた．  

本章全体における考察の結果は，次のようにまとめられる： 

1)  リトアニア語とロシア語，2 つの言語の分詞の時間表現は，定語的機能において最も

共通するところが多いのに対して，述語的機能における接点は過去受動分詞のみであ

る．リトアニア語の分詞が述語的にも幅広く用いられ，テンス・アスペクト体系にお

いて重要な役割を担っているのに対して，ロシア語の分詞の時間表現はより制限され

ている． 

2)  分詞の形成上のアスペクト的制約は，ロシア語ではリトアニア語よりも厳しい．バル

ト諸語とスラヴ諸語の比較対照論的観点から見て，このような制約と動詞アスペクト

の発達の間には密接な関わりがあると考えられる． 

3)  いずれの言語でも，基本的に，現在分詞はインパーフェクト分詞，過去分詞はパーフ

ェクト分詞としての時間的意味・機能をもつが，それぞれリトアニア語ではロシア語

よりも多義的・多機能的である． 

4)  時間表現と相関するヴォイスの表現においても，リトアニア語ではロシア語よりも分

詞の機能負担量が大きい．また，ロシア語では分詞におけるヴォイス的対立はより曖

昧である． 



5)  いずれの言語でも，状況語的に機能する過去分詞の相対的時間表現は，述語の主動詞

との時間的な関係性を中心とした，文全体の構造の中で成立する．だが，SS 用法で

用いられるリトアニア語の形容詞的な過去分詞は，同じく SS 用法のロシア語の過去

副分詞と比較して，述語の主動詞との組み合わせにより厳しい語彙的・意味論的制約

がみられる．一方，ロシア語にはない DS 用法のリトアニア語の過去副分詞は，その

ような制約は受けない．  

 

第５章 分析的パーフェクト形の意味と機能 

第 5 章では，筆者がリトアニアでおこなったアンケート調査の結果に基づいて，リトア

ニア語における〈パーフェクト性〉の表現について論じた．リトアニア語の存在・連辞動

詞 būti「ある・いる，～である」と形容詞的過去分詞の組み合わせによって形成される分析

的パーフェクト形は，〈パーフェクト性〉を表す専用の形式であり，現在・過去・未来すべ

てのテンスと組み合わせて用いられ，非常に生産的であることを特徴とする．ここでは，

テクストにおける，一般的なテンス形式とこの分析的パーフェクト形との使用分布に着目

しつつ，一般アスペクト論，すなわち，通言語的な類型論的観点からリトアニア語の分析

的パーフェクト形を明確に特徴づけることを目指した． 

本章では，主に以下のことを論証した：  

1) リトアニア語の存在・連辞動詞 būti と形容詞的過去分詞の組み合わせによって形成さ

れる分析的テンス形式の本質は，〈パーフェクト性〉の意味にある．連続体をなす〈状

態パーフェクト〉－〈動作パーフェクト〉の意味領域の表現において，リトアニア語

の分析的パーフェクト形と非パーフェクトの単純テンス形は，緩やかに重なる相補分

布をなしている．一方，būti と接頭辞 be-をともなう現在分詞の組み合わせによって形

成される分析的テンス形式は，〈進行性〉と〈パーフェクト性〉を組み合わせた意味を

表す． 

2) パーフェクト形は，場面の終結点付近・以後の局面を限定する〈限界づけ〉の機能を

もち，動詞句の〈限界性〉との結びつきによって，限界への到達やその克服，すなわ

ち動作の完全な終了や完成を表わす．一方，進行パーフェクト形は，限界点を除いた

中間の局面を限定する〈限界間づけ〉の機能をもち，〈限界性〉との結びつきによって，

限界への未到達やその未達成，すなわち動作の中断や未完成性を表わす． 

3) 分析的パーフェクト形は，複合的なアスペクト的構造と相関して，先行する場面にお

ける〈PFV〉意味とそれに結びついた〈先行性〉のタクシスのみならず，後続する場面

における〈IPFV〉意味とそれに結びついた〈同時性〉のタクシスをも表す機能をもつ． 

4) 〈状態パーフェクト〉を表すのは限界動詞のみである．それに対して，〈動作パーフェ

クト〉は限界動詞／非限界動詞いずれによっても表され得る．〈動作パーフェクト〉の

うち，〈結果のパーフェクト〉の意味は限界動詞によって，〈経験・不定のパーフェク

ト〉の意味は非限界動詞によって表される． 



5) 進行パーフェクト形は，限界動詞の場合に〈始発性〉の意味を表し，非限界動詞の場

合に〈持続性〉の意味を表す． 

 

第６章 習慣過去形の意味と機能 

第 6 章では，第 5 章と同様にリトアニアで実施したアンケート調査の結果を示しつつ，

リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう習慣過去テンスのアスペクト的特性について詳し

く考察した．リトアニア語の習慣過去形は，〈習慣性〉が屈折的なテンス形式として文法化

している，通言語的観点から見て稀有な例であり，一般アスペクト論にとっても貴重な資

料を提供するものである．ここでは，この習慣過去形のテクストにおける一般的な過去形

との使用分布に着目し，従来の研究において未解決の問題であった習慣過去テンスの意味

と機能についての精密な議論を展開する．とくに，アンケート調査の結果に基づき，リト

アニア語の習慣過去テンスと無標の一般過去テンスの選択はどのようになされるのか，す

なわち，2 つの単純過去テンスはどのように使い分けられているのかを，動詞のアスペクト

的特性との相関性の観点から解明した． 

本章では，主に以下のことを論証した： 

1) リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去テンスは，伝統的に「インパーフェクト」，

「多回的過去テンス」，「反復過去テンス」等と様々に呼ばれてきたが，その本質は〈習

慣性〉の意味にある．連続体をなす〈反復性〉－〈習慣性〉の意味領域の表現におい

て，リトアニア語の 2 つの過去形，一般過去形と習慣過去形は，相補分布をなしてい

る． 

2) 習慣過去テンスは多義的・多機能的であり，マクロ場面における〈習慣性〉の意味と

それに関連する〈同時性〉のタクシスのみならず，限界／非限界動詞との結びつきに

よって，個々のミクロ場面における〈PFV／IPFV〉意味の対立とそれに関連する〈順

次性／同時性〉のタクシスをも表し分ける機能をもつ． 

3) 習慣過去形は（典型的には非限界動詞から形成された場合に）〈先行性〉のタクシスを

表し，一般過去形によって示される過去の時間に先行する遠過去を表すために用いら

れる．習慣過去形のこの用法は，習慣過去形が概してその場面がもはや存在しないこ

とをほのめかしとして意味するという点において，先行する過去の場面の結果や効力

が後続する場面に引き続き残存していることを表す過去パーフェクト（大過去）とは

根本的に異なっている． 

 

第７章 結論 

第 7 章では，論文全体の内容をまとめ，結論を述べるとともに，以下のようなリトアニ

ア語の拡大アスペクト・テンス体系を提示した． 

 

 



図．リトアニア語の拡大アスペクト・テンス体系 

 

［絶対的時間表現］ 

   アスペクト 

テンス 

〈PFV〉     〈IPFV〉 

限界動詞 非限界動詞 

未来 未来形         未来形 

現在          現在形 

過去 一般過去形         一般過去形 

                                     ＋ 

〈習慣性〉 

習慣過去形 

  

ミクロ：〈順次性〉   〈同時性〉 

タクシス： 〈順次性〉 〈同時性〉 

 

             （従属的） 

［相対的時間表現］ 

SS 用法 過去能動分詞／過去受動分詞 半分詞／現在受動分詞 

DS 用法 過去副分詞 現在副分詞 

  

タクシス： 〈先行性〉        〈同時性〉 〈同時性〉 

 

［絶対的－相対的時間表現］ 

能動態 

   アスペクト 

テンス 

〈パーフェクト〉 〈進行パーフェクト〉 

限界動詞         非限界動詞 限界動詞         非限界動詞 

未来 未来パーフェクト形／未来形 未来進行パーフェクト形／未来形 

現在 現在パーフェクト形／現在形          現在形 

過去 一般過去パーフェクト形／一般過去形 一般過去進行パーフェクト形／一般過去形 

                           ＋ 

      〈習慣性〉 

習慣過去パーフェクト形 習慣過去進行パーフェクト形 

 

ミクロ： 〈先行性〉       〈同時性〉 

 

〈先行性〉      〈同時性〉 

タクシス： 〈先行性＋同時性〉 

 



受動態 

   アスペクト 

テンス 

〈PFV〉／〈パーフェクト〉 〈IPFV〉 

限界動詞         非限界動詞 限界動詞         非限界動詞 

未来 未来パーフェクト受動形 未来インパーフェクト受動形 

現在 現在パーフェクト受動形 現在インパーフェクト受動形 

過去 一般過去パーフェクト受動形 一般過去インパーフェクト受動形 

                           ＋ 

      〈習慣性〉 

習慣過去パーフェクト受動形 習慣過去インパーフェクト受動形 

 

ミクロ：〈順次性〉／〈先行性〉      〈同時性〉 

 

〈順次性〉      〈同時性〉 

タクシス： 〈順次性〉／〈先行性＋同時性〉 〈同時性〉 

 

 

以上のように，本論文は，バルト・スラヴ諸語の動詞の比較対照研究というより広い視

野から，リトアニア語とロシア語，2 つの言語のアスペクト・テンス体系における機能的対

応を示すことによって，時間認識の言語化の過程における諸言語の共通性と個別性を明ら

かにし，言語間の概念化に関する普遍性と多様性の一端を浮き彫りにすることを最終的な

目的とするものである． 

 

 

 

以上 


