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はじめに 

動詞のアスペクト aspect に関する研究の歴史は非常に古く，かつ新しいものである．時

代を遡ってみれば，言語における時間表現に関する研究は，古代ギリシア語などのインド・

ヨーロッパ諸語の形態論的研究に端を発する．さらに，ロシア語などのスラヴ諸語におけ

る動詞アスペクト，すなわち，「体」を中心とした研究の成果の集積をもとに，概念の整理

や術語体系の確立への努力がなされた．そして現在では周知のように，インド・ヨーロッ

パ諸語以外の諸言語にも対象を広げ，20 世紀の言語学を代表する研究分野の一つとなり，

膨大な蓄積をもつに至っている．その結果，形式はそれぞれ異なるものの，おそらくすべ

ての言語にアスペクトの概念が存在するであろうこと，また多くの言語においてアスペク

トはテンス tense と緊密に相互作用した体系をなすことは，現在では研究者一般の共通認識

となっている． 

 だが，アスペクトとは何か，テンスとはいかに区別されるのか，動詞の語彙的意味とは

いかに関係しているのか，また，アスペクト研究の範囲はどこまで広げられるものか，と

いった根本的な問題についての解釈は，研究者によって見解が異なり，今なお理論的統一

をみていない感がある．アスペクト的な現象が最も多様かつ明確に現れ，常にアスペクト

論の中心に置かれているスラヴ諸語に関してさえ，その解釈は研究者間で一致しないので

あるから，問題は決して単純ではない． 

 とはいえ，他の諸言語と比較すれば，文法カテゴリーとしての動詞アスペクト verbal aspect

の存在はスラヴ諸語ではより確実なものであり，古くから多くの研究者の関心を引いてき

た．その結果，スラヴ諸語のアスペクト研究は相対的にみて充実し，なおかつ，高い水準

にある．実際，明確にアスペクト的といえる形式が揃っていればいるほど確実なアスペク

ト研究が可能であろうから，ロシア語やその他のスラヴ諸語の動詞アスペクトに関する情

報が，一般アスペクト論にとって大変有益であることは疑いを入れない． 

だが，スラヴ諸語のアスペクト研究の成果が，非スラヴ諸語の研究に十分に活かされて

いるかといえば，必ずしもそうではない．顕著な文法カテゴリーとしての動詞アスペクト，

すなわち，いわゆる「perfective」と「imperfective」の動詞（慣例的に「完了体動詞」と「不

完了体動詞」と呼ばれる）の対の形成は，スラヴ諸語に特徴的な現象であって，他の言語

にそのままあてはめられるものではない．この点を十分に考慮せずに，スラヴ諸語の動詞

アスペクトと同様の定義・用語を他言語の記述に不注意に持ち込んだ結果，問題を混乱さ

せてしまうことは，残念ながら少なくない． 

 スラヴ諸語とある程度似通った特徴をもつリトアニア語を始めとするバルト諸語のアス

ペクトの問題はまさにその例であり，スラヴ諸語のプリズムによって，長い間その正確な

理解が妨げられてきたと言える．従来のバルト諸語とスラヴ諸語の比較対照研究は，諸言

語のアスペクトの間に存在する類似や差異の基底にある文法化のプロセスを明確に認識せ

ず，自明のごとく想定された文法カテゴリーとして動詞アスペクトを取り上げ，その表面

的な共通点と相違点を指摘するにとどまっている．両者の本質的な概念化・構造化におけ
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る違いについての解明はこれまでなされていない．一方，バルト諸語の伝統文法において

は，テンス形式や分詞形式が担うアスペクト表現機能については明確な説明はなされてお

らず，研究史上で最も多くの文法学者を悩ませ，議論の的となってきた問題は，これとテ

ンスの相関関係をいかに解釈するかということであった． 

だが，バルト諸語におけるアスペクトの問題の適切な解決は，バルト諸語の研究にとっ

て重要な貢献となるばかりではない．実に，バルト諸語の実態は，概して，古い時期のス

ラヴ諸語，たとえば，古代教会スラヴ語の実態により近い状況にある．従って，視点を逆

にすれば，バルト諸語は，スラヴ諸語と並んで，インド・ヨーロッパの諸言語におけるア

スペクトの発達の道筋の一例として，貴重な資料を提供する可能性がある．それにもかか

わらず，バルト諸語のアスペクトの問題は，これまでスラヴ諸語に比べて不釣り合いな程

に関心を集めることが少なかった．ゆえに，認知言語学の隆盛，また，人工科学の工学的

言語処理を導入した言語研究の登場によって，アスペクト研究がさらに大きく広がりを見

せている現在，リトアニア語とロシア語の動詞の対照分析，および，現地で実施したイン

タヴューとアンケート調査の結果に統計的処理をおこなうという科学的方法を用いて，ア

スペクトの問題をより精密かつ包括的に議論してみることは，非常に意義深いことと思わ

れる． 
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構成 

 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． 

まず，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

諸語について概説する．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る．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する．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する．本論の構成は以下の通りである． 

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」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する．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る． 

第 2 章「動詞のアスペクト的特性」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，より詳しく検討する．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する．  

 第 3 章「アスペクト・テンス体系」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す．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る． 

第 4 章「分詞のアスペクト的時間表現」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する．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
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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る．  

第 5 章「分析的パーフェクト形の意味と機能」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

て論じる．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． 

 第 6 章「習慣過去形の意味と機能」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する．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する． 

第 7 章の「結論」では，論文全体の内容をまとめ，結論を述べるとともに，リトアニア

語の拡大アスペクト・テンス体系を提示する．同時に，リトアニア語アスペクト研究，お

よび，バルト・スラヴ諸語の動詞の比較対照研究のあらたな展望を示唆する． 
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言語地図 
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（17世紀死滅） 
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リトアニア語方言地図 
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略号等 

 

略字表 

 本論文の例文中で用いる略字は以下の通りである． 

1 first person  1 人称 

2 second person  2 人称 

3 third person  3 人称 

ACC  accusative  対格 

ACT  active   能動態 

ADJ  adjective (adjectival) 形容詞（的） 

ADV  adverb (adverbial)  副詞（的） 

DAT  dative    与格 

F  feminine   女性 

FUT  future    未来 

GEN  genitive    属格 

HABIT  habitual    習慣的 

IMP  imperative  命令法 

INF  infinitive   不定詞 

IPFV imperfective  不完結相・不完了体 

ITER iterative   反復的 

Latv.  Latvian    ラトヴィア語 

Lith.  Lithuanian   リトアニア語 

M  masculine   男性 

N neuter   中性 

NEG negation, negative  否定 

NOM  nominative   主格 

O  object    目的語 

OCS. Old Church Slavic  古代教会スラヴ語 

Opr. Old Prussian   古プロシア語 

PASS  passive    受動態 

PFV perfective   完結相・完了体 

PL  plural    複数 

Pol. Polish   ポーランド語 

PREF prefix   接頭辞 

PRF  perfect    パーフェクト 

PRO pronoun   代名詞 
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PRS  present    現在 

PST  past   過去 

PTCP  participle   分詞 

REFL reflexive   再帰 

Russ.  Russian    ロシア語 

S  subject    主語 

SBJV subjunctive  接続法 

SG  singular    単数 

SUFF suffix   接尾辞 

V  verb    動詞 

VOC vocative   呼格 

 

キリル文字翻字表 

キリル文字は以下のようにローマ字表記する． 

а – a б – b в – v г – g д – d е – e ë – jo ж – ž з – z 

и – i й – j к – k л – l м – m н – n о – o п – p р – r 

с – s т – t у – u ф – f х – х ц – c ч – č ш – š щ – šč 

ъ – - ы – y ь – ’ э – e ю – ju я – ja э – e 

ただし，古代教会スラヴ語については，以下のように表記する．  

ъ – u ь – i 

 

付記 

・本文中の括弧［ ］は，本論文の筆者による補足・追記であることを示す．一方，例文中

の [ ] は，省略可能であることを示すために用いる． 

・例文に付した記号（++），（+），（?），（??），（*）は，それぞれ，ネイティヴ・スピーカー

のインフォーマントの判断による，「きわめて自然な文」，「自然な文」，「不自然な文」，「き

わめて不自然な文」，「容認できない・非文」の区別を示す．また，括弧｛ ｝は，同種成

分間の置換可能性を表す．  

・例文および図表は，各章ごとに通し番号を付す． 

・例文および本文中で示される単語は，必要に応じて，ハイフンで形態素に分解して表記

する（正書法では一般的にハイフンはそのように使用されることはない）．  

・例文グロスは，基本的に Leipzig glossing rules に従って表示する．なお，グロスが煩雑に

なるのを避けるため，例文の使用目的によっては，単語を形態素に分解せず，逐語訳のみ

をつける．また，名詞類の性・数の表示を省くことがある． 
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0.  序論 

 

0.1  リトアニア語の概略 

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1．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． 

 リトアニア語を用いた最初の書物である Mažvydas の Catechismusa Prasty Szadei［教理問

答書］（1547）に始まる 16～17 世紀の初期の古文献2に記された，いわゆる「古リトアニア

語 Old Lithuanian」に対して，それ以降の 18～19 世紀のリトアニア語を指す呼称はとくに存

在しない．政治的な諸事情により3，リトアニア語の標準語の確立は，19 世紀末から 20 世

紀初頭にかけての民族再生運動の隆盛を待たねばならなかった．「リトアニア語の父」と呼

ばれる Jablonskis の Lietuviškos kalbos gramatika［リトアニア語文法］（1901）はロシア帝国

による出版禁止令の下で地下出版され，やがて文語としての標準リトアニア語の規範とな

                                                   

 
1リトアニア統計局の調査によれば，2013 年 10 月現在のリトアニア共和国の人口は 2.950.684 人である

（http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp）．また，人口を占める主な民族の割合は，2011

年のデータでは，リトアニア人 84.1％，ポーランド人 6.6％，ロシア人 5.8％，ベラルーシ 1.2％である

（http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=M3010215&PLanguage=1&PXSId=0）． 
2 リトアニア語による書物の出版は，プロイセン領のいわゆる小リトアニア（Lithuania Minor）と，リトア

ニア－ポーランド共和国の一部であったリトアニア大公国，2 つの地域においてほぼ同時に始まった．と

くにプロイセンの Königsberg においては，Mažvydas によるリトアニア語最古の文献 Catechismusa Prasty 

Szadei［教理問答書］，および，最初のリトアニア語文法書である Klein の Grammatica Lituanica（1653），

リトアニア古典文学の最高峰 Donelaitis の叙事詩 Metai［四季］（1818）を始め，貴重な文献が数多く出版

された．なお，小リトアニアの出版物において用いられた高地西部方言は，リトアニア標準語の基礎と

なっている．一方，リトアニア大公国の初期のリトアニア語出版物では，Daukša の Postilla Cathorika［カ

トリック教の説教］（1599），最初のリトアニア語辞典である Sirvydas の Dictionarium trium linguarum［3

言語辞典（ポーランド語－ラテン語－リトアニア語辞典）］（1629）が重要である．詳しくは，Lietuvių kalbos 

enciklopedija［リトアニア語百科事典］（1999）（以下，LKE と略す），および，Zinkevičius（1984–1995）

参照． 
3 1236 年の国家統一後，東欧最大の国家となった中世後期のリトアニアにおいても，リトアニア語は農民

の話す俚言に過ぎず，公文書等に用いられることはなかった．その後，1569 年のルブリン同盟以後のポ

ーランド化したリトアニアでは，都市部ではリトアニア人であってもポーランド語を日常的に話した．

また，1579 年に創立された東欧最初の大学，ヴィリニュス大学において重用されたのは，カトリック教

会の言語であるラテン語であった．さらに，ポーランド衰退後，1795 年にリトアニア国土の大部分がロ

シア帝国に併合されると，強硬なロシア化・正教化政策が始まる．1832 年ヴィリニュス大学が閉鎖，1865

～1904 年は，皇帝令によりラテン文字を用いたリトアニア語による書物の出版が禁じられ，キリル文字

の使用が強制された．リトアニア語の出版活動を支えていたプロイセン領小リトアニアでもドイツ化が

進行し，リトアニア語の消滅が確実視される中，リトアニアを訪問した比較言語学者 Schleicher は，最初

の学術的なリトアニア語文法書である Litauische Grammatik［リトアニア語文法］（1856），および，農民

の間に伝わる民話や民謡を集めた Litauisches Lesebuch［リトアニア語読本］（1857）を出版し，リトアニ

ア語学に寄与した．詳しくは，LKE，および，Zinkevičius（1984–1995）参照． 
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った．一般的に「現代リトアニア語」と言えば，この Jablonskis らによって標準語として整

えられた 20 世紀以降のリトアニア語のことを指す（Palionis 1989, 1995）．なお，本論文では，

この現代リトアニア語の標準語のことを指して，単に「リトアニア語」という． 

1918～1940 年の独立リトアニア共和国時代，リトアニア語は初めて公用語となった．だ

が，1940 年に国がソ連に併合されると，公用語であるロシア語に対してリトアニア語は民

族語となった．ソ連時代を通じて，表向きにはリトアニア語は一定の地位を保障されたも

のの，ロシア語の使用が広く義務づけられ，大半のリトアニア人がバイリンガル化した．

その結果，リトアニア語はロシア語から多大な影響を被ったと言われる．だが，その状況

も 1991 年にリトアニアがソ連から正式に離脱，独立を回復すると同時に解消した．リトア

ニア語は再び国の公用語となり，現在では非リトアニア系住民もリトアニア語を解するよ

うになっている． 

それでは，以下に，現代リトアニア標準語の概略を示したい． 

 

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4． 

 

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5．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． 

                                                   

 
4 これら 3 つのアクセント記号は，一般の書物では用いられない．辞書では付加されているのが普通だが，

教科書や文法書等では近年用いられなくなった．したがって，本論文の例文中でもアクセント記号は付

さないことにする． 
5 ただし，否定の他動詞文においては，直接目的語が対格の代わりに規則的に属格を取る．また，存在否

定文においては，主語が主格の代わりに属格を取る．このいわゆる「否定の属格（生格）」の現象は，バ

ルト・スラヴ諸語に共通して見られるが，その規則性の程度は言語によって差がある．たとえば，ロシ

ア語と比べた場合，リトアニア語ではかなり規則的に「否定の属格」が見られる．なお，リトアニア語

では，ロシア語などとは異なり，直接目的語の格表示に，活動体と不活動体の区別は反映されない． 
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動詞の形態論的カテゴリーには，人称と数の他に，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6，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7．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8．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9．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-/-s10をもつ派生動詞が非

常に生産的である点が重要である． 

 

                                                   

 
6 本論文では，単純テンスの基本的な過去形を「一般過去形」と呼ぶ．また，接尾辞 -dav- をともない，

一般過去形と同じ屈折語尾をもつ過去形を「習慣過去形」と呼ぶ．このような習慣性の点で有標の屈折

的な過去形は，他のバルト諸語およびスラヴ諸語にはみられない．伝統的には，一般過去は「過去 preterit」，

あるいは，「一回的・点的過去」と呼ばれるのに対して，習慣過去は「未完了過去 imperfect」，あるいは，

「頻発的・多回的 frequentative」，「反復的 iterative」過去等と多様な呼び方がある．習慣過去形の意味と

機能に関しては，第 6 章で論じる．なお，この過去形のもつ接尾辞 -dav- は，-d に終わる語幹をもった

反復動詞の形式からの類推によって広まったと考えられている（Endzelin 1971）． 
7 ただし，3 人称には数の区別がなく，単数と複数が同形である．よって，本論文で用いる例文のグロスで

は，3 人称の場合に数を表示しない． 
8 動詞 būti の現在形は，存在動詞として機能する場合を除いて，話し言葉では用いられないことが多い．

とくに 3 人称現在形の yra は言わない方が自然である．例文中では，このような場合，例文中では，[yra]

のように示す． 
9 リトアニア語は，分詞の種類と形態が非常に豊富な言語である．分詞は，形態によって以下のように大

別される． 

(a) 分詞（形容詞的分詞）：性・数・格により変化する．能動態と受動態がある．現在／一般過去／習慣

過去／未来能動分詞，現在／過去／未来受動分詞，必要分詞がこれに属する．定語的，半述語的（状

況語的・補語的），および，述語的機能をもつ．  

(b) 半分詞：性・数により変化する（主格形のみ）．能動態のみで受動態をもたない．半述語的機能のみ

をもつ． 

(c) 副分詞（副詞的分詞）：不変化である．能動態のみで受動態をもたない．現在／過去／習慣過去／未

来副分詞がこれに属する．半述語的機能のみをもつ． 
10 リトアニア語では，再帰接辞-si-/-s は，単純動詞の場合，prausti-s「自分の体を洗う」のように語末に付

加するが，有接頭辞・複合動詞から再帰動詞をつくる場合，nu-si-prausti「自分の体を洗う・洗い終える」

のように，接頭辞の直後に再帰接辞-si-を挿入する．なお，リトアニア語では，否定辞も，ne-prausti「体

を洗わない」のように，動詞の前に付加されるが，再帰動詞の場合は，やはり接頭辞の直後に再帰接辞-si-

を挿入し，ne-si-prausti「自分の体を洗わない」のようになる． 
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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（11 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． 

 

0.2  バルト諸語とスラヴ諸語の概略 

 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11（10 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12．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，

                                                   

 
11 バルト海東部の沿岸地域に分布する諸民族と諸言語を称して，バルト人（Balts）およびバルト語という

術語が一般的に用いられるようになったのは比較的最近で，Nesselmann の Die preussische Sprache［古プ

ロシア語］（1845）以降である．「バルト語」の他にも「レット（ラトヴィア）・リトアニア語」，「アエス

ティー語」といった名称があった．なお，同じくいわゆる「バルト三国」の構成員であるエストニア人

の話すエストニア語は，リトアニア語やラトヴィア語とは系統の異なる，ウラル語族のフィン・ウグル

語派に属する言語である．詳しくは，LKE 参照． 
12紀元前 4～3 世紀頃と推定される西バルト・東バルト祖語の形成後，バルト語はさらに幾つかの諸言語に

分かれ，西バルト諸語に属す古プロシア語，ヤトヴィンギア語（Yatvingian），クロニア語（Curonian），

東バルト諸語に属すリトアニア語，ラトヴィア語のもととなったラトガリア語（Latgalian），セミガリア

語（Semigalian），セロニア語（Selonian）が現われた．おそらく，7 世紀頃には，現在のリトアニアおよ

びラトヴィア共和国にほぼ一致する地域に，バルト諸語を話すこれらの諸部族が定住していたと考えら

れる．だが 15～17 世紀頃には，彼らはそれぞれのアイデンティティを次第に失い，ラトヴィア人もしく

はリトアニア人に同化・融合したとされる．詳しくは，LKE 参照． 
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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13．

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． 

 

  

                                                   

 
13 共通語彙は多く見られる：例．Lith. galvà, Latv. gal̂va, Opr. glawo, galwo, Russ. golova, Pol. głova, OCS. glava

「頭」；Lith. rankà, Latv. rùoka, Opr. rancko, Russ. ruka, Pol. ręka, OCS. rąka「手」；Lith. kárvė, Opr. curwis, Russ. 

korova, Pol. krowa「雌牛」；Lith. ẽglė, Latv. egle, Opr. addle, Russ. jolka, Pol. jodła「モミ」；Lith. vart̃ai, Latv. vā̀rti, 

Opr. warto, Russ. vorota, Pol. wrota「門」．共通の文法現象としては次のことが挙げられる：(1) いくつかの

音的対応がある．例．古い*eu は(j)au となった．例．Lith. liáudis, Latv. ļàudis, OCS. ljudije, Russ. ljudi, Pol. lud 

(IE. *leudh)「人々」；(2) O-語幹の名詞の単数属格語尾に，共通する古い形式（奪格起源）が保たれている．

例．Lith. vilk̃o, Latv. vìlka, Russ. volka「狼」（属格）；(3) 形容詞の単純形に代名詞を付加して，限定形を形

成する．例．Lith. naujasis (<naujas+jis), OCS. novyi (<novu+ji) 限定形「その新しい」（〈単純形「新しい」

＋人称代名詞 3 人称男性形「彼」）；(4) 現在語幹-i-の動詞は，不定形-ē-をもつ．例．Lith. sėdime‐sėdėti, Russ. 

sidim－sidet’１人称複数形－不定形「座っている」；(5) 否定文が肯定文とは異なる格表示体系をもつ（否

定存在文（自動詞文）の主語＝否定他動詞文の直接目的語＝属格）．例．Lith. Nėra laiko. Russ. Net vremeni.

「時間が（属格）ない」；Lith. Aš nepažįstu brolių. Russ. Ja ne znaju brat’ev.「私は（主格）兄弟を（属格）

知らない」；(6) 補語として具格形が現れる（ただしリトアニア語では主格形も一般的である）．例．Lith. 

Jis buvo gydytoju (= gydytojas). Russ. On byl vračom.「彼は医者（具格）だった」；(7) 類似のアクセント移

動がある．例．Lith. rankà－rañką, Russ. ruká－rúku 単数主格－対格「手」．詳しくは，Sabaliauskas（1990）

参照． 
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0.3 用語法 

ここで，本論文の主な用語法を概略的に述べておきたい．それぞれの用語が指し示す概

念，および，そのリトアニア語における表現方法については，さらに次章以降の本論で詳

しく論じるが，その前の準備として，あらかじめ概要を示しておくことは，議論を分かり

やすくするために有効であろう．本論文は，リトアニア語の従来のアスペクト研究ではな

く，通言語的なアスペクト研究の理論的枠組みを用いて議論を進める．したがって，全体

として，本論文では，規範的なアカデミー文法（LKG 1971, GLJa 1985，DLKG 1994, LG 1997；

以下，単に「アカデミー文法」と称する）を始め，リトアニア語研究において慣例的に使

われてきた用語をあまり用いず，類型論的なアスペクト論において一般的な用語を多く採

用している． 

まず，アスペクトやテンスに限らず，言語の意味的な研究において一般的に用いられる

用語として，本論文では「場面 situation」という用語を頻繁に用いている．この用語が意味

する「文（述語）が示すこと」という概念は，リトアニア語の用語では，「動作 action」に

相当する veiksmas という用語で示される．これは，かつてラテン語文法で「場面」の代わ

りに「動作」を意味する actio という語を用いたのと同様の用語法であるが，本論文では，

混乱を避けるため，現在の言語研究において一般的な「場面」という用語を採用する．こ

の「場面」には，静的なタイプである「状態 state」と明確に区別される，動的なタイプで

ある「動作 action」があり，「動作」はさらに「過程 process」と「出来事 event」に下位分類

される，という考え方のもとに議論を進める． 

伝統的なリトアニア語のアスペクト論における用語法の重要な問題点は，機能意味論的

な定義による「アスペクト」あるいは「パーフェクティヴ perfective／インパーフェクティ

ヴ imperfective」に相当する用語はこれまでなかったことである．また，「限界的／非限界的

telic/atelic」，「パーフェクト perfect」，「習慣的 habitual」，「進行的 progressive」，「タクシス taxis」

といった，本論文の議論において最も重要な概念を表す用語のほとんどが，一般的には用

いられてこなかった．このような事情により，本節では，伝統的なリトアニア語文法，お

よび，従来のアスペクト研究との違いを明確にしつつ，本論文の用語法を解説しておく． 

 

0.3.1 アスペクト 

 まず，リトアニア語の伝統的な用語法では，英語の aspect，ロシア語の vid という用語は， 

veikslas と訳される．ただし，このリトアニア語の veikslas は，概して，スラヴ諸語におけ

る動詞の文法的・形態論的カテゴリーとしての「動詞アスペクト verbal aspect」（日本のス

ラヴ語学の伝統的な用語では「体」）のことを指す．一般アスペクト論において，意味論的・

観念論的カテゴリーを指して用いられる「アスペクト aspect」（他の用語で「アスペクト性

aspectuality」）に相当するリトアニア語の用語は，特に用意されていない14．これは，リトア

                                                   

 
14リトアニア語の伝統的なアスペクト研究における用語法，および，動詞分類に関しては，第 2 章で詳しく
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ニア語の従来のアスペクト論においては，スラヴ語学の伝統に倣って，研究の対象が形態

論的な動詞の対に限定されており，意味論的・観念論的カテゴリーとしての「アスペクト」

についての議論は，これまでほとんどなされていないことと関係している． 

また，従来のリトアニア語研究においては，伝統的に，接辞づけによって形成されるア

スペクト的な動詞の対（例．per-skaityti－skaityti「読む」）の内容を指して，įvykio veikslas

（文字通りには，「出来事のアスペクト」）および eigos veikslas（「経過のアスペクト」）とい

う用語を用いる．この 2 つの用語は，ロシア語学の soveršennyj vid および nesoveršennyj vid’

（伝統的な日本語の訳語は「完了体／不完了体」）に相当し，形態論的な動詞の対（例．pro-čitat’

－čitat’「読む」）を指して用いる．一方，スラヴ語学を除く一般アスペクト論においては，

英語の perfective/imperfective aspect（日本語の訳語では「完結相／不完結相」あるいは「完

成相／不完成相」に相当する）は，意味論的・観念論的な概念を指して用いられることも

多い用語であるが，やはり，従来のリトアニア語アスペクト論には，そのような意味論的

な対立を指す用語は存在しない． 

 リトアニア語のアスペクト研究における伝統的な用語法の最大の問題点は，スラヴ諸語，

とりわけ広く普及しているロシア語の動詞アスペクトの概念を，リトアニア語のアスペク

ト現象の説明にそのままあてはめることによって，リトアニア語に固有の特徴が何である

かを不明確にしてしまったことにある．このような用語法の問題は，リトアニア語に限ら

ず，バルト語研究全般に見受けられる．確かに，厳密に言えば，スラヴ諸語内でも動詞の

perfective/imperfective の対の機能的な役割分担は完全に等しいわけではなく，文法化の程度

も言語によって異なる．その意味では，スラヴ諸語のアスペクト研究においても，アスペ

クト的な動詞の対の意味内容についてのさらなる議論が必要なことは言うまでもない．だ

が，このような不適切な用語法の使用は，リトアニア語のアスペクト研究においてはより

重大であり，かつ本質的な問題である．なぜなら，リトアニア語等のバルト諸語のアスペ

クト的な動詞の対は，スラヴ諸語のそれとある程度似通った形式的特徴をもつものの，ス

ラヴ諸語のように全体として文法的カテゴリーをなすには至っていない点で，大きく異な

るのである．たとえば，スラヴ諸語中でもアスペクト的な動詞の対の高度な文法化が進行

しているロシア語では，ほぼすべての動詞がアスペクト的な対をなして現れ，それらの対

の形成が動詞組織全体を統一している．その結果として，動詞アスペクトがテンスの優位

に立ち，これを統一しつつあるのに対し，リトアニア語では，アスペクトはより語彙的な

ものであり，テンスと密接に相関したハイブリッドなアスペクト・テンス体系をなしてい

ると言ってよい． 

 一方，英語の aspect，日本語の用語としての「アスペクト」の指す内容も，研究者の間で

                                                                                                                                                     

 
述べる．なお，リトアニア語のアカデミー文法における，アスペクトに関わる意味論的な動詞の分類法

には，動作動詞，状態動詞，および，過程動詞の 3 分類がある．やはりロシア語学の慣例に従って，「動

作 action」および「状態 state」という用語は，別の用語ではそれぞれ，「動的な場面 dynamic situation」お

よび「静的な場面 static situation」に相当する，広義の用語である． 
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統一されているとは言えない．これは，狭義に文法的・形態論的手段を指すこともあれば，

広義に意味論的・観念論的カテゴリーとして用いられることもある．実に，このような用

語法上の不統一は，アスペクトをどのように捉えるか，という根本的な問題に対する解釈

の仕方が研究者によってさまざまであることの反映である．このような事情を考慮して，

ここで，本論文での定義を明確にしておきたい．本論文では，「アスペクト」という用語を，

「話者が場面の内的な時間構成をいかに認識し提示するかに関わる機能意味論的カテゴリ

ー」として広義に捉え，個別言語における文法的カテゴリーのみならず，語彙的カテゴリ

ー（いわゆる「アクツィオンスァルト aktionsuart」や「動作性 actionality」に相当する）を

も包含する総称として用いる．その上で，「語彙的アスペクト lexical aspect」，「派生的アス

ペクト derivational aspect」，「文法的アスペクト grammatical aspect」のレベルを区別して議論

を進める．このような広義の概念を指す場合，他の用語法では「アスペクト性 aspectuality」

（あるいは「アスペクチュアリティー」；ロシア語の aspektual’nost’に相当する）という用語

が用いられることもあるが，これは，むしろ語彙的アスペクトに限定した内容を表す際に

用いられることの多い用語であり（Lindstedt 2001），混乱を招く恐れがあるため，本論文で

は用いない．なお，スラヴ諸語において主に対の形で現れる文法的・形態論的カテゴリー

としての動詞のアスペクトは，慣例に従い，「動詞アスペクト verbal aspect」と呼んで明確

に区別することにする． 

また，英語の「perfective/imperfective」に相当する日本語の用語は，「完了体／不完了体」

の他，「完結相／不完結相」，「完成相／不完成相」等，研究者によって異なり一定しない．

そこで，本論文では，混乱を避けるため，「perfective/imperfective」という英語の用語をその

まま用いる（本論文では，第 1 章以降，「PFV/IPFV」と略す）．これらの概念については，

Comrie（1976），Smith（1991）を始め，一般アスペクト論において広く採用されている意味

論的定義を援用し，perfective aspect を「内的時間構造をはっきりさせない，ひとまとまり

の，単一の全体としての場面の捉え方」，imperfective aspect を「内的時間構造をもたないも

のとしての場面の捉え方，あるいは，内的時間構造をもつ場面の部分または反復としての

捉え方」と規定する．以下の表 0-1 に，本論文で主に援用する Comrie（1976：25）による

〈imperfective〉の下位分類を示しておく（和訳は本論文筆者による．）： 

 

表 0-1. アスペクト的な対立の分類 Classification of aspectual oppositions 

 

Perfective  Imperfective 

 

    習慣的   継続的 

Habitual    Continuous 

 

    非進行的   進行的 

   Nonprogressive   Progressive 
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なお，本論文では，スラヴ諸語の文法的な「動詞アスペクト」に関しても，やはり「完了

体／不完了体動詞」という慣例的な用語を用いず，「perfective／imperfective 動詞」という統

一的な用語を採用する．よく知られるように，ロシア語の大多数の単純動詞（例．pisat’「書

く」）は「imperfective 動詞」と呼ばれ，それに対して，接頭辞を付した派生動詞（例．na-pisat’

「書く」，pere-pisat’「書き直す」）は「perfective 動詞」と呼ばれる．また，それら「perfective

動詞」に接尾辞を付した派生動詞（例．pere-pis-yva-t’「（反復的に）書き直す」もまた，

「imperfective 動詞」と定義される．また，文法的な「動詞アスペクト」との区別を明確に

するために，意味論的な概念を指す場合は，〈perfective〉および〈imperfective〉と表記する

ことにする． 

ところで，「アスペクト aspect」と並んでしばしば用いられるドイツ語の用語に「アクツ

ィオンスァルト Aktionsuart」（日本語では一般的に「動作の様態」あるいは「様態の方式」

などと訳される）がある．この用語は，従来「アスペクト」以上に混乱した用いられ方を

されており，研究者によって，形態論的にも意味論的にも定義され，語彙的アスペクトを

指すことも派生的アスペクトを指すこともある．また，これと文法的な「アスペクト」と

の関係の捉え方も一様ではない．よって，混乱を避けるため，本論文では基本的にこれを

用いないことにする． 

最後に，本論文で取り上げるリトアニア語の分析的テンス形式の意味に関わる概念とし

て，「局面 phase」の定義を明らかにしておきたい．Maslov（1978）によれば，〈局面性〉は，

〈限界性〉と並んで重要なアスペクトの質的な特徴である．ここでは，Maslov の「局面」

および「局面的限定」に関する考え方を援用する．すなわち，「局面」とは，場面（Maslov

の用語法では「事象 sobytie」）の経過から，ある任意の時点で切り取って抽出される部分で

ある．また，「局面的限定」とは，場面の部分をなすある局面を選択し取りたてることであ

る．場面の始まりから終わりまでの経過において認められる段階は，状態と動作では大き

く異なる．状態は静的な場面であって，変化も限界も含まず，開始と終結の部分以外はど

こを取りたてても同じである．持続的な動作も，動的ではあるが均質連続的な場面であっ

て，経過において変化はない．それに対し，変化・限界をもつ動作ならば，経過の各段階

において質的に変化するため，どの部分を取りたてるかによって性質がまったく異なる．

よって，分析的テンスの局面的限定によって意味が大きく影響されるのは限界動詞である．

本論文では，第 5 章において，このようなパーフェクト形の局面的限定の機能と，動詞の

〈限界性〉の意味との関わりを詳細に論じる． 

 

0.3.2 限界性 

限界的 telic (bounded)／非限界的 atelic (nonbounded)意味の区別は，アスペクトに関わる動

詞の本来的な inherent 語彙的意味のうち，もっとも重要なものの一つであるとみなされてき

た．もともとはソ連におけるスラヴ諸語を中心とした類型論的アスペクト研究において理
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論化された概念であったが（Maslov 1948），昨今の一般アスペクト研究でこの用語が広く用

いられるようになった背景には，Garey（1957），Comrie（1976），Dahl（1981），Lehman（1994），

Krifka（1998）ら，欧米のアスペクト研究者の功績が大きい．欧米のアスペクト研究におい

て一般的な定義としては，Dahl（1981）らによる，「限界動詞は，限界をもともと含み，そ

れに向かってゆく場面を表す動詞である．一方，非限界動詞は，そのような限界を含まず，

また必要としない場面を表す動詞である」というものが挙げられる（Maslov 1962, 1984; 

Garey 1957）．この定義は，「限界的／非限界的」よりも，「目標的／非目標的」という訳語

により近いであろう（よく知られているように，telic という用語のもととなった古代ギリシ

ア語の télos は，一義的には「目標・目的」を意味する）．この定義によれば，たとえば，「生

まれる」，「死ぬ」，「変わる」，「破れる」，「勝つ」，「残す」等は，語彙的意味において限界

が含まれるので，限界動詞である．一方，「歩く」，「歌う」，「働く」，「聞く」，「待つ」，「思

う」等は，語彙的にそのような限界を含まないので，非限界動詞である．ただし，Dahl（1981）

が指摘するように，非限界動詞であっても，あるタイプの補語や状況語と結合することに

より限界化される（例．「駅まで歩く」，「1 曲歌う」）．同様に，語彙的な非限界動詞に接辞

づけをおこなって，限界動詞を派生することが可能である． 

本論で詳しく論じるように，筆者の見解では，リトアニア語学で従来，perfective/ 

imperfective の対とみなされてきたアスペクト的な動詞の対の多くは，実際には限界／非限

界動詞の対である．一見非常に類似した形式をもつ対の内容に関して，スラヴ諸語につい

ては perfective/imperfective 動詞，バルト諸語については限界／非限界動詞という異なる定義

を導入して違いを論じるのは詭弁ではないか，スラヴ諸語の perfective/imperfective 動詞もま

た限界／非限界動詞と呼ぶことができるのではないか，という疑問が生じるかもしれない．

だが，ロシア語では，本来的な限界動詞（もともとの語彙的意味において限界をもつ動詞）

も perfective/imperfective 動詞の対をなして現れる（例．umeret’－umirat’「死ぬ」）が，リト

アニア語はそのような対を欠いている（mirti「死ぬ」）．また，両者の本質的な相違はテンス

との相関性を調べれば明白である．ロシア語の perfective 動詞は，過去形・非過去形

（ imperfective 動詞の現在形と同じ形式をもつ未来形）いずれのテンスでもつねに

〈perfective〉意味を表し，非過去形は未来テンスを表す（例．on umrjot「彼は死ぬ」）．一方，

リトアニア語の限界動詞は，一般過去形・未来形では〈perfective〉意味を表すものの，現

在形では〈imperfective〉意味を表すのがふつうであり，これを未来テンスの形式とみなす

ことはできない（例．jis miršta「彼は死につつある」）． 

一方で，リトアニア語においては，限界的／非限界的意味の対立は，動詞の本来的な語

彙的意味の区別にとどまらず，より文法的な意味の対立への発達の過程，すなわち過渡的

段階にあると考えられる．このことを明確に説明するために，本論文では，Lehman（1994）

や Krifka（1998）らと同様に，より広義の定義を採用し，リトアニア語の限界動詞／非限界

動詞の意味論的特徴を次のように規定する．すなわち，「限界的な動詞（句）は，開始点あ

るいは終結点，もしくは，そのいずれもが限界づけられている場面を表す．一方，限界的
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な動詞（句）は，開始点あるいは終結点のいずれも限界づけられていない場面を表す」．以

下の表 0-2 に，Lehmann (1994: 3298) によって示された，限界的／非限界的意味の下位分類

を示す．（和訳は本論文筆者による．） 

 

表 0-2. 時間の安定性と場面のタイプ Time stability and types of situations 

静的                                 動的 

static                                                               dynamic 

非限界的 

atelic 

限界的 

telic 

脱時間的 

atemporal 

持続的 

durative 

終了的 

terminative 

始発的 

ingressive 

点的 

punctual 

分類 

class membership 

特性 

property 

状態 

state 

過程 

process 

出来事 

event 

 

この「telic/atelic」の定義は，「目標的／非目標的」よりも「限界的／非限界的」という訳語

により相応しく，また，英語の用語の「 bounded/nonbounded」，ロシア語の用語の

「predel’nyj/nepredel’nyj」により相応しく思われる．また，本論文では，このリトアニア語

のより文法的な動詞の区別を指して用いる「限界／非限界動詞」という用語と区別するた

めに，本来的な語彙的意味の概念を指す場合には，〈限界性〉および〈限界的／非限界的〉

と表記することにする． 

ところで，スラヴ語学では，伝統的に，「アスペクト」という用語をスラヴ諸語の perfective/ 

imperfective 動詞の対立を専ら表すものとし，限界的／非限界的動詞の対立を前述の「アク

ツィオンスァルト」に含んで明確に区別する習慣がある．だが，本論文で採用する用語法

では，それとは異なり，動詞の限界的／非限界的意味の対立をアスペクトのカテゴリーか

ら排除することはしないし，語彙的アスペクトの枠内に限定して論じることもしない．と

いうのも，語彙的アスペクトは，通言語的にみて，多くの場合，文法的アスペクトの基礎

となり，語彙的アスペクトから文法的アスペクトへの文法化の過程は段階的である．ゆえ

に，共時的にみた場合，両者の間には中間的な位置にある動詞が多かれ少なかれ観察され

るのがふつうである．リトアニア語においては，アスペクト的な動詞の対の中により文法

的な対からより語彙的な対が連続体をなして現れているのであり，このような言語につい

て記述する際には，限界的／非限界的な対立をアスペクトのカテゴリーから切り離さずに，

マクロな視野から観察することは，動詞アスペクトの文法化の一過程を理解するうえでき

わめて有益である，と筆者は考える． 

 

0.3.3 パーフェクト性 

「パーフェクト perfect」という概念はかつて「perfective」と混同して論じられることも

多かったが，現在では，これらはまったく異なる概念であることが一般的に認められてい

る．たとえば，一般的に，英語の he wrote a letter「彼は手紙を書いた」は「perfective」であ
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るのに対して，he has written a letter「彼は手紙を書いて（書き終えて）いる」は「パーフェ

クト」であるとみなされるだろう．ただし，アスペクト研究において，純粋にアスペクト

的なカテゴリーとみなされている「perfective」に対して，「パーフェクト」はアスペクトの

みならずテンスとして扱われることも多く，研究者によってその規定は異なる． 

本論文では，「パーフェクト」という用語は，「先に生起したある場面が，その後に生起

した場面に結果・効力を残していることを意味し，先行する時間面と後続する時間面の関

係を表わす，複合的なアスペクト・テンス・カテゴリー」として用いる．また，意味論的

な〈パーフェクト〉の基本は，ある過去の場面が，引き続き現在の場面に結果・効力を残

していることを表す，〈現在パーフェクト〉の意味にあると考える．アスペクト的側面から

見れば，〈パーフェクト〉は，先行する〈perfective〉場面と後続する〈imperfective〉場面の

関係を含意する．また，テンス的側面から見れば，現在の時間面と過去の時間面の相対的

関係を含意することを特徴とする． 

なお，本論文では，Maslov（1962）同様に「パーフェクト」を広義にとらえ，Nedjalkov

（1988）らの用語による「結果的 resultative」（日本語の用語では，一般的に，「結果相」あ

るいは「結果構文」と訳される）を，「状態パーフェクト stative perfect」と呼び，「パーフェ

クト」の概念の中に含むことにする（例．He has been dead for two years「彼は 2 年前から死

んでいる」（直訳すれば「2 年間死んでいる」）．本論文では，Nedjalkov らの用語で，結果状

態が主体に残存していることを表す「主体的結果相 subjective resultative」は単に「状態パー

フェクト」，また，客体に残存していることを表す「客体的結果相 objective resultative」は「状

態パーフェクト受動」と呼んで区別する．一方，Nedjalkov らの用語による「本来的パーフ

ェクト perfect proper」を，「動作パーフェクト actional perfect」と呼んで区別する．さらに，

本論文では，〈動作パーフェクト〉の下位類として，2 つの意味を区別する．まず，動作の

結果状態の〈持続性〉を含意しつつも，その先行する限界的な動作の〈完成性〉が前面に

出た場合を，Comrie（1976）に倣って「結果のパーフェクト perfect of result」と呼ぶ（例．

He has already done his homework「彼はすでに宿題をやっている」）．また，先行する場面が

非限界的である場合，パーフェクトはその動作の〈全一性・ひとまとまり性〉と動作の効

力の〈持続性〉を表す．本論文では，これを「経験・不定のパーフェクト experiential-indefinite 

perfect」と呼ぶ（例．He has lived there once「彼はかつてそこに住んだことがある」）． 

さて，リトアニア語のアスペクト研究に，アカデミー文法に従う従来の研究で用いられ

てこなかった「パーフェクト」という用語を導入したのは Geniušienė (Genjušene 1990）であ

る．Geniušienė はすでにその段階で，英語の be 動詞に相当する存在・連辞動詞 būti と能動

および受動の過去分詞からなる，リトアニア語の分析的テンス形式（伝統的な用語で「複

合的テンス」）がパーフェクトの形式であること，ただし，それらは非パーフェクト的意味

15をも表し得ることを指摘している． 

                                                   

 
15 Geniušienė (Genjušene 1990）はパーフェクトの形式がもつ非パーフェクト的意味を「アオリスト aorist」
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リトアニア語の分析的なパーフェクトの各テンス形，すなわち，現在／一般過去／習慣

過去／未来パーフェクト形は，存在・連辞動詞 būti（3 人称の例．yra / buvo / būdavo / bus）

と，過去能動分詞（過去語幹に語尾-ęs（男性単数），-usi（女性単数），-ę（男性複数），-usios

（女性複数）を付加して形成）から成る．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 būti の現在形，と

くに 3 人称現在形の yra は，話し言葉では言わない方が自然である．例文(1)を参照． 

 

(1)   Jis         jau  [yr-a]  mir-ęs. 

彼は.3M.SG.NOM すでに   be-PRS.3 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「彼はすでに死んでいる．」 

 

本論文では，上の例文(1)のような，文法化されたパーフェクトの形式については，つねに

「パーフェクト形」と称する一方，意味論的なカテゴリーを指す場合は，〈パーフェクト〉

と表記して，両者の区別を明確にすることにする．〈パーフェクト〉の概念に関しては，第

5 章でさらに詳しく論じる． 

 

0.3.4  進行性 

本論文では，「進行性 progressiveness」という用語は，「時間的展開をともなって持続・継

続16する，非状態的・具体的な場面の，開始点と終結点を含まない中間的な局面の意味」を

指して用いる．典型的には，時間的な方向性をもった，動的な場面のアクチュアルな actual

展開・過程を表すもので，ポテンシャルな potential 意味や習慣的な habitual 意味は含まない．

「習慣性」という用語と同様に，リトアニア語の従来のアスペクト論においては，この用

語は一般的に用いられていない．それは，リトアニア語は，英語の進行形（例．he is speaking 

Lithuanian now「彼は今リトアニア語を話している」）のように，進行的意味を表す際に義務

的に用いられる，〈進行性〉の表現専用の形式をもたず，〈imperfective〉意味をもつ一般的

なテンス形式が，進行の意味を含みこんでいるタイプの言語に属すためである． 

だが，筆者の見解では，〈進行性〉という概念を区別することは，リトアニア語文法で伝

統的に「複合的始発テンス」（あるいは「複合的継続テンス」）と呼ばれる，リトアニア語

の分析的テンス形式の意味と機能を理解するために有効である．これは，存在・連辞動詞

būti の各テンス形，すなわち，現在／一般過去／習慣過去／未来形と，「すでに」というパ

ーフェクト的意味を表す接頭辞 be-を添えた，現在能動分詞（現在語幹に語尾-ąs（男性単数），

-anti（女性単数），-ą（男性複数），-ančios（女性複数）を付加して形成）を組み合わせた形

                                                                                                                                                     

 
という用語を用いて区別しているが，〈PFV〉意味をもつ過去形を指して用いられる「アオリスト」とい

う用語のそのような用い方は一般的ではないため，誤解を避けるために本論文では使用していない． 
16本論文では，いずれも場面がひと続きのものとして把握される 2 つの用語「持続性 durativity」と「継続

性 continuousness」という用語については，前者を切れ目（中断）なく続く場面の意味として，後者を切

れ目がありつつもひと続きに把握される場面として，区別して用いる． 
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式である．0.3.3 節で解説した分析的なパーフェクト形と同様に，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．ただし，動詞 būti の現在形をとも

なう形式はきわめてまれにしか用いられず，最も一般的であるのは，動詞 būti の一般過去

形をともなう場合である．例文(2)を参照． 

 

(2)  Jis      jau  buv-o  be-atidar-ąs    langą,   

   彼は.3M.SG.NOM  すでに be-PST.3 PREF-開ける-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 窓を.M.SG.ACC 

tik  staiga  pradėj-o   lyti. 

   ちょうど 突然 始める-PST.3 雨が降る.INF 

「彼はすでに窓を開けようとしていたが，ちょうどそのとき突然，雨が降り出した．」 

 

このテンス形式の解釈をめぐっては，研究者の間で見解が異なり，いまだに統一的見解

には至っていない．たとえば，Dambriūnas（1960）は，この形式の中心的な意味は〈持続性

durativity〉であると考え，始発の意味によって与えられた，伝統的な「複合的始発テンス」

という名称を不適当とみなしている．それに対して，Sližienė（1995）は，このテンスと英

語の進行形の意味の間の類似性を指摘してはいるが，後者にはない始発的な意味と相対的

テンスの機能をもつことから，「継続テンス continuative tense」とみなしており，この解釈

はアカデミー文法の英語縮約版（LG）にも採用されている．これを〈進行性〉の表現とみ

なしているのは，Maslov（1984）のみである． 

だが，筆者は，この分析的テンス形式が，①動詞との組み合わせによっては〈始発性〉

ではなく〈持続性〉を意味することもあること，また，②動的かつ具体的な過程という〈進

行性〉の意味と，相対的な〈先行性〉というパーフェクト的な意味をあわせもっており，

英語のいわゆる「進行パーフェクト perfect progressive」（他の用語で「継続パーフェクト

perfect continuous / perfect continuative」；例．He had been opening the window, but suddenly it just 

started raining.「彼はすでに窓を開けようとしていたが，ちょうどそのとき突然，雨が降り

出した」）に類似した意味を表すことから，これを，進行パーフェクト形とみなす．すなわ

ち，この分析的テンス形式は，機能意味論的に〈進行性〉と〈パーフェクト性〉を組み合

わせた内容をもつという，まったく新しい解釈を示すものである． 

 

0.3.5  習慣性 

「習慣性 habituality」という用語は，Comrie（1976）を始め，類型論的立場からの通言語

的なアスペクト研究においては広く用いられている．それに対して，リトアニア語の従来

のアスペクト研究においては，この用語もやはりほとんど用いられていない．その代わり

に，リトアニア語の接尾辞 -inė- をともなう派生的動詞，および，接尾辞 -dav- をともな

う過去テンスのいずれをも指す用語として，スラヴ語学で一般的な「反復的 iterative」とい

う用語がしばしば用いられてきた（Dambriūnas 1959，1960；Geniušienė 1989）．それに対し
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て，リトアニア語学の従来の研究においては，規範的なアカデミー文法を中心に，接尾辞 

-inė- をともなう派生的動詞を「反復動詞」と呼び，接尾辞 -dav- をともなう過去テンスを

「多回的（頻発的）frequentative 過去」と呼ぶ習慣がある17． 

バルト・スラヴ語研究においては，従来，「習慣性」という用語は一般的に用いられず，

「反復性」という用語が，非習慣的反復・習慣的反復のいずれをも含む概念を指して用い

られる．つまり，たとえば，「彼は授業中何度も咳をしていた」という非習慣的反復の意味

も，「彼はいつも咳をしていた」という習慣的反復の意味も，「反復性」の枠内に一括りに

される「（ただし，「彼は 3 回咳をして友人に合図した」のように繰り返す場面がひとまと

まりに perfective 場面として把握される，非習慣的な反復の意味は「反復性」には含まれな

い）．一方，本論文では，Comrie（1976），Dahl（1994）をはじめ，非バルト・スラヴ諸語を

考察の中心においている，いわゆる西欧や米国の研究者の用語法に従い，「反復性」という

用語は，それ自体は習慣的な意味を排除しない，「単なる繰り返し」の意味で用いる．長期

間にわたって特徴的な場面の意味を指し示すためには，それが反復的・非反復的であるな

しにかかわらず，「習慣性」という用語を用いて区別する． 

筆者の解釈では，リトアニア語の接尾辞 -inė- をともなう派生的動詞は，「単なる繰り返

し」を表し，習慣性の点では無標である．一方，接尾辞 -dav- をともなう過去テンスの本

質は，頻発的・反復的であるなしにかかわらず，副詞のような語彙的手段の助けなしに習

慣的である場面を意味するところにあり，〈習慣性〉の点で有標な形式とみなすことができ

る．よって，筆者は，リトアニア語の接尾辞 -inė- をともなう派生的動詞に対しては慣例に

従い「反復動詞」，一方，接尾辞 -dav- をともなう過去テンスの形式に対しては「習慣過去

形」という用語を採用する．これらと区別して，意味論的な内容を示す場合には〈反復性〉

および〈習慣性〉と表記する．例文(3)を参照． 

 

(3)   Jis     {retai / kasdien}  atidary-dav-o  langą. 

    彼は.3M.SG.NOM まれに 毎日   開ける-HABIT-PST.3 窓を.M.SG.ACC 

「彼は毎日窓を開けたものだった」． 

 

本論文では，さらに，〈反復性〉の 2 つの下位類として，〈PFV 反復性〉および〈IPFV 反

                                                   

 
17リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去形を指して「多回的」という日本語の用語を用いることは，

2 重の意味で用語法上の混乱を引き起こすおそれがある．まず，リトアニア語の dažninis（頻回的）とい

う用語は，文字通り日本語に訳せば「頻回的」という用語に相当し，事実，英語では frequentative と訳さ

れるにもかかわらず，ロシア語では伝統的に mnogokratnoe（多回的）と訳される．だが，ロシア語のこ

の mnogokratnoe とこれに相当する日本語の「多回的」という用語は，頻度ではなく回数が高いという意

味で用いられるのが一般的であり，〈PFV〉に把握される繰り返された場面を指すことはあっても，〈習慣

的〉場面を指すことはない（工藤 1995）．また，スラヴ言語学の伝統では，欧米の言語学者らとは異なり，

「多回的 mnogokratnoe」と区別して「反復的 iterativ」という用語は，非習慣的反復も習慣的反復も含む

ものとして広く用いる．これに対して，リトアニア語のこの接尾辞 -dav- をともなう過去形は，全体と

して〈PFV〉に把握される繰り返された場面を指すことはない．このような事情から，混乱をさけるため

に，筆者は，本論文では「多回的」という用語は用いないことにする． 
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復性〉を区別する．筆者は，〈PFV 反復性〉を，ある繰り返された場面を内的時間構造に言

及することなく指し示すこと，すなわち，繰り返された場面に対する単一の全体（全一的

なもの）としての見方と定義することにする（例．he pushed the button three times「彼はボタ

ンを 3 回押した」）．それに対して，〈IPFV 反復性〉は，ある繰り返された場面の内的時間構

造に言及すること，すなわち，繰り返された場面に対する線状に連続する継続的な場面と

しての見方と定義する．（例．he was pushing the button many times / every minute「彼はボタン

を何度も／毎分押していた」）． また，本論文では，〈習慣性〉の 2 つの下位類として，〈習

慣的反復性〉および〈習慣的持続性〉を区別する．筆者は，〈習慣的反復性〉を，「延長さ

れた（長い）期間にわたって特徴的なものとなっているある繰り返された場面」と定義す

ることにする（例．he used to meet her in the library「彼は図書館で彼女に会ったものだった」）．

それに対して，〈習慣的持続性〉は，習慣的であると同時に持続的である場面への言及と定

義する（例．he used to work in the library「彼は図書館で働いていたものだった」）． 

 

0.3.6  テンス 

 本論文は，アスペクトを主題とするものであり，テンスについてはアスペクトとの関連

において限定的に論じるに留める．したがって，本論文で用いる（あるいは用いない）い

くつかの重要な用語に関してのみ，大まかに解説しておくことにする．まず，「テンス tense」

は，日本語の用語で「時制」または「時称」と訳されているが，本論文では，「アスペクト」

と同様に，通言語的研究において広く用いられる英語の用語「テンス」を用いることにす

る．「アスペクト」という用語が，一般的に，文法的のみならず機能意味論的内容をも含ん

で広義に用いられるのとは異なり，通常，「テンス」は文法的カテゴリーに限定して用いら

れる．このような用語法上のアンバランスを解消するため，文法的カテゴリーとしての「テ

ンス」と「アスペクト」に対して，機能意味論的カテゴリーを指す場合には「テンポラリ

ティー temporality」と「アスペクチュアリティー」という用語を用いる場合もある．だが，

0.3.1 節で述べたように，一般的に言って，文法的カテゴリーとしての「アスペクト」がそ

もそも動詞の語彙的意味と切り離せない関係にある点で「テンス」とは異なっていること，

リトアニア語のアスペクト的な対には語彙的なものから文法的なものが混在しており明確

な線引きが不可能であることを考慮すれば，このような用語法上のアンバランスは自然な

ことと思われる．よって，本論文では，「テンス」は概して文法的カテゴリーを指して用い

るのに対して，「アスペクト」は機能意味論的内容も含めて広義に用いている． 

 さて，本論文では，「テンス」を，「話者が場面の外的な時間的位置づけ temporal location

をいかに認識し提示するかに関わるカテゴリー」と定義し，場面生起の時点を他の時点に

関係づけるものと考える．つまり，テンスを，Reichenbach（1947）を始め一般的に用いら

れる，「場面 situation 時点」（別の用語で「出来事 event 時点」）－「設定 reference 時点」（別

の用語で「基準時点」）－「発話 speech 時点」の 3 点構造を示すものとして想定する．リト

アニア語では，基本的なテンスとして，現在 present，過去 past，未来 future が区別されるが，
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これらは，〈場面時点〉を〈発話時点〉に直接関係づける（あるいは，〈設定時点〉が現在

時点に重なっている）場合であり，いわゆる「絶対的テンス absolute tense」に分類される．

これと区別される，いわゆる「相対的テンス relative tense」という用語は，リトアニア語の

状況語的分詞や分析的パーフェクト形に対して用いられることも多いが，本論文では用い

ない．ここで，その理由を簡略的に述べて，本論文の立場を明確にしておきたい． 

一般的に，〈発話時点〉との前後関係によって意味が決定される述語のテンス，すなわち，

現在・過去・未来のテンスを「絶対的テンス」と呼ぶのに対して，〈発話時点〉が絶対的な

基準点ではないものを指して，「相対的テンス」という用語が用いられる．これは，以下の

2 種類に大きく分けられる（Comrie 1985: 125）． 

 

1)「本来的－相対的テンス」：文の主な述語［＝主動詞］のテンスが表示する時点との関係

で決定される，動詞の不定形や分詞形のテンスの意味 

2) 「絶対的－相対的テンス」：〈発話時点〉以外の基準時点［＝〈設定時点〉］との前後関係

によって決定される，動詞の分析的形式などによる述語のテンスの意味 

 

まず 1)については，不定形や分詞形のテンスの意味は，主節との関係によって決定される

のであるから，本来的に相対的なものである．それに対して，2)のように，〈発話時点〉以

外の基準時点，すなわち，〈設定時点〉によって決定される述語のテンスは，相対的な意味

を含むものの，それ自身で意味が決まる側面もあるということである．  

 さて，リトアニア語では，状況語的分詞の時間的意味および機能は，主動詞との関係に

よって決定される．これは，1)の Comrie の規定による「本来的－相対的テンス」に相当す

ると言ってよいが，本論文では，相対的テンスという用語を敢えて使用していない．なぜ

なら，リトアニア語の状況語的分詞は，実際には，テンスのみならずアスペクト的にも相

対的な内容をもつと筆者は考える．たとえば，状況語的に機能する過去分詞は，多くの場

合，主動詞が〈PFV 述語〉を構成する場合は〈PFV〉意味をもち，述語によって表示された

時点に対する〈先行性〉を表す．一方，〈IPFV 述語〉の場合には状況語的過去分詞も〈IPFV〉

意味をもち，述語の時点に対する〈同時性〉を表すのを基本とする．すなわち，状況語的

分詞は，テンスのみならず，アスペクト・タクシスの点から見ても「本来的に相対的」な

もの，「相対的時間表現」をおこなう文法素であると考えた方が適切である．例文(4)を参照． 

 

(4) a.  Prarad-usi   sąmonę,    

    失う-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 意識を.F.SG.ACC   

ji   atsigul-ė  ant  lovos. 

彼女は.3F.SG.NOM 横になる-PST.3 ～の上に ベッド.F.SG.GEN 

「彼女は意識を失って，横になった．」 

b. Ji   ilgai  gulėj-o   lovoje 
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彼女は.3F.SG.NOM 長いこと 横になっている-PST.3 ベッドに.F.SG.LOC 

prarad-usi   sąmonę. 

    失う-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 意識を.F.SG.ACC   

  「彼女は長いこと意識を失って（失った状態で），ベッドに横になっていた．」 

 

他方，2)の「絶対的－相対的テンス」という用語は，インド・ヨーロッパ語族の諸現代語

でよく見られる，過去分詞（あるいは完了分詞）に存在・連辞動詞あるいは所有動詞を添

えて形成された，分析的形式を指して用いられる．この場合，一般的には，助動詞がある

〈設定時点〉の〈発話時点〉に対する直示的な前後関係，すなわち，絶対的テンスを表す．

一方，分詞はその〈設定時点〉に対する〈場面時点〉の〈先行性〉を表す機能をもつ．リ

トアニア語では，存在・連辞動詞 būti と過去分詞を組み合わせた分析的パーフェクト形が，

このタイプに相当すると考えられている．例文(5)を参照． 

 

(5)   Ji            ilgai  buv-o  prarad-usi             sąmonę. 

    彼女は.3F.SG.NOM 長いこと be-PST.3  失う-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM  意識を.F.SG.ACC 

   Atvyk-us   greitajai,  pavyk-o   ją   atgaivinti. 

    来る-ADV.PST.PTCP 救急車が.F.SG.DAT 成功する-PST.3 彼女を.3F.SG.ACC 蘇生する.INF 

  「彼女は長いこと意識を失っていた．救急車が来て，彼女を蘇生することに成功した．」 

 

だが，おそらく厳密には，パーフェクト形を「相対的テンス」と呼ぶことができるのは，

それが，意味的な〈パーフェクト性〉を表すか否かにかかわらず，専ら〈先行性〉のタク

シスを表すために用いられる場合であろう．そのような場合は，「過去パーフェクト」では

なく「前過去」と呼ぶ方が相応しく，「未来パーフェクト」ではなく「前過去」と呼ぶ方が

相応しい．それに対して，第 5 章で詳しく述べるように，リトアニア語のパーフェクト形

は，〈パーフェクト性〉の意味をともなわずに相対的な〈先行性〉を表すことはない．すな

わち，パーフェクト形は，「相対的テンス」というよりも，その複合的な時間的意味や機能

の一部として相対的な〈先行性〉を表現し，〈場面時点＋設定時点〉というテンス的要素を

表す，「絶対的－相対的時間表現」であると言った方が適切である．これに対して，単純テ

ンスの諸形式は，テンスのみならず，アスペクト，タクシスの点から見ても独立的な，「絶

対的時間表現」であると言える． 

 

0.3.7  タクシス 

最後に，「タクシス taxis」という用語の本論文での定義について述べておく．この用語を

提案した Jakobson（1957: 4）によるタクシスの規定を，以下の(6)に引用する． 

 

(6) Taxis characterizes the narrated event in relation to another narrated event and without reference 
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to the speech event. 

 

Jakobson は，タクシスを動詞のカテゴリーとして想定し，出来事間の時間順的な相関関係で

ある「同時性 simultaneity」，「先行性 anteriority」，「後続性 posteriority」という基本的な概念

の抽出を試みている． 

この「タクシス」という用語を，スラヴ諸語を始めとする様々な言語の通言語的アスペ

クト研究に援用し定着させたのは，Maslov（1978, 1984）である．Maslov も Jakobson と同様

に，タクシスを，伝達される場面（Maslov の用語では「事象」）を他の伝達される場面との

関連において特徴づける，時間順的な相互関係として想定した．Maslov の功績は，とりわ

け〈同時性－先行性－後続性〉といった概念を中心に，タクシスがアスペクトの本質的な

機能であることを明確に示し，形態論に偏りがちであったアスペクト研究を機能意味論の

一分野として確立したことにある． 

たとえば，Maslov の理論によって，リトアニア語の例文のアスペクトとタクシスの相関

性を説明してみると，次のようになるだろう．例文(7)を参照されたい．  

 

(7) a.  Ji   prarad-o  sąmonę   

  彼女は.3F.SG.NOM 失う-PST.3  意識を.F.SG.ACC  

ir  atsigul-ė  ant  lovos. 

そして 横になる-PST.3 ～の上に ベッド.F.SG.GEN 

「彼女は意識を失った，そして，ベッドに横になった．」（〈順次性〉） 

b. Ji  ilgai  buv-o   prarad-usi   sąmonę 

  彼女は 長いこと be-PST.3 失う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 意識.F.SG.ACC 

ir  gulėj-o  lovoje. 

そして 横になる-PST.3 ベッドに.F.SG.GEN 

「彼女は長いこと意識を失っていた，そして，ベッドに横になっていた．」（〈同時性〉） 

 

まず，例文(7a)では，「意識を失った」という出来事と「横になった」という出来事が，継

起的関係で結ばれている．これは，それらの場面が〈PFV〉アスペクトを意味することと連

動して，〈順次性〉タクシスを表すためである．一方，例文(7b)では，「意識を失っていた」

という状態と「横になっていた」という状態が，同時的関係で結ばれているが，この場合

は，それらが〈IPFV〉アスペクトを意味することを通じて，〈同時性〉タクシスを表すため

であると説明できる．このようなタクシス的関係を表現することこそ，アスペクトの最も

重要な機能の 1 つである，というのが Maslov の主張である． 

さらに，Bondarko（1987, 1991）や Xrakovskij（2009）は Maslov の機能意味論的アプロー

チを継承しつつ，アスペクト研究の考察の対象を文からテクストへと拡大した（リトアニ

ア語のタクシス表現に関する研究では，とくに Wiemer（2009）を参照）．とりわけ，Bondarko
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は，タクシスをテクストにおける連鎖的な複数の場面間のシンタグマティックな時間関係

を捉え，これとテンスおよびアスペクトの相関関係を解き明かすことにより，機能意味論

的なアスペクト研究の発展に大きく寄与した． 

以上のように，タクシスの概念をアスペクト研究に導入し，功績を上げてきたのは，主

にロシア語を中心とするスラヴ諸語の研究者らであったが，それがスラヴ諸語のみならず，

たとえば，日本語のような，まったく系統も類型も異なる言語の研究にも重要な示唆を与

え得ることは，現代日本語のアスペクト研究に多大な影響を与えた工藤（1995）において

も明確に述べられている18．筆者は，ここで概説したことを踏まえ，本論文でも，タクシス

を「テクスト内の場面間における相関的な時間関係」と定義し，ロシア語との類似と差異

を踏まえ，あらたなリトアニア語アスペクト論を構築するに際しても，タクシスの概念が

重要であることを示してゆく． 

 

0.4  目的 

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 extended aspectology」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． 

また，それと同時に，本論文では，バルト諸語とスラヴ諸語の比較対照論的観点，およ

び，一般アスペクト論的観点の統合化の中に，現代リトアニア語のアスペクト体系を位置

づけることを目指すものである．分析にあたっては，リトアニア語に関する従来の規範的

な文法記述には必ずしもとらわれず，とくにロシア語との比較対照をもとに，可能な限り

具体的な場面におけるアスペクト・テンス形式の用いられ方を明らかにし，その背後にあ

る枠組みと運用方法について，実証的に説明する． 

本論文のさらなる目的は，マクロな視野から，通時態と共時態の両観点を導入して，ア

スペクト・テンス体系の普遍性と個別性をとらえ，個別の現代語研究と史的研究を有機的

に結びつけることにある．同時に，形式・意味・機能という相関する三つの側面を重視す

ることにより，リトアニア語の時間表現の中核を担う動詞のアスペクト・テンス体系を，

一般アスペクト研究の中に位置づけ，その基本的枠組みをなす〈perfective〉，〈imperfective〉，

〈パーフェクト〉等の概念，および，テクストにおけるタクシス表現機能の相関性を明ら

かにしたい．  

                                                   

 
18工藤（1995）は，Maslov や Bodarko らロシアのアスペクト研究者によって盛んに用いられてきたタクシ

スの概念を日本語アスペクト論に導入しつつ，従来の研究とは異なり，テクスト的機能としてのタクシ

スを，ロシア語のような形態論的な動詞アスペクトの対立（PFV：IPFV）と直接結びつけるのではなく，

アスペクト・テンス体系における意味論的なアスペクト対立（〈PFV：IPFV〉）と関連づけている． 
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考察を通じて，具体的には，主に以下の点を明らかにする． 

 

1) リトアニア語では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

telic : atelic（bounded : nonbounded）〉意味において対立するものであって，ロシア語の

より文法化された，一般アスペクト論の規定する〈perfective : imperfective〉意味にほぼ

相当する，いわゆる perfective：imperfective 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，バルト諸語とスラヴ諸語の

動詞のアスペクト的体系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． 

3) リトアニア語では，ロシア語のような文法的な動詞アスペクトの発達が見られず，その

ために，ロシア語に比べて，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．すなわち，マクロな視点から見れば，ア

スペクトの体系において，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

反比例性が認められる． 

4)  リトアニア語とロシア語は，類型論的には等しい分詞体系をもつ．だが，分詞の時間表

現の基盤となる動詞のアスペクト的な本質的な相違により，対応する分詞形の役割分担

のバランスがずれている．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ると同時に，分詞の役割はより限られている．それに対し，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ロシア語よりも多様で

幅広い時間表現をおこなう． 

5)  リトアニア語の分析的パーフェクト形は，〈状態パーフェクト〉から〈動作パーフェク

ト〉に連なる〈パーフェクト性〉の意味領域の表現において，非パーフェクトの単純

テンス形と緩やかに重なる相補分布をなしている．パーフェクト形は〈限界づけ〉，進

行パーフェクト形は〈限界間づけ〉の局面限定の機能をもち，動詞の〈限界性〉との

結びつきによって，複合的な時間的意味を表すことを特徴とする． 

6)  リトアニア語の習慣過去形は，〈反復性〉から〈習慣性〉に連なる意味領域の表現に

おいて，一般過去形と緩やかに重なる相補分布をなしている．習慣過去形は，動詞の

〈限界性〉との結びつきによって，マクロ場面における〈習慣性〉の意味と，それに

属する個々のミクロ場面におけるアスペクト的対立を複合的に表し分け，さらには一

般過去形が表す過去に先行する遠過去を表すことを特徴とする． 

 

本論文の最終的な目的は，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にある．   
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0.5  リトアニア語のアスペクト研究史 

 さて，本論に入る前に，ここで，リトアニア語のアスペクト研究史を概観しておく必要

があろう．リトアニア語研究の歴史において，アスペクトは比較的新しい研究テーマであ

り，その研究の蓄積もロシア語等のスラヴ諸語に比べればはるかに少ない．ここでは，本

論文の目的から見て重要であると思われる先行研究に的を絞って体系的に記述し，従来の

研究の流れを大まかにつかんでおくことにする． 

リトアニア語の動詞のアスペクト的特性に関する研究は，次の 3 つの段階に大きく分け

られる．以下，通時的な流れに従って，規範文法的記述の段階（0.5.1），形態論的アプロー

チの段階（0.5.2），類型論的・機能主義的アプローチの段階（0.5.3）の順に概説する． 

 

0.5.1  規範文法的記述の段階 

リトアニア語のアスペクトに関する言語学的な記述は，Jablonskis の規範文法（Jablonskis 

1922）に始まる．それ以前に，リトアニア語に関する記述において，アスペクトが動詞の

カテゴリーとして取り上げられたことはなかった．リトアニア語のアスペクト研究で一般

的に用いられる用語，veikslas「アスペクト」，eigos veikslas「経過のアスペクト」，および，

įvykio veikslas「出来事のアスペクト」という用語もまた， Jablonskis の発案である．Jablonskis

は，「アスペクト（veikslas）は，我々がそれによって，動作を進行中のものとして，あるい

は，何らかの形ですでに遂行され，終了したものとして指し示すために用いる，動詞の特

別な形式である」と規定し，「経過のアスペクト（eigos veikslas）の動詞は接頭辞をともな

わずに用いられる」，「出来事のアスペクト（įvykio veikslas）の動詞は，接頭辞をともなっ

て用いられる」と述べている．さらに，「経過のアスペクト」の動詞を「一回的および反復

的アスペクト」に下位分類し，「出来事のアスペクト」は，「点的，始発的，終了的，縮小

的等のアスペクト」にさらに下位分類している．  

筆者の考えでは，Jablonskis および Žiugžda（Žiugžda 1960）ら他の規範文法の著者による

アスペクトに関する記述には，次のような基本的な問題がある．その問題とは，すなわち，

①アスペクトとテンスとの相関性に言及していないこと，および，②接頭辞の有無により

動詞を二分するという形式主義的アプローチに終始し，文の構造の中で成立するそれぞれ

の形式の文法的意味の体系的記述はおこなわれていないこと，という 2 点に集約される．  

他方，形態論的アプローチの段階（0.5.2）の研究者からは，Jablonskis らのアスペクトに

関する記述は，点的，始発的，終了的等の語彙的なアスペクト的意味のレベルを，アスペ

クトという文法的・形態論的カテゴリーのレベルと混同している点が問題であると批判も

されている（Galnaitite [= Galnaitytė] 1963）．だが，この批判は適当ではないと筆者は考える．

というのは，Jablonskis の用語 veikslas をスラヴ諸語の vid，英語の aspect に相当する，文法

的カテゴリーとしての「アスペクト」として採用し，eigos veikslas「経過のアスペクト」を

ロシア語の soveršennyj vid すなわち英語の imperfective aspect，および，įvykio veikslas「出来

事のアスペクト」を nesoveršennyj vid すなわち perfective aspect に相当する用語として定着さ
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せたのは，形態論的アプローチの段階に属する研究者らである．つまり，Jablonskis が実際

にこの veikslas を純粋に文法的なカテゴリーと想定していたとは限らないのである．そもそ

も，規範文法的段階では，語彙的カテゴリーと文法的カテゴリーの厳密な区別はおこなわ

れていなかった． 

 

0.5.2  形態論的アプローチの段階 

さて，形態論的アプローチの段階では，リトアニア語（および他のバルト諸語）の「動

詞アスペクト」は，ロシア語（および他のスラヴ諸語）の動詞アスペクトと同様の文法的・

形態論的カテゴリーであると解釈された．つまり，ロシア語と同様に，リトアニア語では，

アスペクト表示機能をもつ接頭辞・接尾辞によって形成される動詞の対が，perfective：

imperfective の 2 項対立をなし，時間の内部構造に関する文法的意味の区別のために専ら機

能しているという考え方である．このような考え方は，リトアニア本国のリトアニア語ア

スペクト研究（Paulauskas 1958, Galnaitite [= Galnaitytė] 1963, Mustejkis [= Musteikis] 1972，

Paulauskienė 1979 等）にも，国外の研究者による研究にも（Safarewicz 193819，Senn 1949

等）概ね共通して見られ，さらには，ソ連時代に編纂された規範的色彩の濃い科学アカデ

ミーによる文法書（LKG, GLJa）や，独立後にリトアニア語研究所から出版された文法書

（DLKG, LG）においても採用されており，現在まで受け継がれる伝統的かつ正統的な解釈

となっている． 

筆者の考えでは，この段階のリトアニア語アスペクト論における最大の問題は，すでに

Jablonskis によって示されていた動詞のアスペクト的な区別を，ロシア語を始めとするスラ

ヴ諸語のいわゆる perfective：imperfective の動詞アスペクトの対立と同一視したことにある．

だが，この過ちは，おそらく，この段階の研究者は，一般に，通言語的なアスペクト研究

という視点も，一般アスペクト論に関する知識も，十分にもたなかったこと，また，リト

アニア国内の特殊な政治的事情にも起因するものであろうから，一概に彼らに非があると

は言えない．ただし，この段階のリトアニア語のアスペクト研究では，スラヴ諸語の動詞

アスペクト研究への言及は見られるので，旧ソ連のアスペクト研究にみられる類型論的手

法，たとえば，Maslov（1962，1978 等）の卓越した対照アスペクト論的研究の成果が的確

に導入されていない点には疑問が残る．  

また，形態論的アプローチの段階では，概して，①動詞のアスペクト的な対の内容に関

する解釈が正確でなかった，また，②テンス形式そのものがアスペクト的意味を担ってい

るという認識が不足または欠如していた，という理由により，それぞれの研究者が注意深

い分析を試みているにもかかわらず，テンスにおけるアスペクト表現の解釈もまた全体と

して不十分であり，研究者によって著しく見解が異なっている．他方，この段階の目立っ

                                                   

 
19 とくに Safarewicz による論文（Safarewicz 1938）は，最初のリトアニア語のアスペクトを主題とした学

術論文として重要である．ただし，そこでは，動詞のアスペクト的対のみならずテンスをも対象に含め

たアスペクトの議論が試みられているものの，アスペクトとテンスの相関関係への言及はみられない． 
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た成果として挙げられる点は，Dambriūnas（1960）を始めとして，アスペクトとテンス（お

よびヴォイス）の相関性が明示的な問題として意識されたことである．幾つかの重要な問

題を抱えていたものの，この時期の言語学者たちのアスペクトに関する詳細な記述が，機

能主義的アプローチの段階（0.5.3）のための基盤となったことは間違いない． 

 

0.5.3  類型論的・機能主義的アプローチの段階 

形態論的アプローチの段階（0.5.2）での議論が未解決のまま沈静化した後，リトアニア

語のアスペクト研究は長く停滞した（ただし，リトアニア本国では，Paulauskienė（1979）

等のある種権威化した先行研究において解決済の問題とみなされていた）．再びアスペクト

の問題の解決への取り組みが盛んに試みられるようになったのは，1990 年代に入ってから

のことである．この取り組みの中心となっているのは，Geniušienė，Wiemer，Holvoet，Arkadiev，

そして筆者もこれに列するのであるが，基本的に非リトアニア人研究者で，アスペクトに

関するより広範な知識をもつ類型論学者である．形態論的アプローチの段階と異なり，次

の段階の研究者は，現代のアスペクト研究を代表する Comrie，Dahl，Lehmann ら欧米の言

語学者のみならず， Maslov，Nedjalkov，Bondarko，Xrakovskij や Plungian らによるロシア

の機能主義的アスペクト論の影響を大きく受け，彼らの理論を援用している点で共通して

いる． 

この類型論的・機能主義的アプローチの初期段階に属する研究者のうち，ロシアのアス

ペクト研究の成果をリトアニア語研究に導入した Geniušienė の功績はとりわけ大きい．

Nedjalkov とともにサンクトペテルブルク（旧レニングラード）で類型論的研究に従事して

いた Geniušienė は，アスペクト・テンス・ヴォイスの相関性という観点から，国内外で精

力的に研究成果を発表した．リトアニア語のデータを通言語的研究にとって有益な形で提

供することに成功し，結果として，一般言語学研究にも大きく貢献した点は特筆に値する

（Genjušene 1989，1990；Geniušienė 1997；Geniušienė & Nedjalkov 1988）．ただし，リトアニ

ア語のアスペクトに関する解釈そのものについて言えば，Geniušienė の解釈は，形態論的ア

プローチの段階の研究者らとまったく変わりはない．すなわち，「リトアニア語の動詞アス

ペクトは，ロシア語と基本的に同じ特徴をもつ」（Geniušienė 1990）という解釈を堅持して

いるのである．この点で，アスペクト研究史の観点から見れば，Geniušienė の解釈は，(2) の

形態論的アプローチの段階と類型論的・機能主義的アプローチの段階の間の過渡的段階に

置かれよう． 

一方，機能主義的アプローチの段階に属するその他の研究者の見解は，リトアニア語の

動詞のアスペクト的な対は，ロシア語のような発達した文法的カテゴリーとみなすことは

できないではないという点で一致している（松谷［＝櫻井］1995；櫻井 1997；Wiemer 2001；

Kardelis & Wiemer 2003；Holvoet & Čižik 2004；Pakerys & Wiemer 2007；Arkadiev 2008；Sakurai 

2008)．ロシア語との相違を明確にした点では発展があったものの，この段階に属する研究

者らに共通する問題は，リトアニア語のアスペクト体系において固有の特徴をなすものが
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何であるかを，適切に説明できていない点にある．リトアニア語等のバルト諸語のアスペ

クト的な動詞の対の形成法を，ロシア語等のスラヴ諸語と比較してより未発達なものと主

張するものの，内容的（機能意味論的）な面でのバルト諸語とスラヴ諸語の本質的な相違

について，実際的な資料に基づいて実証する試みは，これまで十分になされてきたとは言

い難い． 

 

0.6 理論的枠組み：拡大アスペクト論 

さて，前節（0.5）で言及した従来のリトアニア語のアスペクト研究の問題点は，次の 1) か

ら 4) のようにまとめられよう． 

 

1) ロシア語を理想的なアスペクト言語とみなし，ロシア語を始めとするスラヴ諸語の規範

をバルト諸語に当てはめ，スラヴ諸語との形式的な相違点・共通点を記述することに終

始している．リトアニア語に固有の規範として特徴的なことを明らかにできていない． 

2) アスペクトは，動詞の対の形で表出する形態論的なカテゴリー（本論文の用語法では「動

詞アスペクト」に相当する）として想定されている．アスペクトのその他の表現方法に

ついての考慮が足りない．たとえば，バルト諸語の分詞は，文語・口語の別を問わずき

わめて頻繁に用いられ，時間表現において重要な役割を担っているのにも関わらず，こ

れまでのアスペクト・テンス研究では，殆ど考察の対象とされていない． 

3) ロシア語のいわゆる perfective：imperfective の対のような動詞の明白な 2 項対立をアスペ

クトの規範としているため，中間的あるいは曖昧な例について適切な位置づけができて

いない． 

4) アスペクトのテクスト（あるいは談話）レベルでの分析が不十分である．そのため，言

語の実際的使用における，コンテクストに依存したアスペクト・テンス形式の派生的意

味・機能が捉えられていない． 

 

以上のように，リトアニア語のアスペクトに関する議論は，現在でもなお未解決のまま

残されており，今後新たな展開が待たれることは自明である．そこで，本研究では，新た

に「拡大アスペクト論」の構築を試みる．この「拡大アスペクト論」は，従来のバルト諸

語のアスペクト論とは主に以下の 5)から 7)の点で異なるものとする． 

 

5) 明白な文法カテゴリーとしての動詞のアスペクト的な対のみならず，アスペクト・テン

ス諸形式を中心としたアスペクト的意味の様々な表現方法と，それに緊密に関わる諸現

象を広範に考察する． 

6) アスペクト性の問題に原型 prototype の考えを導入する．すなわち，アスペクト・カテゴ

リーの中には典型的なものから非典型的なものまで様々なレベルの成員が含まれ，両者

の間ははっきりとした境界によって分けられるのではなく連続的な関係にあると考える． 
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7) 要素としての単語ではなく，全体としての文およびテクストを分析の対象とする．形態

よりも意味および機能に重点をおいて分析をおこなう． 

 

5)に関して，具体的には，従来のバルト諸語のアスペクト研究においてあまり取り上げら

れてこなかった，以下の 8)から 10)の問題を取り上げる． 

 

8) アスペクト・テンス形式と動詞の語彙的意味との相関性 

①〈限界性〉に関して：限界 telic 動詞（下位類として，終了的 terminative 動詞，始発的

ingressive 動詞，点的 punctual 動詞）と非限界 atelic 動詞 

②他動性に関して：「相手におよび，かつ，相手に変化を起こす動作を表す」原型的他動

詞（Tsunoda 1985），形式的には直接目的語を取るがこの条件を満たさない非原型的他動

詞，直接目的語を取らない自動詞20 

9) アスペクト・テンス形式と非動詞語彙のアスペクト的状況語との結合性 

①アスペクト的意味をもつ状況語との共起可能性 

点的意味（「突然」，「その瞬間」，「3 時に」），持続的意味（非限界的持続「ずっと」，限界

的持続「3 時から」，「それ以来」），反復的意味（回数「2 回」，規則的頻度「週 2 回」，「毎

日」，不規則的頻度「しばしば」，「時々」），習慣的意味（「いつも」，「常に」），局面的意

味（「まだ」，「もう」，「すでに」）等 

②状況語によるアスペクト的意味の付加・修正の可能性 

 単語レベルではアスペクト的に曖昧な場合に，文レベルである種の状況語（例．非限界

的意味「3 時間」，限界的意味「3 時間で」）が担うアスペクト表現手段としての役割 

10) アスペクト・テンス形式のアスペクト的意味とタクシスの相関性 

アスペクト・テンス形式のアスペクト的意味と，テクストにおける複数の場面間のシンタ

グマティックな時間関係（共起関係／継起関係），すなわちタクシスの相関性 

 

0.7 分析の方法と資料 

本論文では，研究方法として，以下の①②③の 3 つの方法を採用している21． 

①先行研究における資料の参照・分析 

②対訳テクスト parallel texts の観察・分析（同一内容をもつテクストの対照）22 

③ネイティヴ・スピーカーに対するインタヴューおよびアンケート調査 

                                                   

 
20 伝統的なリトアニア語文法を始めとする従来の他動詞と自動詞の定義では，直接目的語（典型的には対

格）を取る動詞は他動詞，取らない動詞は自動詞である．だが，本論文では，アスペクト性と他動性の

関係を適切に解釈するために，Hopper & Thompson (1980) や Tsunoda (1985)の理論を援用し，①他動性を

項構造のみならず意味構造からも捉える，②自動詞と他動詞を二分せず他動性の程度の問題と考える． 
21 ここで挙げている資料収集およびアンケート調査等は，2007～2008 年度日本学術振興会科学研究費補助

金（特別研究員奨励費）の補助を得て，リトアニア語現地で実施したものである． 
22 対訳テクストを用いたバルト諸語の比較対照研究としては，井上による一連の論文（2000a, 2000b, 2001a, 

2001b, 2007 等）が最も重要である． 
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まず，①の方法は，古プロシア語等の死滅語，および，先行研究の豊富なスラヴ諸語と

の比較対照に関してとくに適用した．この分析を通じて，まず，バルト諸語とスラヴ諸語

の比較対照論的観点から，リトアニア語の実態が，大きく通時的・共時的にみてどのよう

に特徴づけられるかを明らかにする．（本文中で扱えなかったものについては，巻末の参考

文献表を参照されたい．） 

②の対訳テクストの分析は，現代リトアニア語とロシア語の同一内容のテクストを主な

対象としている．この対訳テクストの対照分析を通じて，個々の具体的なコンテクストに

おいて，リトアニア語とロシア語ではアスペクト・テンス形式の用い方がどのように異な

り，またどのように似通っているかを丹念に調査した．ここでは，現代文学作品の中でも，

1950 年以降に書かれた小説・物語作品における会話文および地の文（主に 3 人称小説）を

中心に，多様な翻訳作品から用例を収集している．作品の選択にあたっては，本研究はテ

クストのタイプや作品による時間表現の違いを扱うものではないため，過度に技巧的ある

いは個性的な文体のものを避け，主に小中学生を対象とした，会話文を多く含んだ平易な

文体のテクストを中心に選んだ．なお，本論文の中で用いている用例は，基本的に，それ

らの翻訳作品から収集した対訳テクストを分析した上で，本論文筆者とリトアニア語とロ

シア語のネイティヴ・スピーカーが作成したものである．（資料として用いた文学作品の題

目等については，巻末 313—315 頁にまとめた表を参照されたい．） 

③のインタヴューおよびアンケート調査は，リトアニア語のネイティヴ・スピーカーに，

筆者が準備した例文・テクストに対する，文法性・容認度のチェック，および，他の可能

な表現の指摘等を依頼した．準備したアンケートは以下のアンケート[1]および[2]の二種類

である．両者は，回答者であるインフォーマントと調査項目の点で，まったく異なるもの

である． 

 

・アンケート[1]： 

言語学の専門的知識をもつリトアニア人インフォーマント 6 人（大学の教員）に依頼し

ておこなった，より実験的な内容のアンケートである．インフォーマント 6 名の世代別

内訳は，30 代 2 名，40 代 3 名，70 代 1 名である．筆者独自の動詞分類に従って，リト

アニア語の各テンス形式が，どのタイプの動詞の場合に，どのタイプのアスペクト的状

況語との共起が自然であり，どのタイプの動詞の場合に不自然または非文法的であるか

を調査した．調査結果は，第 3 章の本文中で提示する． 

・アンケート[2]： 

基本的な日常会話での各アスペクト・テンス形式の用法を調査するために，言語学的知

識の有無を問わず，様々な年代（10 代～80 代）のリトアニア人インフォーマント 282 人

に依頼しておこなったアンケートである．インフォーマント 282 名の世代別内訳は，10

代 53 名，20 代 35 名，30 代 31 名，40 代 48 名，50 代 34 名，60 代 38 名，70 代 32 名，

80 代 11 名である．アンケートの構成は，リトアニア語の限界／非限界動詞との組み合
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わせの観点から，①一般過去形と習慣過去形（28 問 60 文），②パーフェクト各テンス形

と単純テンス各形（78 問 435 文），③現在形と未来形（35 問 150 文），それぞれの使い分

けに関する質問，および，④その他の質問（31 問 120 文）（計 172 問 765 文）である．

調査結果は，第 5 章と第 6 章の本文中で提示する．  

 

[1]および[2]，いずれのアンケートにおいても，インフォーマントには示された例文につ

いて，容認度を記号によって記入してもらった．また，必要に応じて適宜インタヴューを

おこなった．容認度は，「きわめて自然（++）」，「自然（+）」，「不自然（?）」，「きわめて不

自然（??）」，「容認できない・非文（*）」の 5 段階とした．本文中に示した結果の表中では，

最も多くの回答者によって選択された容認度の回答者数（アンケート[1]）および割合（ア

ンケート[2]）は黄色で示してある．また，インフォーマントに関する質問項目としては，

氏名，生年，年齢の他に，出身地，主な居住地，現在の居住地，両親の出身地とおもな居

住地，職業，他国語の能力（習得度を 4 段階で示す）を尋ね，両親もリトアニア語を母語

としリトアニアに居住する（国外に長期的に生活した経験をもたない）リトアニア人であ

ることを，インフォーマントの条件とした． 

調査地は，ヴィリニュス Vilnius，パネヴェジース Panevėžys，カウナス Kaunas の 3 都市

である（10 頁の地図を参照）．ヴィリニュスはリトアニア共和国の首都であり，パネヴェジ

ースはヴィリニュスの北およそ 145Km，カウナスはヴィリニュスの西およそ 103Kmにある．

これら 3 つの都市はいずれもリトアニアの標準語が話される高地地方に位置しており，若

干の方言差はあるものの，今回の調査内容に関しては大きな相違点は認められなかった．

アンケート回答者の出身地およびおもな居住地は上の調査地に限らないが，標準語と大き

く異なる方言が話されている地方の出身者にはアンケートを依頼していない．方言間の相

違は興味深い問題であるが，この点についてはまた機会を改めて調査することにしたい． 

また，アンケート[2]の結果のうち，本文中（第 5 章および第 6 章）で扱ったデータに関

しては，統計学的有意性の検証をおこなった．本論文では，「統計学的有意性 statistical 

significance」という用語はいわゆる p 値 p-value の意味で用い，p = 0.05 (5%) を有意水準と

みなす．したがって，容認度の相違が p < 0.05 であれば統計学的に有意であると考える．検

証方法としては，まず，文の容認度を比較する表全体における相違の有意性を検証するに

あたり，フリードマン検定 Friedman test を採用した． それによれば，本文中で用いたアン

ケート調査結果を示した表のすべてが統計学的に有意であるという結果がでた（p < 0.001）．

また，表中に示された複数の文の容認度の多重比較に際しては， 2 つの文の容認度の相違

を比較する場合はウィルコクソンの符号順位検定 Wilcoxon signed-rank test を用い，2 つ以上

の文の場合はシェッフェ法 Scheffé’s method を用いて個々の文の容認度の相違の有意性を検

証した．ウィルコクソン検定とシェッフェ法による検証の結果は，それぞれの表の下に付

記してある．この際，p 値が 0.001 よりも小さい場合は p < 0.001 のように示し，それよりも

大きい場合は具体的な数値を示すことにする． 
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本研究では，とりわけ③のインタヴューおよびアンケート調査という実際的・実証的な

研究方法の結果を重視している．それは，何よりもまず，リトアニア本国における伝統的

なリトアニア語研究に顕著な規範主義的傾向が，話し言葉の実態を正確に把握することを

困難にしているからである．リトアニア語の復興と普及を目指して書かれた最初期の規範

文法（Jablonskis 1922）に始まり，現在なお最も権威ある文法とみなされているアカデミー

文法等の記述文法（LKG 1971, GLJa 1985，DLKG 1994, LG 1997）においても，例文は基本

的にすべて著名な文学作品から引用されており，現代の話し言葉のリトアニア語とはかけ

離れた不自然な表現が散見される．一方，外来語や国際語，他言語からの影響が強く感じ

られる要素は，国立リトアニア語委員会によって正式に容認されたもの以外は，言語の乱

れとして排除の対象となり23，言語研究において考察の対象とする価値のないものとみなさ

れる．たとえば，現在多くの言語研究で資料として重用されているコーパスにおいても，

国立リトアニア語委員会によって「間違い」とみなされる語彙や表現は，たとえ話し言葉

で一般的に用いられていようとも，原則として含まれていない． 

このような事情から，本研究でおこなった③のインタヴューおよびアンケート調査では，

インフォーマントに「日常会話で用いている表現を基準に判断する」ことを強く依頼した．

筆者は，この方法により，従来の研究が明らかにしていない，現代リトアニア語の実態を，

より正確に分析することが可能になったと考える．それはまた，筆者の過去の論文も含め，

数少ないネイティヴ・スピーカーの直感に頼りがちであった言語研究の常識に対する問題

提起であると同時に，豊富なデータに統計的処理をおこなうことによって得た結果を理論

化するという，より科学的かつ新規的な言語研究の方法を実践する試みでもある． 

 

  

                                                   

 
23 ここで述べたことに関する詳しい事情については，国立リトアニア語委員会（Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija (VLKK)）のホームページを参照（<http://www.vlkk.lt/>）．リトアニア共和国公用語としてのリト

アニア語の使用のあり方を詳細に規定する「国語法」は，1995 年に議会によって採択された．リトアニ

ア語の保護と管理を主眼としたこの法律の遵守状況については，リトアニア語調査団や自治体の担当官

によって監視されており，容認されていない表現を公的に使用した者は，罰金刑に処されることもある． 
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1.  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 

 

1.1  はじめに 

類型論的観点から見ると，バルト諸語とスラヴ諸語は，アスペクト表示機能を担う接辞

を有し，主に形態論的な手段によりアスペクト・テンス体系を構成するという点において

共通している．まず，例として，同じ内容をもつロシア語とリトアニア語の文を比較して

みよう．例文(1)を参照．  

 

(1) Russ. On     čita-l       knigu,   

     彼は.3M.SG.NOM   読む-PST.M.SG 本を.F.SG.ACC  

kogda   ja      vo-šjo-l        v  komnatu.  

～時   私が.1SG.NOM 入る（PREF-行く）-PST.M.SG ～へ 部屋.F.SG.ACC 

  Lith. Jis      skait-ė       knygą,  

     彼は.3M.SG.NOM   読む-PST.3     本を.F.SG.ACC   

kai      aš      į-ėj-au       į  kambarį. 

～時    私が.1SG.NOM  入る（PREF-行く）-PST.1SG  ～へ 部屋.M.SG.ACC 

「私が部屋へ入ったとき，彼は本を読んでいた．」 

 

本論文で採用している意味論的定義に従って，〈PFV〉をひとまとまりの単一の全体として

の場面の捉え方，〈IPFV〉を内的時間構成をはっきりさせる部分としての場面の捉え方，と

規定すると，例文(1)によって表された「私が部屋へ入った」という場面は〈PFV〉であり，

「彼は本を読んでいた」という場面は〈IPFV〉であると解釈される．このような対立する

アスペクト的意味を表し分けるために，ロシア語とリトアニア語，2 つの言語（ここでは，

現代標準語を指す）はいずれも，動詞のアスペクト的な対，典型的には，無接頭辞・単純

動詞と有接頭辞・複合動詞を用いる．すなわち，〈IPFV〉場面である「（彼は）読んでいた」

は，ロシア語では čital（<čitat’），リトアニア語 skaitė（<skaityti）のように，いずれも無接

頭辞・単純動詞の一般的な過去形によって表される．一方，〈PFV〉場面である「（私が）入

った」は，ロシア語 vo-šjol（<vo-jti），リトアニア語 į-ėjau（<į-eiti）のように，いずれの言

語でも有接頭辞・複合動詞の一般的な過去形によって表される． 

 上のロシア語とリトアニア語の比較対照から分かるように，バルト諸語とスラヴ諸語の

動詞のアスペクト的特性には，一見したところ明らかな共通性がある．だが，テンスとの

関わり方に目を移すと，幾つかの重要な違いがあることが分かる．さらに，次のロシア語

とリトアニア語の訳文を比較してみよう．例文(2)を参照． 

 

(2)  Russ. On       uže   pro-čita-l 

    彼は.3M.SG.NOM   すでに   読み終える（PREF-読む）-PST.M.SG 
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 eti  knigi   i    teper’   zna-et  mnogo 

      これらの 本を.F.PL.ACC そして 今    知っている-PRS.3SG 多く 

o  litovskom jazyke.  

～について リトアニア語.M.SG.LOC 

  Lith.    Jis         jau    [yr-a]  per-skait-ęs 

    彼は.3M.SG.NOM  すでに be-PRS.3 読み終える（PREF-読む）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

     šitas  knygas   ir     dabar  žin-o  daug 

これらの 本を.F.PL.ACC そして  今   知っている-PRS.3 多く 

apie  lietuvių kalbą.  

～について リトアニア語.F.SG.LOC 

「彼はすでにこれらの本を読み終えていて，今ではリトアニア語について多くのこと

を知っている．」 

 

上の例文(2)における「彼はこれらの本を読み終えている」は〈現在パーフェクト present 

perfect〉の意味である．〈パーフェクト〉は，典型的には，ある過去の場面がひきつづき現

在の場面にまで結果・効力を残していることを意味し，先行する時間面と後続する時間面

の関係を表わす，アスペクト・テンス・タクシスすべてにおいて複合的なカテゴリーであ

る．たとえば，「彼は 2 時に本を読み終えた」が単なる過去の〈PFV〉場面であるのに対し，

「彼は本をすでに読み終えている」は〈パーフェクト〉の意味であり，「読み終えた」とい

う過去の〈PFV〉場面と，「読み終えている（「読み終えた」結果，内容を知っている，暇な

状態になっている，疲れている，など）」という現在の〈IPFV〉場面の両方を含意する． 

リトアニア語の「存在・連辞動詞 būti＋形容詞的過去分詞」からなる分析的形式は，パー

フェクト専用の形式である．それに対して，ロシア語はそのような形式をもたず，〈パーフ

ェクト〉の意味は，コンテクストと一般的なテンス形式によって表される．たとえば，例

文(2)に表された，〈パーフェクト〉場面である「（彼は）読み終えている」は，リトアニア

語では有接頭辞動詞の現在パーフェクト形である [yra] per-skaitęs（<per-skaityti），ロシア語

では有接頭辞動詞の一般的な過去形 pro-čital（<pro-čitat’）によって表されているのである． 

さて，従来のバルト・スラヴ諸語の比較研究においては，概して，2 つの語派は，アスペ

クト的な対が動詞のカテゴリーとして発達している点で共通すると考えられてきた（Stang 

1942; Senn 1960; Endzelīns 1971）．「アスペクト」を対の形で現れる動詞のカテゴリーと狭義

に定義した場合，多くのインド・ヨーロッパ諸語はこのカテゴリーをもたないことになる．

一方で，そのような動詞アスペクトの体系を欠く言語は，一般的に，アスペクト表現に用

いられる複雑に発達したテンス形式の体系をもっており，アスペクト的な動詞の対の発達

とテンス形式の簡略化は，比例する形で進行すると考えられている．ロシア語のアスペク

ト・テンス体系の歴史的変遷は，このことを説明するための好例とされてきたのである． 

古代ロシア語においては，複雑なテンス形式と並んで，現代ロシア語ほど明確で首尾一
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貫した区別立てをもつものではないものの，対の形による動詞アスペクトの形成の兆しが

見られた．その後，古い時期のテンス体系が徐々に崩壊するのと時を同じくして，これが，

あらたにアスペクトのカテゴリーとして発達していったとされる．このプロセスは複雑で

あると同時に長期間に渡って続いたが，結局，古い時期のテンス体系は，新しい動詞アス

ペクトの体系に取って代わられた．それは，形式面のみならず，内容面でも多くの点で新

規のものとなり，古態的なテンス形式によってかつて伝えられていた一連の意味が，消失

した形式とともに失われた．新しいアスペクト・テンスのカテゴリーにおいては継承され

なかった意味の一例として，相対的テンス（Comrie（1985）の用語で「絶対的－相対的テ

ンス」）の意味，すなわち，他の過去の時点に先行する過去の時点を意味する大過去の意味

が挙げられる．現代ロシア語の動詞のアスペクト・テンス体系にはこの意味を表す特別な

形式は存在しない．新しい表現形式，すなわち，動詞アスペクトのカテゴリーにおいては，

他の一連の意味が徐々に前面に現れ，さらなる発達を被った．時を経て，ロシア語では，

動詞の形成のプロセスと関係しながら，語彙的な意味が次第に文法化していった．かつて

テンス形式によって伝えられたアスペクト的意味は，様々な語形成的な示し手をもつ動詞

によって伝えられるようになっていった．無接頭辞動詞と有接頭辞動詞の対立（および無

接尾辞動詞と有接尾辞動詞の対立）は，アスペクト的な対立として捉えられるようになっ

ていったのである． 

バルト諸語において，スラヴ諸語のように動詞アスペクトの体系が発達しつつあると仮

定すれば，テンス形式の体系にもスラヴ諸語と同様の簡略化が生じることが予想されるか

もしれない．だが，少なくとも現段階では，バルト諸語にはその兆候は見られない．たと

えば，現代リトアニア語は，古い時期のロシア語に存在した，複合的テンス形式の体系に

似通った形式を，現在に至るまで保っている．すなわち，例文(2)に示したように，リトア

ニア語では，過去において生起した場面が現在に結果状態を残していることを表す〈現在

パーフェクト〉の意味は，一般的な過去形によってのみならず，存在・連辞動詞の現在形

と過去分詞を組み合わせた分析的な形式によって表される．現代リトアニア語では，ロシ

ア語において動詞アスペクトの対を用いて表される意味が，多くの場合に別々のテンス形

式によって表される．リトアニア語にはアスペクト的な動詞の対が存在するが，それは，

ロシア語において観察されるような，明確で首尾一貫した形式的な表現とはなっていない．  

 上のような事情にもかかわらず，従来のバルト諸語の動詞のアスペクト的特性に関する

研究においては，外見的（形態的）な類似性のために，スラヴ諸語の動詞アスペクトと同

一視する見方（同一の用語を使用）や，前者をより未発達なものとする見方が一般的であ

るが，内容的（機能意味論的）な面での両者の本質的な相違についての議論はいまだ不十

分である．よって，本章ではまず，リトアニア語のアスペクト・テンス体系の厳密な議論

に入る前に，よりマクロな視点から，バルト諸語のアスペクト・テンス体系をスラヴ諸語

と比較対照することにする．ここでは，従来の形態重視的なアプローチではなく，形式・

意味・機能という 3 つの関連する観点，さらに，共時態と通時態の両観点を導入して，2 つ
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の語派の基本的な特徴の概説をおこなう．  

 

1.2  接辞による派生的アスペクト：アスペクト的な動詞の対の形成 

 類型論的観点から見れば，リトアニア語等のバルト諸語は，アスペクト的な意味を伝え

る上で，動詞の接頭辞に強く頼っている諸言語に属している．ロシア語等のスラヴ諸語と

同様に，アスペクト表示機能をもつ接頭辞・接尾辞を用いた動詞のアスペクト的な体系の

発達がみられる．ここでは，ロシア語とリトアニア語を例に，バルト諸語とスラヴ諸語の

接辞付加による動詞のアスペクト的な対における相違を概略的にまとめてみよう． 

まず，2 つの言語には，主に表 1 のような，接頭辞・接尾辞により形成されるアスペクト

的な動詞の対がある（櫻井 1999a）24． 

 

表 1-1. ロシア語とリトアニア語のアスペクト的な動詞の対の形態 

 ロシア語 リトアニア語 

①(a)完了・終了 「する」 

  (b)始発    「演奏し始める」 

  (c)時間制限  「少しの間働く」 

  (d)一回・瞬間 「一回キスする」 

②語義の転換   「書き抜く」 

③反復・継続   「複数回書き抜く」 

delat’ － s-delat’ 

igrat’ － za-igrat’ 

rabotat’ － po-rabotat’ 

celovat’ － po-celovat’ 

pisat’ － vy-pisat’ 

vy-pisat’ － vy-pis-yva-t’ 

daryti － pa-daryti 

griežti － už-griežti 

dirbti － pa-dirbėti 

bučiuoti － pa-bučiuoti 

rašyti － iš-rašyti 

iš-rašyti － iš-raš-inė-ti 

  

①（語義が同一の対）と②（語義が異なる対）は，主に（いわゆる PFV 化の）接頭辞の付

加によって形成される対であり，③は，（いわゆる IPFV 化の）接尾辞の付加による対であ

る．これらの対は，ロシア語・リトアニア語いずれの言語のアスペクト研究においても PFV：

IPFV の対と呼ばれ，実際，形態上はよく類似しているが，両者の対の形成には明らかな相

違がある25． 

  ロシア語を始めとするスラヴ諸語の PFV：IPFV の動詞の対は，まず，単純語幹の IPFV

                                                   

 
24 リトアニア語の動詞のアスペクト的特性に関する詳しい議論としては，とくに，Dambriūnas (1959, 1960), 

Galnaitytė (1963, 1966), Safarewicz (1967), Mustejkis [= Musteikis] (1972), Paulauskienė (1979, 1994), Ambrazas 

(1984), Genjušene (1989, 1990), Geniušienė (1997), Wiemer (2001), Kardelis & Wiemer (2003), Holvoet & Čižik 

(2004), Pakerys & Wiemer (2007), Arkadiev (2008, 2009, 2011, 2012)も参照されたい． 
25 リトアニア語とロシア語の動詞のアスペクト的特性における本質的な相違に関しては，Wiemer (2001)に

も詳しく論じられている．さらに，Arkadiev (2008) もまたこの問題を取り上げ，リトアニア語の動詞の

アスペクト的特性を文法的カテゴリーとみなすのは適切ではないと主張している．Wiemer と Arkadiev

の主張は，ロシア語の動詞アスペクトが文法的とみなし得るのは，ロシア語には，PFV／IPFV いずれの

アスペクトの動詞とも規則的に関連する形態統語論的特徴が存在し，異なるアスペクトの動詞の間に文

法的に条件づけられた規則的な相関関係があることを根拠とする点で一致している．「アスペクト的動詞

対」の概念に関する一般的問題に関する議論としては，Plungian (2011: 409–410)を参照．アスペクトとア

スペクト性 aspectuality，あるいは，動作性 actionality の問題については Thelin (1978)，および，Bertinetto 

& Delfitto (2000)を参照． 
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動詞を接頭辞づけによって PFV 化し（①②），明らかに語彙の転換する PFV 動詞（②）は

さらに接尾辞づけによって IPFV 化する（③），という基本的な方法によって形成され，そ

れに，アクセントの位置や接尾辞の異なる対，語根の異なる対も加わって，動詞は一般的

にアスペクトの対をなすようになっている．動詞組織全体を統一するこの PFV：IPFV の対

の内容は，全てのスラヴ諸語において必ずしも完全に一致するわけではなく，実際には言

語によって若干の不一致も見られるのであるが26，このような動詞の接辞による一貫したア

スペクト的対の形成法は，スラヴ諸語に特有のものである． 

 一方，バルト諸語は，接頭辞を用いて〈PFV〉の意味を表す形式を生産し得る，という点

においては，スラヴ諸語と共通している．だが，バルト諸語の対は，基本的にはスラヴ諸

語と同じ方法で形成されるものの，②に属すものが一般的である（例．古プロシア語の laikūt

「もっている」－er-laikūt「受け取る」, dāt「与える，生じさせている」－au-dāt「生じる」）．

また，③はスラヴ諸語のような体系的・生産的な方法を欠いており27，接尾辞づけの代わり

として，接頭辞に近い意味をもつ副詞を動詞に添えるという方法も用いられる（例．ラト

ヴィア語の ie-nest「中へ運ぶ，運び込む」（接頭辞 ie-「中へ」）－nest iekša「中へ運んでい

る，運び込んでいる」（副詞 iekša「中へ」）．バルト諸語では，アスペクト的な接頭辞や接尾

辞は，多くの場合，ある程度動詞の語彙的意味を変更し，いわゆる語彙的アスペクト（別

の用語法で「アクツィオンスアルト」）のグループを形成するが，必ずしも動詞を PFV 化あ

るいは IPFV 化するわけではない． 

さらに，バルト諸語では，本来的な限界動詞，すなわち，限界的な無接頭辞・単純動詞

（例．mirti「死ぬ」）は，基本的に，ロシア語におけるような対（umeret’ (PFV) – umirat’ (IPFV)

「死ぬ」）をなさないことも重要である．バルト諸語では，単純動詞の限界動詞と非限界動

詞の対立は明確に確立されず，〈限界性〉の程度に基づいた連続体 continuum をなしている，

と筆者は考える．形態的な特徴のみに着目すれは，バルト諸語の動詞のアスペクト的な対

は，スラヴ諸語におけるような〈PFV：IPFV〉の文法的対立をもつ動詞の対に類似するよ

うに思われるが，実際にはほとんどの場合が語彙的な対である．バルト諸語では，動詞の

文法的カテゴリーとしてのアスペクトは，いまだ文法化の段階にある，と考えた方が適切

であろう． 

つまり，ロシア語では，動詞は基本的にアスペクト的な対，すなわち，PFV／IPFV 動詞

の対をなして現れ，これが一般アスペクト論の規定する〈PFV：IPFV〉の意味をある程度

充足していると考えられる．それに対し，リトアニア語では，アスペクト的な接頭辞や接

                                                   

 
26 Maslov（1978）によれば，ポーランド語，特にチェコ語とスロヴァキア語（およびザカルパチエ地方の

ウクライナ語諸方言）における PFV 動詞のいわゆる直観的・例示的意味はロシア語，ウクライナ語，ベ

ラルーシ語よりも広く，多様である．Maslov（1978）は，ロシア語の双方向的動作の意味は IPFV 動詞に

よって表されるが，チェコ語ではそのような状況では，通常，PFV 動詞が用いられることを指摘し，ア

スペクト的対立の中和等もスラヴ諸語の言語領域の様々な部分で著しく様々に現れると論じている． 
27 ただし，リトアニア語では，無接頭辞・単純動詞への接尾辞づけという派生法（例．raš-inė-ti「走り書

きする」）について言えば，ロシア語よりもむしろ生産的である (Mustejkis 1972)． 
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尾辞の付加は，多くの場合，動詞の語彙的（辞書的）意味をも変更し，一定の意味特徴を

共有する派生動詞のグループを形成する．リトアニア語で従来，〈PFV：IPFV〉の対立を表

すと見なされている動詞の対の多くは，〈限界的：非限界的〉対と呼ぶべきものであり，限

界動詞と非限界動詞の間は連続的である．従って，リトアニア語の動詞のアスペクト的な

対は，ロシア語のように全体的な 2 項対立はなさず，語彙部門と文法部門の中間にあるカ

テゴリーとして位置づけられる．これと関連して，リトアニア語では，意味論的な〈PFV：

IPFV〉の区別は，ふつう，動詞のアスペクト的意味とテンス形式との組み合わせによって

表し分けられる． 

 インド・ヨーロッパ諸語において広く観察されるアスペクトは，テンス・アスペクト・

ムードが形態論的なレベルで統一された動詞パラダイムに現れるタイプ，および，接辞づ

けによって語彙的なレベルの対を形成するタイプである．これに照らしてみると，ロシア

語を始めとするスラヴ諸語は，生産的・体系的な接辞づけによる動詞アスペクトの対の形

成が，形態論的・文法レベルにまで発達している点が特徴的である．一方，バルト諸語は，

スラヴ諸語ほどではないにしろ，動詞のアスペクト的な 2 項対立の組織化がある程度進行

している一方で，アスペクト表現はテンス形式にも強く依存しており，アスペクトとテン

スの関わりは，きわめて特異で複雑な様相を呈している． 

 だが，先に述べたように，通時的側面に視点を移してみると，古期のスラヴ諸語におい

ては，動詞アスペクトは現代のスラヴ諸語のように発達した体系をなしてはおらず，その

アスペクト的意味の対立も明確ではなかったと考えられている（現代のスラヴ諸語にみら

れる〈PFV〉意味をもたない有接頭辞動詞の多くは，古代教会スラヴ語からの借用語である）．

また，スラヴ諸語派内でも，北スラヴ諸語（東および西方群）は概して南スラヴ諸語より

発達が進んでいるようである．このような事情から考えて，バルト諸語とスラヴ諸語の動

詞のアスペクト的な比較対照は，接辞によってつくられた動詞の対がいかにアスペクトの

意味を発達させてきたか，その道程を推察するための資料を提供することが期待されよう． 

 

1.3  テンス形式における文法的アスペクト：テンスとアスペクトの相関性 

 それでは，ここで，主にテンス形式におけるアスペクト表現に着目して，テンスとアス

ペクトの相関性の点から，バルト諸語とスラヴ諸語を比較対照してみよう．いずれも時間

表現に関わる動詞の文法カテゴリーとして，アスペクトとテンスは密接な関係にあるが，

それらの関係のあり方は，バルト諸語およびスラヴ諸語において，様々に異なっている．

たとえば，リトアニア語とロシア語を比較してみると，テンスに関しては，リトアニア語

はロシア語より豊富な文法的形式をもつ． 

まず，ロシア語のテンス形式は，現在形 pišet（以下，例は「書く」3 人称男性単数形），

過去形 pisal，単純未来形（PFV 動詞の場合）na-pišet，および，英語の be 動詞に相当する存

在・連辞動詞 byt’と不定形から成る複合未来形（IPFV 動詞の場合）budet pisat’，というより

整然としたものである．ソルブ語を除く他の北スラヴ諸語（すなわち東・西スラヴ諸語）
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も基本的にこれに類似する28． 

それに対して，リトアニア語の基本的なテンス形式には，まず，単純テンスとして，現

在形 rašo，一般過去形 rašė，習慣過去形 rašydavo，未来形 rašys がある29．さらに，存在・連

辞動詞 būti と過去能動分詞（過去語幹に語尾-ęs（男性単数），-usi（女性単数），-ę（男性複

数），-usios（女性複数）を付加して形成）から成る，分析的なパーフェクトの各テンス形式，

すなわち，現在／一般過去／習慣過去／未来パーフェクト形 yra / buvo / būdavo / bus rašęs が

ある30．ラトヴィア語のテンス形式は，習慣過去形がみられないことを除いては，リトアニ

ア語と共通している．古プロシア語の動詞組織については，残存する言語資料が限られる

ため不明の点も多いが，2 つのバルト語派の現代語と同様のテンス形式をもっていたことが

推定される（ただし，過去および未来パーフェクト形の存在は，資料上は確認されていな

い）．以下の例(3)～(5)に，ロシア語とリトアニア語の基本的なテンス形式を比較対照してみ

よう． 

 

(3) Russ. piš-et  / pisa-l  /  bud-et pisat’   －   na-piš-et    /    na-pisa-l 

        書く-PRS.3SG / -PST.M.SG / -FUT.3SG            PREF-書く-FUT.3SG / -PST.M.SG 

 （IPFV 動詞 pisat’の現在／過去／未来形） （PFV 動詞 na-pisat’の過去／未来形） 

「書いている／ていた／ているだろう」  「書くだろう／書いた」 

   Lith.  raš-o  /  raš-ė  /  rašy-s  － pa-raš-o / pa-rašy-s / pa-raš-ė 

          書く-PRS.3 / -PST.3 / -FUT.3   PREF-書く-PRS.3 / -FUT.3 / -PST.3 

「書いている／ていた／ているだろう」  「書く（反復的）／書くだろう／書いた」 

(4) Lith. (pa-)rašy-dav-o  

(PREF-)書く-HABIT-PST.3 

「書いたものだった」 

(5) Lith. [yr-a]  / buv-o  / bū-dav-o  / bu-s  (pa-)raš-ęs 

be-PRS.3 / be-PST.3 / -HABIT-PST.3 / -FUT.3   (PREF-)書く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「（すでに）書いている／ていた／ていたものだった／ているだろう」 

                                                   

 
28 ただし，チェコ語などの西スラヴ諸語（文語）ではまれに過去パーフェクトが用いられる．また，東ス

ラヴ諸語の中でもウクライナ語とベラルーシ語の IPFV 動詞の未来形では，英語の have に相当する所有

動詞が助動詞となる．なお，よく知られるように，スラヴ諸語の PFV 動詞と IPFV 動詞の未来形の間の

意味上の相違は，基本的にムード的 modal なものである． 
29 バルト諸語の一般的な過去テンスは，おそらく，形態論的には古い時期のいわゆるアオリスト aorist（定

過去）とインパーフェクト imperfect（未完了過去）に想定される特徴を引き継いでいる．この過去テン

スは，リトアニア語とラトヴィア語の文法書においてはかつて慣習的に「過去 preterit」と呼ばれ，これ

に対して，リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去テンス（本論文の用語で「習慣過去テンス」）を

示すために，「インパーフェクト imperfect」という用語が用いられていた（Senn 1960; Endzlīns 1971）．後

者が，誤解を招く不成功な用語法である点については，第 6 章に詳しく論じる． 
30 なお，リトアニア語にはさらに伝統的に始発的テンスと呼ばれる分析的形式（動詞 būti＋接頭辞 be-を付

加された現在能動分詞）があるが，他のテンス形式に比べて使用頻度が低いため，本章では考察の対象

から外している．このテンス形式については第 5 章で論じる． 
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 バルト諸語とスラヴ諸語のテンスとアスペクトの基本的関係は，主に〈IPFV〉である現

在テンス，〈PFV〉あるいは〈IPFV〉のいずれでもあり得る過去および未来テンスをもつ点

では同じである．だが，最も重要な違いは，バルト諸語には，スラヴ諸語に見られるよう

な一方のアスペクトとしか結びつかないテンス形式がなく，上に挙げたテンス形式は，す

べて基本的に動詞のアスペクト的な制約なく形成されるということである． 

 まず，バルト諸語には，現在形とは別に単純テンスの未来形（接尾辞 -s- をともなう）

があって，アスペクト的な接頭辞は未来を表すためには用いられない．ゆえに，北スラヴ

諸語に観察されるような現在（IPFV 動詞）と未来（PFV 動詞）の間の形態論的な平行性は

見られない．スラヴ諸語では，一般的に，現在形で〈IPFV〉であり得るのは，過去形およ

び未来形でも〈IPFV〉である動詞，すなわち IPFV 動詞であるが，バルト諸語では，若干の

有接頭辞動詞，とくに接頭辞 pa-をともなった動詞（例．リトアニア語の pa-daryti「する」，

pa-rašyti「書く」，ラトヴィア語の. pa-darīt「する」）を除き，一般的に PFV 動詞または双ア

スペクト動詞と呼ばれる動詞は，ふつう一般過去形および未来形では〈PFV〉，現在形では

〈IPFV〉（〈反復性〉や〈習慣性〉のみならず，アクチュアルな actual〈進行性〉も表現可能）

である．以下の例(6)に，ロシア語とリトアニア語の「来る」および「死ぬ」という意味を

もつ動詞の現在／過去／未来形の意味的な対応例を挙げる．例(6)を参照． 

 

(6a) Russ. pri-šjo-l  / pri-d-jot      －  pri-xod-it 

         PREF-行く-PST.M.SG／-FUT.3SG   PREF-通う-PRS.3SG 

（PFV 動詞 pri-jti の過去／未来形）  （IPFV 動詞 pri-xodit’の現在形） 

「来た／来るだろう」（〈PFV〉）      「通って来ている（反復的）」（〈IPFV〉） 

   Lith. at-ėj-o   /  at-ei-s             /       at-ein-a 

        PREF-行く-PST.3／-FUT.3         PREF-行く-PRS.3 

（at-eiti の過去／未来形／現在形） 

「来た／来るだろう」（〈PFV〉）    「通って来ている（反復的）・ 

来るところだ（進行的）」（〈IPFV〉） 

(6b) Russ. umer    /    umr-jot        －   umira-et 

       死ぬ.PST.M.SG／-FUT.3SG        死ぬ-PRS.3SG 

（PFV 動詞 umeret’の過去／未来形）  （IPFV 動詞 umirat’の現在形） 

「死んだ／死ぬだろう」（〈PFV〉）    「死んでいる（反復的）・ 

死につつある（進行的）」（〈IPFV〉） 

   Lith.  mir-ė   /    mir-s              /  miršt-a 

       死ぬ-PST.3／-FUT.3              死ぬ-PRS.3 

（mirti の過去／未来形／現在形） 

   「死んだ／死ぬだろう」（〈PFV〉）    「死んでいる（反復的）・ 

死につつある（進行的）」（〈IPFV〉） 
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 南スラヴ諸語は，動詞の文法構造においては北スラヴ諸語より保守的である．このグル

ープの諸言語には，複合的な未来形31が現在形とは別に存在し，いわゆる PFV／IPFV 動詞

いずれからも形成される．これと関連して，PFV 動詞の非過去形も一次的には未来でなく

現在を表す．その一方で，過去テンスは動詞アスペクトによって基本的に 2 分化されてお

り，アスペクト的に対立するアオリスト aorist（定過去）とインパーフェクト imperfect（未

完了過去）という 2 つの屈折的（総合的）な過去形は，基本的に，前者が PFV 動詞，後者

が IPFV動詞から形成されるのである（例．マケドニア語のPFV動詞のアオリスト形 na-piš-av

「（私は）書き終えた」－IPFV 動詞のインパーフェクト形 piš-ev「（私は）書いていた」）．

このように，あるテンス形式の形成が一方のアスペクトに限定されるということは，動詞

アスペクトがテンス形式を支配するほど発達していることを意味するであろう． 

 また，先に述べたように，バルト諸語には〈パーフェクト〉を表す専用の形式である分

析的なパーフェクト形があるが，ソルブ語を除く北スラヴ諸語にはこれに相当する特別な

テンス形式は一般的に存在しない．チェコ語とポーランド語においては，存在・連辞動詞

をともなうパーフェクトの過去パーフェクト形が残存している一方で，所有動詞と過去受

動分詞からなるパーフェクトが新たに形成されつつあるが，現段階ではいずれも基本的体

系からは外されよう．これらの諸言語では，基本的なテンス形式と動詞のアスペクト的意

味の相関性によって〈パーフェクト〉をも表す．たとえば，次の例が示すように，北スラ

ヴ諸語の一般的な過去形は，コンテクストによっては〈パーフェクト〉の意味を表す．例(7)

を参照． 

 

(7) Russ.  na-pisa-l 

PREF-書く-PST.M.SG 

（PFV 動詞 na-pisat’の過去形） 

   Lith.   pa-raš-ė  /   [yr-a] pa-raš-ęs /  buv-o pa-raš-ęs 

PREF-書く-PST.3 / be-PRS.3 / be-PST.3 PREF-書く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

（pa-rašyti の過去形／現在パーフェクト形／過去パーフェクト形） 

「書き終えた」（〈PFV〉）／「書き終えている／ていた」（〈現在／過去パーフェクト〉） 

 

 現代スラヴ諸語としては例外的に，南スラヴ諸語のマケドニア語とブルガリア語には，

存在・連辞動詞をともなうパーフェクトの各テンス形が存在する．ただし，これらの言語

においては，パーフェクトがいわゆる「推量法 inferential mood」（別の用語で「伝聞法」）の

意味・機能を含みこんでいるため，テンスとアスペクトの関わりはさらに複雑になってい

                                                   

 
31 南スラヴ諸語は不定形を喪失しており，これらの複合未来形は一般的に現在形を助動詞に添えて形成さ

れる（マケドニア語 ḱe＋現在形，ブルガリア語 šte＋現在形）． 
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る．たとえば，ブルガリア語の推量法の pisal「書き終えたらしい／書き終えているらしい

（～ようだ，～そうだ）」は，アオリスト形 pisa「書き終えた」，あるいは，現在パーフェク

ト形 pisal e「書き終えている」の両方に対応する形式であり，インパーフェクト形 pišeše「書

いていた」に対応する推量法の形式は，pišel「書いていたらしい」である． 

 

1.4  アスペクト・テンス体系の史的変化 

さて，ここでアスペクト現象の通時的側面に目を転じてみよう．文法カテゴリーは，通

時的には恒常的な変化を被り，その過程として共時的には常に多義的・多機能的様相を呈

する．ゆえに，各カテゴリーの出現や消失の認定は容易ではないが，本節では，アスペク

トとテンスの相関性という観点から，バルト諸語およびスラヴ諸語のアスペクト・テンス

体系の通時的変遷を概観しておきたい． 

 まず，インド・ヨーロッパ祖語においては，アスペクトはテンスに組み込まれており，

テンスによる基本的な語幹の区別は，現在／アオリスト／パーフェクトの 3 つであったと

推定される．古い時期のアスペクト・テンス体系が時を経て被った変化は，バルト諸語と

スラヴ諸語においてかなり異なる．バルト諸語では，現在／過去／未来の 3 つのテンスに

よって，屈折的な単純テンスの形式が再構成された．この改新的な過去テンスは，形態論

的には，古いアオリストとインパーフェクト，いずれの特徴も保持するものと考えられる．

これに対し，スラヴ諸語では，古い現在とアオリストが継承され，まず，古期の段階では，

基本的な単純テンスの形式として，現在／アオリスト／インパーフェクトを区別した． 

リトアニア語において，接尾辞 -dav- をともない〈習慣性〉を表す新しい屈折的な過去

形が現れたこと，また，バルト諸語全体に用いられる接尾辞 -s- をともなう未来形の存在

は，それを欠いたスラヴ諸語との対応関係をいっそう複雑なものにしている．他方，古い

時期の屈折的なパーフェクトの形式に代わって，存在・連辞動詞と過去分詞の結合による，

新しい分析的な構造が形成されたことは，バルト諸語とスラヴ諸語の間で共通している． 

 さて，その後のスラヴ諸語における，対の形をなした動詞アスペクトの発達とテンスの

諸形式の衰退は，どのように進行したのであろうか．バルト諸語と比較しつつ，スラヴ諸

語のアスペクト・テンス体系を特徴づける大きな変化を，以下の①から④にまとめておき

たい： 

 

①北スラヴ諸語におけるインパーフェクト形とアオリスト形という 2 つの単純過去テンス

の動詞形態の喪失 

②北スラヴ諸語における存在・連辞動詞をともなう分析的な現在パーフェクト形の一般的

な過去形としての再カテゴリー化 

③南スラヴ諸語における存在・連辞動詞をともなうパーフェクトの諸形式の推量法として

の再カテゴリー化 

④北スラヴ諸語における PFV 動詞の非過去形の未来テンス化 
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これらの歴史的変遷過程がいかなるパターンを示し，また，そのような変化が動詞アス

ペクトの発達といかに関連づけられるかということが，ここでは問題となる．一般的に，

動詞のアスペクト的な対の文法化が進むにつれて，アスペクト表現におけるテンス形式の

機能負担量は減少し，また，その意味内容は具体性を失う傾向にある．バルト・スラヴ諸

語を概観すると，動詞アスペクトの発達はテンス形式の簡略化に比例して進行する傾向に

あることが明確になる．それでは，以下，①から④の順に，通時的変化を概説する． 

 

 変化①：後期の古代教会スラヴ語においては，PFV 動詞から形成されたアオリスト形と

現在パーフェクト形（例．アオリスト形の na-pis-axu「（私は）書き終えた」と現在パーフェ

クト形の na-pisa-lu jes-mi），および，IPFV 動詞から形成されたインパーフェクト形と現在

パーフェクト形（インパーフェクト形の piš-āxu「（私は）書いていた」と現在パーフェクト

形の pisa-lu jes-mi）の間の意味と機能における相違は明確ではなく，両者はしばしば置換可

能であった．このパーフェクトとアオリストおよびインパーフェクトの形式の間に見られ

る機能意味論的重複は，後の北スラヴ諸語（ソルブ語を除く）における，アオリストとイ

ンパーフェクトの喪失の，直接的な要因と考えられる．これらのアスペクト的に対立する 2

つの過去テンスの消失は，結果として，動詞アスペクトのさらなる発達（とりわけ接尾辞

による IPFV 化）を促した．現代の北スラヴ諸語においては，かつてアオリストとインパー

フェクトの形式が担っていた意味・機能を，動詞アスペクトの対と一般的な過去形の組み

合わせ（すなわち，PFV／IPFV 動詞の過去形）が補う形になっている． 

 変化②：北スラヴ諸語では，①の変化と関連して，起源的には現在パーフェクトであっ

た分析的な形式が，一般的な過去形として再カテゴリー化された．アオリストとインパー

フェクトが一語の屈折変化による活用の体系であるのに対して，複合的テンスであるパー

フェクトでは，本来，be 動詞に相当する存在・連辞動詞が人称・数・テンスを，過去能動

分詞（いわゆる l-分詞）が性・数を示す．ところが，単なる過去形と化した現代の北スラヴ

諸語の現在パーフェクト形においては，存在・連辞動詞は形態音韻論的に短縮化（例．セ

ルビア・クロアチア語），3 人称においてのみ脱落（チェコ語，スロヴァキア語，ポーラン

ド語），屈折語尾化（ポーランド語），もしくは完全に消失している（ロシア語）．また，未

来パーフェクト形は存在せず，過去パーフェクト形の使用もまれであり（しかも，〈パーフ

ェクト〉の意味は薄まり，相対的テンス（いわゆる「大過去 pluperfect」）として用いられる

ことが多く，パーフェクト・カテゴリーは衰退もしくは崩壊の過程にあるものとみなされ

る．その結果，北スラヴ諸語では，かつてのパーフェクト形の意味・機能は一般的なテン

ス形に包摂された形となっている．これと比較すると，バルト諸語のパーフェクトの各形

式は，〈状態パーフェクト〉（いわゆる「結果相」）から〈動作パーフェクト〉（「本来的パー

フェクト」）を基本とした広い意味領域を表す．それと同時に，存在・連辞動詞によって示

される現在／過去／未来のテンスを揃えており，より発達した状態にある． 



54 

 変化③：南スラヴ諸語のマケドニア語とブルガリア語の動詞組織は，不定形を失ったこ

と以外ではきわめて保守的であり，他のスラヴ諸語が失った，古いアスペクト・システム

に見られるインパーフェクト，アオリスト，過去パーフェクトといった，過去テンスの活

用を保っている．これら 2 つの言語がおそらくトルコ語の影響によって獲得した改新的な

推量法は，形態的には分析的な存在・連辞動詞をともなうパーフェクトを継承している．

このような古いパーフェクトの再カテゴリー化は，南スラヴ諸語においてアオリストとイ

ンパーフェクトが保たれたことと直接関係していると考えられる．②に述べたように，北

スラヴ諸語では，これら 2 つの単純過去テンスの形式を消去することによって，存在・連

辞動詞をともなうパーフェクトの形式との間の機能意味論的な重複を解消したのである．

また，マケドニア語は，さらに新しく所有動詞をともなう分析的なパーフェクトの形式を

獲得した．この所有動詞をともなうパーフェクトの形式は，PFV 動詞からのみ形成され，

本来的な〈パーフェクト〉の意味をもっており，推量法の意味をもつ存在・連辞動詞をと

もなうパーフェクトの形式とは区別して用いられる（例．マケドニア語の所有動詞をとも

なうパーフェクトの現在パーフェクト形 imam na-pišano「（私は）書き終えている」／過去

パーフェクト形 imav na-pišano「書き終えていた」）に対して，推量法の存在・連辞動詞をと

もなうパーフェクトの現在パーフェクト形 sum na-pišal「書き終えているらしい（～ようだ，

～そうだ）」／過去パーフェクト bev na-pišal 「書き終えていたらしい」）．このような発達

の結果として，マケドニア語やブルガリア語のアスペクト・テンス体系は，バルト諸語と

同様に，北スラヴ諸語と比較してはるかに複雑な様相を呈している． 

 変化④：北スラヴ諸語においては，IPFV 動詞の非過去形が現在テンスであるのに対して，

PFV 動詞の非過去形は未来テンスに変化し，新しい複合的な IPFV の未来と対をなしている

32．このアスペクト的な未来形は，すでに古代教会スラヴ語においても観察される（例．古

代教会スラヴ語の IPFV 動詞の現在形 piš-õ「（私は）書いている」に対して，PFV 動詞の未

来形 na-pišõ「書く（だろう）」）．一方，すでに述べたように，バルト諸語には，動詞のアス

ペクト的な制約なく形成される屈折的な未来形（接尾辞 -s- をともなう）が別に用意され

ており，アスペクト的な接頭辞をともなった動詞の現在形は，未来の意味に近づく傾向は

見られるものの，一次的には未来ではなく現在である．この点では，南スラヴ諸語も同様

である．だが，現在とは本質的に IPFV であることを特徴とするテンスであり，これと PFV

アスペクトという組み合わせは本来矛盾するものであるから，PFV 動詞の非過去形が未来

の表現へと発達することは，自然な流れであろう．ゆえに，バルト諸語のように，この発

達が見られないか，もしくはその過程にある言語については，むしろ，動詞アスペクトが

その段階まで発達していないと考えてよいと思われる． 

 

                                                   

 
32 なお，北スラヴ諸語の PFV 動詞の非過去形も，反復的・習慣的意味をともなって，例外的に現在テンス

として使用されることもあるが，これは歴史的発達の名残とみなされる． 
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1.5  動詞アスペクトの発達：語彙的意味の対立から文法的意味の対立へ 

比較対照する中で明らかになる，バルト諸語とスラヴ諸語，2 つの語派の動詞のアスペク

ト的な対の意味論的な相違を，筆者は次のように想定する．ロシア語を始めとするスラヴ

諸語のいわゆる PFV：IPFV 動詞の対は，一般アスペクト論の規定する〈PFV：IPFV〉の意

味をほぼ充足し，より高度に文法化している．それに対し，バルト諸語の動詞のアスペク

ト的な対は，語彙的カテゴリーと文法的カテゴリーの中間に置かれ，これらの諸言語で伝

統的に PFV／IPFV 動詞と呼ばれる対の多くは，実際は，発達した限界的：非限界的 telic：

atelic（bounded：nonbounded；ロシア語の用語で predel’nyj：nepredel’nyj）動詞の対である．

つまり，バルト諸語で PFV とみなされている，接頭辞を付加した動詞は，ふつう，限界

boundary（終了／始発／両側限界）を派生的に与えられた有標の限界動詞であり，また，そ

の有接頭辞・限界動詞に対応するとされる動詞（伝統的な解釈による「IPFV 化」の接尾辞

を付加された動詞，あるいは副詞をともなった動詞）は，非限界動詞である．一方，単純

動詞は，〈限界性〉の点では形態論的に無標であって，本来的な語彙的意味（もちまえの意

味）にしたがって，限界動詞と非限界動詞に分けられる．伝統的に双アスペクトとみなさ

れる動詞は，有接頭辞だが〈限界性〉の程度の低い動詞と，無接頭辞の限界動詞である． 

 しばしば混同されることからも明らかなように，動詞のアスペクト的な対における〈限

界的：非限界的〉対立と〈PFV：IPFV〉対立は，場面の捉え方において連続性があり，そ

れによって歴史上結びつけられている  つまり，〈限界性〉から〈PFV 性〉へ，という史

的展開がもたらされる．ゆえに，共時的には前者は後者の対立の基礎でもあるのだが，両

者は同一ではない．〈PFV 性〉は，〈限界性〉とは異なり，限界の達成・克服（場面の完成）

の意味を含んでいる．スラヴ諸語では，非限界的意味は，IPFV 動詞にのみ現れるが，限界

的意味については，PFV のみならず IPFV 動詞にも現れるのである（たとえば，先に述べた

ように，ロシア語の「死ぬ」という限界的意味をもつ動詞は，IPFV 動詞 umirat’「死につつ

ある」と PFV 動詞 umeret’「死んでしまう」の対をなす．一方，リトアニア語の限界動詞

mirti「死ぬ」には対応する非限界動詞は存在しない．）  

バルト諸語とスラヴ諸語の動詞のアスペクト的な対の意味論的特徴は，ロシア語の高度

に発達した動詞アスペクトをプロトタイプとして，基本的に，次の図 1-1 に示されるような

連続的関係にあると考えられる．  
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図 1-1. バルト諸語とスラヴ諸語における動詞のアスペクト的な対の意味論的連続性 

  〈IPFV〉                                                            〈PFV〉 

   スラヴ諸語 

  バルト諸語 

  IPFV 動詞      ←      非限界動詞      ①    限界動詞    →     PFV 動詞 

  Russ. pisat’               Lith. rašyti              pa-rašyti           na-pisat’ 

                           「書く」      ② 

  IPFV 動詞      ←    非限界動詞       ③    限界動詞        →     PFV 動詞 

  pere-pis-yvat’            per-raš-inėti             per-rašyti              pere-pisat’ 

                       「(複数回)書き直す」      「書き直す」 

                                        （連続的） 

  IPFV 動詞      ←  （非限界動詞なし）④  限界動詞             →     PFV 動詞 

  umirat’                                    mirti                        umeret’ 

                                           「死ぬ」 

 

このような共時的・通言語的パターンから，語彙的意味の対立から文法的意味の対立にい

たる動詞のアスペクト的対の通時的変化の過程を想定することができる．また，インパー

フェクトとアオリスト，パーフェクト等の古いテンス形式が，アスペクト・カテゴリーと

しては衰退してゆく過程も，これとの関連性から捉えられるべきものである．ここでは，

バルト諸語の例はリトアニア語，スラヴ諸語の例はロシア語で示しているが，動詞のアス

ペクト的な対立の体系化の発達度からすれば，古プロシア語，ラトヴィア語はリトアニア

語の前に置かれ，他のスラヴ諸語は，おそらく，古代教会スラヴ語，ソルブ語，南スラヴ

諸語，ソルブ語以外の北スラヴ諸語の順に，リトアニア語とロシア語の間に置かれるであ

ろう（ただし，これらのスラヴ諸語群内の順序については，さらに詳しく比較対照分析を

おこなう必要があることは言うまでもない）． 

 スラヴ諸語の動詞アスペクトの対に共通して，PFV／IPFV 動詞の対の派生関係の 4 つの

レベルが，それぞれの基となる単純動詞をはじめ，〈限界的：非限界的〉意味を両軸としつ

つ，全体として〈PFV：IPFV〉対立に 2 極化していることは，バルト諸語との最も重要な

相違点である．つまり，PFV 動詞では〈限界性〉が〈PFV 性〉に発展している（限界動詞

→PFV 動詞）と同時に，IPFV 動詞には〈非限界性〉に加えて〈限界性〉の意味も含まれて

いる（非限界動詞＋限界動詞→IPFV 動詞）．つまり，スラヴ諸語では，非限界的意味をもつ

動詞は基本的に IPFV 動詞であるが，限界的意味をもつ動詞は PFV／IPFV 動詞のいずれで

もありうるのである． 

一方，③の対が不十分で，限界的な単純動詞を基とする④が対をなさないバルト諸語で

は，限界動詞と非限界動詞の間は全体として連続的で 2 項対立をなさず，①の PFV：IPFV

に近い文法的な対立関係を結ぶ対もみられるものの，多くの対は②のより語彙的なもので
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ある．バルト諸語では文法カテゴリーとしての動詞アスペクトが形成途中にあるものとし

て観察される．ゆえに，文法的な PFV：IPFV の対立の意味・機能は，ふつうテンス形式と

の組み合せに含まれる． 

次に問題となるのは，語彙的意味の対立から文法的意味の対立にいたる動詞のアスペク

ト的対の発達と，並行して起こるテンス形式の簡素化の要因は何であるか，ということで

あろう．それはまず，①文法的意味の対立を最大にし，②体系の単純化・明確化を目指す，

という，通言語的な発達の傾向として説明することが可能である（柴谷 1997）．すなわち，

〈限界的：非限界的〉の対立よりも，〈PFV：IPFV〉の対立は，より明確な意味的対立であ

る．その発達の要因として，文法的意味の対立を最大化にしようとする機能的原理がある

と想定することができる．また，同じ意味領域で複数の形式が用いられる場合，一方が他

方を駆逐し，1 つの意味に 1 つの形式という単純で明確な体系を作り出そうとする変化が，

言語においては様々に観察される．このような体系の変化の原理をもって，動詞アスペク

トの発達と比例して起こるテンス形式の簡素化を理解することができよう．  

 

1.6  アスペクト・テンス体系の共時的分布 

ここで，これまでの分析の結果をふまえて，バルト諸語とスラヴ諸語の時間表現の中枢

にある，動詞のアスペクト的な対とテンス形式から成る基本的アスペクト・テンス体系を，

いくつかの言語の例に基づいて表にまとめ，比較対照してみよう． 

まず，ロシア語では，次のように，アスペクト・カテゴリーが動詞アスペクトにほぼ統

合されている．〈PFV：IPFV〉の意味の対立は，基本的に PFV／IPFV 動詞の対によって表

され，それがテンスに優越している．また，〈パーフェクト〉の意味もまた，専用の形式を

もたず，派生的意味として PFV／IPFV 動詞の意味の中に包含されている． 

 

表 1-2. ロシア語の基本的アスペクト・テンス体系 

            〈パーフェクト〉 

 

   アスペクト 

  テンス 

〈PFV〉 〈IPFV〉 

PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 未来形 複合未来形 

現在             現在形 

過去 過去形 過去形 

 

北スラヴ諸語の諸言語におけるテンスとアスペクトの基本的関係は，ロシア語に類似して

いる．まず，PFV 動詞の非過去形は未来を表し，IPFV 動詞は存在・連辞動詞をともなって

複合的な未来形を形成する．また，ソルブ語を例外として，アオリストとインパーフェク

トは失われている．また，存在・連辞動詞と l-分詞によって構成されたパーフェクトを起源
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とするが，意味上は〈非パーフェクト〉の意味も表すようになった，一般的な過去形が存

在する．これらの言語では，〈パーフェクト〉の意味・機能は，動詞アスペクトと非パーフ

ェクト的なテンス形式の組み合わせに含まれる． 

 ソルブ語のアスペクト・テンス体系は，アオリストとインパーフェクトという 2 つの過

去形，および，パーフェクト形を保っている点で，他の北スラヴ諸語よりも古態的である．

ただし，ソルブ語においては，インパーフェクト形は IPFV 動詞から，アオリスト形は PFV

動詞からのみ形成される． 

 

表 1-3. ソルブ語の基本的アスペクト・テンス体系 

      アスペクト 

 テンス 

〈PFV〉 〈IPFV〉  〈パーフェクト〉 

（存在・連辞動詞＋過去分詞） PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 未来形 複合未来形           

現在           現在形 現在パーフェクト形 

過去 アオリスト形 インパーフェクト形 過去パーフェクト形 

 

 南スラヴ諸語のブルガリア語，マケドニア語，セルビア・クロアチア語は，アオリスト

とインパーフェクトを保っている点で，ソルブ語と共通している．下にマケドニア語の体

系を例として挙げる．北スラヴ諸語（ソルブ語を含む）とこれらの南スラヴ諸語の重要な

違いは，前者においては PFV 動詞の非過去形が未来を表すのに対し，後者は両方のアスペ

クトから形成される複合未来形をもつことである．また，ブルガリア語とマケドニア語は，

存在・連辞動詞をともなうパーフェクトの形式を，推量法として再カテゴリー化している

点が特徴的である．なお，マケドニア語では，新たに形成された所有動詞をともなうパー

フェクトの形式（PFV 動詞からのみ形成）が，本来的な〈パーフェクト性〉を表す． 

 

表 1-4. マケドニア語の基本的アスペクト・テンス体系 

      アスペクト 

 テンス 

〈PFV〉 〈IPFV〉  〈パーフェクト〉 

（所有動詞＋過去分詞） PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 複合未来形 複合未来形           

現在           現在形 現在パーフェクト形 

過去 アオリスト形 インパーフェクト形 過去パーフェクト形 

（※存在・連辞動詞＋過去分詞＝推量法） 

 

 マケドニア語とセルビア・クロアチア語ではインパーフェクト形は IPFV 動詞から，アオ

リスト形は PFV 動詞からのみ形成される．一方，ブルガリア語では，これら 2 つの過去形

は PFV／IPFV いずれの動詞からも形成される点で，古代教会スラヴ語と共通している．ま
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た，古代教会スラヴ語には，バルト諸語と同様に，現在・過去のみならず，未来テンスの

パーフェクト形も存在していた． 

 

表 1-5. 古代教会スラヴ語の基本的アスペクト・テンス体系 

      アスペクト 

 テンス 

〈PFV〉 〈IPFV〉  〈パーフェクト〉 

（存在・連辞動詞＋過去分詞） PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 未来形 複合未来形 未来パーフェクト形 

現在           現在形 現在パーフェクト形 

過去 アオリスト形 インパーフェクト形 過去パーフェクト形 

 

 さて，バルト諸語においては，動詞のアスペクト的な 2 項対立が現代スラヴ諸語のよう

に発達しておらず，アスペクト・テンス体系は動詞アスペクトによって 2 分化されていな

い．ゆえに，アスペクト表現はテンスにより依存し，両者の相関関係はより複雑である．

バルト諸語が，スラヴ諸語では衰退した，パーフェクト専用の形式を保っていることも，

その動詞のアスペクト的体系の未発達さと関係があろう．下にリトアニア語の例を挙げる．

なお，リトアニア語の習慣過去形に相当するテンス形式は他のバルト諸語には存在しない． 

 

表 1-6. リトアニア語の基本的アスペクト・テンス体系 

      アスペクト 

 テンス 

〈PFV〉     〈IPFV〉  〈パーフェクト〉 

（存在・連辞動詞＋過去分詞） 限界動詞 非限界動詞 

未来 未来形         未来形 未来パーフェクト形 

現在          現在形 現在パーフェクト形 

過去 一般過去形         一般過去形 一般過去パーフェクト形 

                                   ＋ 

                        〈習慣性〉 

習慣過去形  習慣過去パーフェクト形 

 

1.7 まとめ 

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． 
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 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． 

さて，今後の予測であるが，バルト諸語において，ロシア語におけるような，機能的に

見ていわば「理想的な」動詞アスペクトの対立の発達が進行する可能性もあれば，まった

く異なった方向へ発達する可能性もあるだろう．いずれにせよ，重要であるのは，そのよ

うな変化の背後にはどのような力が働いているのか，またこれと並行して，テンス形式の

意味・機能は，どのように変化してゆくのか，という問題である．本論文の考察の範囲を

超える大問題ではあるが，少なくとも現段階において解明すべき課題として挙げられる点

は，なぜスラヴ諸語，とりわけロシア語において，動詞アスペクトの対の対立が明確な文

法カテゴリーとして確立するに至ったか，それに対して，なぜバルト諸語では，動詞のア

スペクト的対立が比較的緩やかなままにとどまっているのか，ということである．おそら

く，この事実は，ロシア語における，述語の主語からの相対的独立性の強化，および，そ

れと関わる目的語の比重の増加といった，いわゆる「活格言語 active language」としての発

達と関係があるように思われる．動詞の対による語彙的アスペクトの発達と文法化の進行

には，「活格言語」としての発達の包含現象として，述語が相対的独立性を強めることと関

わりがあるという仮説は，すでに山口（1995）がスラヴ諸語内の動詞アスペクトの発達に

関する論考の中で提示している．では，逆に，ロシア語などスラヴ諸語と比較して，より

「対格言語」としての特徴を強くもつリトアニア語等バルト諸語においても，動詞の対に

よる文法的アスペクトの萌芽ともいうべき語彙的アスペクトの発達が見られるという事実

をどう解釈すべきか．この問題は，やはり，過去数百余年にわたりバルト諸語に強い影響

を与えてきたスラヴ諸語の影響という観点から，かなりの程度説明が可能であろう

（Zinkevičius 1981）．筆者のリトアニア語の拡大アスペクト論の試みが，言語の類型や言語

接触に関わるこれらの重要な問題を解くための一助となることに期待したい． 
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2.  動詞のアスペクト的特性 

 

2.1 はじめに 

本章では，第 1 章でバルト・スラヴ諸語の比較対照論的な観点から概説した，リトアニ

ア語固有の動詞のアスペクト的特性を，ロシア語との類似と差異をもとにより詳しく検討

する．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33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． 

それでは以下，本章では，ロシア語との類似と差異に言及しつつ，2.2 節で不定形を中心

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する．次に 2.3 節でリ

                                                   

 
33 筆者は，「ヴォイス」という用語を広義に用い，伝統的なヴォイス研究では言及されていない使役，再帰，

自発，自他，および，それに関わる格の交替等の現象を広くヴォイスの問題に含める立場を取る．後述

する通り（第 4 章），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（ただし，アカデミー文法では動詞のカテゴリー

として扱われている）．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，存在・連辞動詞 būti「ある，いる，～である」の活用形と，現在／過去受動

分詞を組み合わせた分析的形式によってつくられる．現在／過去受動分詞は，アスペクト的な意味の違

いによって使い分けられる．  
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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する．さらに，

2.4 節では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，その問題点を指摘す

る．最後に，2.5 節で〈限界性〉に基づいたリトアニア語のアスペクト的動詞分類を提案す

る．  

 

2.2  動詞のアスペクト的な対の形式的特徴 

まず，本節では，動詞の基本的な形式である不定形を比較してみよう．ロシア語とリト

アニア語において動詞の不定形は，起源を同じくする接尾辞を語幹に付加して形成される．

ロシア語では，接尾辞 -ti はアクセントのもとでのみ保たれており，アクセントのない場合，

母音は弱化し，不定形の末尾は -t’ のように，軟子音として発音される．リトアニア語では，

原則として，接尾辞 -ti が用いられるが，口語では母音が省かれることもある． 

ロシア語とリトアニア語，いずれの言語においても，動詞は，テンス，人称，数のカテ

ゴリーをもつことで共通している．すべてのこれらのカテゴリーは，動詞の人称形に現れ

る．不定形はこれらのカテゴリーを欠いており，動作を意味する際に，動作と動作者の関

係を表さないという点において，他の動詞形式とは異なっている．アスペクトに関しては，

ロシア語では，人称形と同様に，不定形においても動詞のアスペクト的な対立が観察され

る．リトアニア語にも，形式上は類似した対が存在する． 

ロシア語では，動詞アスペクトの形式的な区別のために，接頭辞・接尾辞づけ，語幹お

よび接尾辞の母音交替，アクセント位置の変化，補充法といった方法が用いられる．最も

一般的に用いられる方法は，接頭辞・接尾辞づけである．リトアニア語でも，接頭辞・接

尾辞づけは，動詞の体系における派生的な要素として非常に広く用いられる．例(1)を参照

されたい．(1a)は無接頭辞・単純動詞に接頭辞を付加することによって形成される対，(1b)

は有接頭辞動詞に接尾辞を付加することによって形成される対の例である．ロシア語に関

しては，(1a)の接頭辞づけは PFV 化，(1b)の接尾辞づけは IPFV 化の方法とみなされる．そ

れぞれに対する，リトアニア語の対応を見てみよう． 

 

(1) a.  Russ.  delat’ (IPFV)  – s-delat’ (PFV)  

Lith.   daryti   –  pa-daryti 

「行う，する」 

Russ.  čitat’ (IPFV)   –   pro-čitat’ (PFV) 

Lith.   skaityti   –  per-skaityti 

「読む」 

b.  Russ.  vy-pisat’ (PFV)  –  vy-pis-yva-t’ (IPFV) 

Lith.  iš-rašyti    –  iš-raš-inė-ti 

「書き抜く」 
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Russ.  vy-krutit’ (PFV)   –  vy-kruč-iva-t’ (IPFV) 

Lith.  iš-sukti    –  iš-suk-inė-ti 

「回して外す」 

 

このように，アスペクト的な対立の表現のために用いられる主な形式的手段は，2 つの言

語において類似しており，単純に不定形だけを観察した場合，これらの形式的手段は 2 つ

の言語で一致しているかに見える．上に挙げた例(1)の対の場合，ロシア語では，PFV 動詞

が接頭辞の付加によって形成される一方，IPFV 動詞が接尾辞づけによって形成されている．

これらのロシア語の動詞の対に対して，リトアニア語でも同様の接頭辞・接尾辞の付加に

よって形成される動詞の対が対応している． 

例(1)のように，一見したところ完全に一致する対においてさえ，2 つの言語の間では根本

的な違いがあるのだが，その問題については後で詳しく論じる（2.3）として，ここでは，2

つの言語間で異なった形式的手段が用いられる例を挙げておこう．次の例(2)の対では，ロ

シア語では，動詞語幹の母音交替によってアスペクト的な対が形成されているのに対し，

リトアニア語でこれに対応するのは，接頭辞・接尾辞の付加によって形成される対である．

例(2a)はリトアニア語では接頭辞づけによって形成される動詞の対，(2b)は接尾辞づけによ

って形成される動詞の対がそれぞれ対応している． 

 

(2) a. Russ.  rešat’ (IPFV)    –  rešit’ (PFV) 

Lith.  spręsti     –  iš-spręsti 

「決める，解く」 

Russ.  vy-ručat’ (IPFV)  –  vy-ručit’ (PFV) 

Lith.  gelbėti     –  iš-gelbėti 

「救い出す」 

b. Russ.  v-ručit’ (PFV)    –  v-ručat’ (IPFV) 

Lith.  į-teikti      –  į-teik-inė-ti 

「授ける」 

Russ. v-ključit’ (PFV)    –  v-ključat’ (IPFV) 

Lith. į-jungti       –  į-jung-inė-ti 

「（スイッチを）つける」 

 

また，ロシア語にはアスペクトの点で対立する動詞の対が存在するのに対し，リトアニ

ア語にはそのような対がなく，ロシア語の PFV／IPFV 動詞に 1 つの動詞が対応する例も，

数多く挙げることができる．例(3)を対照34． 

                                                   

 
34 例(3)に関しては，リトアニア語でも，su-tikti－su-tik-inė-ti，iš-vežti－iš-vež-inė-ti のような動詞の対が存
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(3) Russ.  vs-tretit’ (PFV)    –  vs-trečat’ (IPFV) 

Lith.   su-tikti 

「会う」 

Russ.  vy-vezti (PFV)    –  vy-vozit’ (IPFV) 

Lith.  iš-vežti 

「（乗り物で）運び出す」 

 

よく知られるように，ロシア語を含むスラヴ諸語では，接尾辞の付加による IPFV 化の方

法が，動詞アスペクトの体系において，非常に重要な位置を占めている．ロシア語のアス

ペクト的な対の形成において重要な点は，有接頭辞・PFV 動詞から IPFV 動詞を形成するこ

とが可能なことである．この接尾辞づけによって行われる IPFV 動詞形成，すなわち，IPFV

化のプロセス35によって得られるロシア語の pere-pisat’－pere-pis-yva-t’「書き直す」タイプ

の動詞の対は，従来，「純粋にアスペクト的な対」とみなされてきた36． 

 これに対して，リトアニア語では，限られた動詞にしか類似したプロセスが当てはまら

ない．確かに，リトアニア語においても，ロシア語と同様に，反復を表す接尾辞が非常に

よく用いられる．実際，動詞の接尾辞の形態自体はロシア語よりも豊富なほどである．だ

が，まず，リトアニア語では，多くの接尾辞は有接頭辞動詞よりも無接頭辞動詞に典型的

に付加される点で，ロシア語とは異なっている（Mustejkis 1972）．例(4)を参照． 

 

(4) Russ.  sobirat’ (IPFV) 

Lith.  rinkti, rank-io-ti 

「集める」 

Russ.  streljat’ (IPFV) 

Lith.  šauti, šau-dy-ti 

「撃つ」 

 

また，リトアニア語の一連の接尾辞は，反復的意味のみならず，一定の補足的な意味の

                                                                                                                                                     

 
在すると指摘するインフォーマントもいる．リトアニア語の接尾辞-inė-をともなう反復動詞の生産性は，

世代によって異なり，より若い世代はこれらの動詞を自然に許容するようである．ただし，いずれにせ

よ，これらの反復動詞は，対応するロシア語の IPFV 動詞のように具体的・アクチュアルな進行的場面を

表すことはできず，その使用は比較的まれである． 
35 Isačenko（1960）は，ロシア語，スロヴァキア語，チェコ語における接尾辞づけによる IPFV 動詞の形成

法を概観し，純粋に文法的なアスペクト形成の主要な領域は，スラヴ諸語においては，IPFV 化の定着と

結びついていると述べている． 
36 ただし，ロシア語に関しても，pere-pisat’－pere-pis-yva-t’「書き直す」タイプの動詞の対が「純粋にアス

ペクト的な対」と呼べるかどうかは議論の余地がある．もとより，ロシア語にもアスペクト的な動詞対

の存在を認めない立場もある．たとえば， Arkadiev（2008）や Plungian（2011）は，ある言語の動詞ア

スペクトが文法的であるということは，アスペクト的な動詞対の有無とは関わりがないと主張している． 
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ニュアンスを動詞に与える．このため，リトアニア語で接尾辞のみによって動詞に与えら

れる意味は，ロシア語ではしばしば接頭辞と接尾辞の両方によって複合的に表される．例(5)

は，ロシア語では接頭辞と接尾辞の両方を付加して形成される動詞に対し，リトアニア語

では接尾辞づけのみによって形成される動詞が対応する例である． 

 

(5)  Russ.  čitat’ (IPFV)      –  po-čit-yva-t’ (IPFV) 

Lith.  skaityti     –   skait-inė-ti 

「読む」        「時々・少し読む」 

 

リトアニア語の有接頭辞動詞のうち，接尾辞 -inė- を付加して形成される反復動詞は，アス

ペクト的対立の体系に含まれるとみなされてきた．例(6)を参照． 

 

(6) Russ. pere-pisat’ (PFV)   –  pere-pis-yva-t’ (IPFV) 

Lith. per-rašyti     –  per-raš-inė-ti  

「書き直す」   「繰り返し書き直す」 

 

だが，この形成法がロシア語に比べて生産性の点ではるかに劣ることは，Mustejkis（1972）

によっても指摘されている．また，ロシア語とは異なり，リトアニア語のこのタイプの反

復動詞は，基本的に，非反復的な〈IPFV〉意味，すなわち，〈持続性〉を表すことはできな

い．  

以上のように，リトアニア語では，接尾辞づけのプロセスは，全体として，動詞のアス

ペクト的な対立とは直接的な関わりをもたない．このような形式的な表現手段の不一致に

もかかわらず，伝統的な解釈では，リトアニア語とロシア語のいずれの言語においても同

様に，形態論的カテゴリーとしての動詞アスペクトの存在を認め，古い時期に派生的な方

法であった動詞の接頭辞づけが，現在では，いずれの言語においても〈PFV〉アスペクトの

中心的な表現手段となっていると考えられてきた．このようにリトアニア語とロシア語の

動詞の対を基本的に同一なものであるとする見方が定着したのは，2 つの言語の動詞体系に

おいて，基本的には類似した派生的手段が用いられること，それによって，ある動詞から

異なったアスペクト的意味をもつ別の動詞を形成することができることからであった． 

確かに，ロシア語でもすべての動詞が PFV／IPFV 動詞の対をなすわけではない．また，

PFV 動詞の形成の主要な手段の一つである接頭辞づけは，実際のところ，ロシア語におい

ても，多くの場合，語彙的相違をももたらす．何をアスペクト的な対とみなすべきか，一

つの動詞のアスペクト的な対は，一つの語の文法的な形式（パラダイム）であるのか，そ

れとも，2 つの独立した語（語形成）であるのか，ということは，ロシア語を含むスラヴ諸

語のアスペクト研究においても，いまだ解決されない問題である．だが，筆者の考えると

ころ，リトアニア語との比較において重要な点は，①ロシア語にはアスペクトのカテゴリ
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ーに含まれない動詞は基本的に存在しない，②ロシア語の PFV／IPFV 動詞は，概してテン

スから独立して，それぞれ〈順次性／同時性〉タクシスを表し分ける機能を有している，

という 2 点である．すなわち，ロシア語において動詞アスペクトが文法的カテゴリーであ

ると言えるのは，接頭辞・接尾辞づけによっていわゆる「純粋にアスペクト的な対」が形

成されるか否かという問題ではなく，基本的にほとんどすべての動詞のアスペクト的帰属

が明確であり，そのアスペクト的帰属が動詞の形式全体において共通していること，同時

にそれがタクシスという場面間の時間順的関係を表し分ける機能に直接結びついているた

めである． 

 それに対して，リトアニア語では，ロシア語で動詞アスペクトの対を用いて表される意

味が，多くの場合，テンス形式においてのみ明確に区別される．すなわち，ロシア語の PFV

／IPFV 動詞に確実に対応する形式は，リトアニア語では，多くの場合，動詞のアスペクト

的意味とテンス形式の組み合わせに見出される．リトアニア語では，アスペクトのカテゴ

リーは，ロシア語に見られるような明確で首尾一貫した形式的な表現をもつものではない37．  

このことから，ロシア語の動詞アスペクトはより高度な段階まで文法化が進んでいるのに

対して，リトアニア語ではいまだ発達の過程にあるとみなすことができる．リトアニア語

の動詞の対が，最終的にロシア語のように文法化するとは限らないが，文法的なアスペク

ト形成の手段は，多くの場合，古い派生的な方法が発達して得られるものである．リトア

ニア語とロシア語の個別性と共通性を調べることによって，そのような通時的変遷を共時

的分布の中に見出すことも可能であろう． 

 

2.3  〈PFV：IPFV〉と〈限界的：非限界的〉 

ここで，リトアニア語研究における伝統的な解釈とは異なった，〈限界性〉に基づいたア

スペクト的な動詞分類を提示する前の準備として，本論文の規定による，意味論的な〈PFV：

IPFV〉と〈限界的：非限界的〉の対立の間の相違を明確にしておきたい． 

まず，〈PFV〉と〈IPFV〉は，多くの言語の動詞のアスペクト的な体系において，中心的

な位置を占めている意味の区別であり，各言語の文法にしばしば明示的な形で現れている．

だが，動詞のアスペクト的体系の外的・形式的な側面と比較して，内的・意味論的な側面，

すなわち，〈PFV〉と〈IPFV〉の内容をいかに定義するか，という問題はより複雑で困難な

問題であり，この点についての解釈は研究者の間で一致しない．〈PFV〉の意味に関する代

表的な定義としては，「全一性 totality」，「完成性 completeness」，「本来的な限界の達成

attainment of inherent limit」等が挙げられる．このような定義においては，〈PFV〉は，アス

ペクトの対立における，強く，肯定的で，集中的な項（すなわち，有標である）という点

で，研究者の認識はともかく一致していると言えるだろう．一方，それに対する〈IPFV〉

                                                   

 
37 この点について，たとえば，Safarewicz（1938）は，リトアニア語に関しては，スラヴ諸語に関してする

ように，PFV 動詞あるいは IPFV 動詞について語ることは全く不可能であり，ただ動詞の形式の PFV 的

あるいは IPFV 的用法について語ることができるだけであるという解釈を提示している． 
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の意味の規定は，Comrie（1976）が提示したその下位クラスの分類（表 0-1）に見られるよ

うに，一般的には，〈PFV〉が動作の「全一性」や「完成性」というより明瞭な文法的意味

を基礎とするのに対して，〈IPFV〉はこの意味を欠く（すなわち，無標である）といったよ

うに，消極的に定義される（Isačenko 1960; Maslov 1962, 1984; Rassudova 1968；Dahl 1985; 

Bybee & Dahl 1989 等を参照）38． 

〈PFV〉と〈IPFV〉という 2 つの概念が，ロシア語の動詞アスペクトのカテゴリーの基

礎をなすことは明らかである．だが，そのロシア語においても，アスペクトという同一の

カテゴリーの中にあって，両者がどのように関わり合っているかということは，テンスや

モダリティとも絡み合った複雑な問題である．一般的に言って，〈PFV〉は場面の〈全一性・

完成性〉をはっきり示すのに対し，〈IPFV〉はこの〈全一性・完成性〉という特徴があると

もないとも言わない，ということによって両者は対立すると考えられる．また，ロシア語

では，〈パーフェクト〉の意味は， PFV／IPFV 動詞に包含されている．以下に，ロシア語

の PFV 動詞と IPFV 動詞の基本的なアスペクト的意味を示しつつ，それらの動詞形に対応

するリトアニア語の動詞形の例を示してみよう．まず，ロシア語の PFV 動詞は，基本的な

意味として，〈全一性・完成性〉，〈PFV 反復性〉，〈結果のパーフェクト〉，および，〈例示性〉

等を表す（例文(7)～(10)）．一方，ロシア語の IPFV 動詞は，〈持続性・継続性〉，〈IPFV 反復

性・習慣性〉，〈経験・不定のパーフェクト〉，および，〈恒常性・一般化性〉等を表す（例

文(11)～(14)）． 

 

(I) ロシア語の PFV 動詞のアスペクト的意味とリトアニア語の対応 

〈全一性・完成性〉 

(7) Russ. On   bdrug po-vtori-l   svoj  vopros. 

彼は.3M.SG.NOM   急に PREF-繰り返す-PST.M.SG   自分の 質問を.M.SG.ACC   

Lith. Jis   staiga pa-kartoj-o   savo  klausimą. 

彼は.3M.SG.NOM   急に PREF-繰り返す-PST.3    自分の 質問を.M.SG.ACC   

「彼は急に自分の質問を繰り返した．」 

〈PFV 反復性〉 

(8) Russ. On   tri raza  po-vtori-l   cvoj  vopros. 

彼は.3M.SG.NOM   3 回 PREF-繰り返す-PST.M.SG   自分の 質問を.M.SG.ACC   

Lith. Jis   tris kartus pa-kartoj-o   savo  klausimą. 

彼は.3M.SG.NOM   3 回 PREF-繰り返す-PST.3    自分の 質問を.M.SG.ACC   

「彼は自分の質問を 3 回繰り返した．」 

                                                   

 
38ロシア語の IPFV 動詞の意味領域に関しては，より詳細な分析が示されている．たとえば，Rassudova（1968）

は，ロシア語の IPFV 動詞にとって特徴的な意味をより広範な〈一般化性〉と規定し，その 3 つの基本的

意味として，「具体的・過程的」，「非限界的・一回的」，「一般化的・事実的」意味を挙げている．このよ

うな考え方の影響は，従来のリトアニア語のアスペクト研究，とりわけ，アカデミー文法に明らかに見

て取れる． 
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〈結果のパーフェクト〉 

(9) Russ. On   uže  da-l   ej   knigu. 

彼は.3M.SG.NOM   すでに 与える-PST.M.SG   彼女に.3F.SG.DAT 本を.F.SG.ACC   

Lith.  Jis   jau  {dav-ė / [yr-a] dav-ęs}  

彼は.3M.SG.NOM   すでに 与える-PST.3 / be-PRS.3 与える-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM    

jai   knygą. 

彼女に.3F.SG.DAT 本を.F.SG.ACC   

「彼はすでに彼女に本を与えている．」 

〈例示的意味〉 

(10) Russ.  Esli  vy   ne  po-jm-jote   menja, 

   もし あなたが.2PL.NOM NEG PREF-理解する-FUT.2PL 私を.1SG.ACC 

ja   vsegda  mog-u   po-vtorit’ 

私は.1SG.NOM いつも できる-PRS.1SG PREF-繰り返す.INF 

Lith.  Jeigu  jūs   ne-supra-site   manęs, 

   もし あなたが.2PL.NOM NEG-理解する-FUT.2PL  私を.1SG.GEN 

aš   visada  gal-iu  pa-kartoti. 

私は.1SG.NOM いつも できる-PRS.1SG PREF-繰り返す.INF 

  「もしあなたが私の言うことを理解しないなら，私はいつでもあなたに繰り返して言う

ことができる．」 

 

(II) ロシア語の IPFV 動詞の基本的意味とリトアニア語の対応 

〈持続性・継続性〉 

(11) Russ. On   side-l   u  okna    i  čita-l. 

彼は.3M.SG.NOM   座っている-PST.M.SG ～のそばに  窓 N.SG.GEN そして 読む-PST.M.SG 

Lith. Jis   sėdėj-o   prie  lango    ir  skait-ė. 

 彼は.3M.SG.NOM   座っている-PST.3  ～のそばに 窓.M.SG.GEN そして 読む-PST.3 

  「彼女は窓際に座って読書していた．」 

〈IPFV 反復性・習慣性〉 

(12) Russ. On  inogda  pere-čit-yva-l    

  彼は.3M.SG.NOM 時々 PREF-読む-ITER-PST.M.SG  

tu  knigu. 

その 本を.F.SG.ACC 
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Lith.  Jis   kartais  {per-skait-inėj-o / per-skaity-dav-o} 

  彼は.3M.SG.NOM 時々 PREF-読む-ITER-PST.3 / PREF-読む-HABIT-PST.3  

   tą  knygą 

   その 本を.F.SG.ACC 

  「彼は時々その本を読み返していた．」 

〈経験・不定のパーフェクト〉 

(13) Russ. Vy   čita-li   etu  povest’?  

  あなたは.2PL.NOM 読む-PST.PL この 中編小説を.F.SG.ACC 

V  kakom  žurnale   vy   ejo   

  ～で どのような 雑誌.M.SG.LOC あなたは.2PL.NOM それを.3F.SG.ACC 

čita-li? 

読む-PST.PL 

Lith.  Jūs   {skait-ėte / es-ate   skait-ęs}     

  あなたは.2SG.NOM 読む-PST.2PL / be-PRS.2PL 読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

šitą  apysaką? 

  この 中編小説を.F.SG.ACC 

Kokiame žurnale  jūs   ją   

  どのような 雑誌で.M.SG.LOC あなたは.2PL.NOM それを.3F.SG.ACC 

{skait-ėte / es-ate   skait-ęs}? 

読む-PST.2PL / be-PRS.2PL 読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「あなたはこの中編小説を読んだことがありますか？どの雑誌でそれを読みました

か？」 

〈恒常性・一般化性〉 

(14) Russ. Studenty   čita-jut   knigi. 

  学生たちは.M.PL.NOM 読む-PRS.3PL 本を.F.PL.ACC 

Lith.  Studentai   skait-o  knygas. 

  学生たちは.M.PL.NOM 読む-PRS.3  本を.F.PL.ACC 

  「学生たちは，本を読む．」 

 

 さて，上のようなロシア語の PFV 動詞と IPFV 動詞の個別的意味は，さらに種々のモダ

リティ的な意味のニュアンスをともなう．PFV 動詞の場合，例文(10)で例証した例示的意味

の他，動作実現への志向・期待，可能・不可能，結果の評価などを意味する．一方，IPFV

動詞の場合，動作実現への不志向，禁止・不必要，努力といった意味をともなう．アスペ

クトの区別がこれらのモーダルな意味と関わってくるのは，言語を運用する話者が，言語

外的な現実をいかに捉えるかという問題が，アスペクトの機能に反映されているためであ

る．残念ながら，本論文ではこのようなアスペクトとモダリティの相関性の問題に立ち入
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る余裕をもたないが，いくつかの例を挙げておこう．例文(15)と(16)を参照39． 

 

(III) ロシア語の PFV 動詞のモダリティ的意味とリトアニア語の対応 

〈動作実現への志向〉 

(15)  Russ. Ja   xoč-u   po-smotret’  etot novyj film. 

私は.1SG.NOM ～したい-PRS.1SG PREF-観る.INF この 新しい 映画を.M.SG.ACC 

Lith. Aš   nor-iu   pa-si-žiūrėti40  šį  naują  filmą. 

私は.1SG.NOM ～したい-PRS.1SG PREF-REFL-観る.INF この 新しい 映画を.M.SG.ACC 

  「私はこの新しい映画が観たい．」 

〈可能〉 

(16)  Russ. Čto   ja   mog-u    s-delat’? 

何を.ACC 私は.1SG.NOM ～できる-PRS.1SG  PREF-する.INF 

Lith. Ką   aš   gal-iu    pa-daryti? 

何を.ACC 私は.1SG.NOM ～できる-PRS.1SG  PREF-する.INF 

  「私は何ができますか？」 

 

(IV) ロシア語の IPFV 動詞のモダリティ的意味とリトアニア語の対応 

〈動作実現への不志向〉 

(17)  Russ. Ja   ne  xoč-u   smotret’ etot novyj film. 

私は.1SG.NOM NEG ～したい-PRS.1SG 観る.INF この 新しい 映画を.M.SG.ACC 

Lith.  Aš   ne-nor-iu   žiūrėti  šio naujo filmo. 

私は.1SG.NOM NEG-～したい-PRS.1SG 観る.INF この 新しい 映画を.M.SG.GEN 

  「私はこの新しい映画が観たくない．」 

〈不必要〉 

(18) Russ.  Vy   mož-ete   ničego  ne  delat’  segodnja. 

あなたは.2PL.NOM ～できる-PRS.2PL 何も NEG する.INF 今日 

Lith.   Jūs   gal-ite   šiandien  nieko  ne-daryti. 

あなたは.2PL.NOM ～できる-PRS.2PL 今日 何も NEG-する.INF 

  「あなたは今日は何もしなくてよい．」 

 

                                                   

 
39 例文(15)および(16)におけるように，リトアニア語では，否定の他動詞文において，直接目的語が対格の

代わりに規則的に属格を取る（いわゆる「否定の属格」）．ロシア語でも同様の現象が見られるが，たと

えば，例文(15b)のように，助動詞が否定された場合には不定詞の直接目的語が対格を取る方が自然であ

るなど，リトアニア語におけるほど規則的ではない． 
40 例文(15)では，ロシア語では非再帰動詞，リトアニア語では再帰動詞が用いられている．リトアニア語

ではロシア語に比べて再帰動詞が頻繁に用いられ，また再帰・中動的な用法がよく保たれている．これ

に対して，ロシア語では，再帰動詞の再帰用法が退化し，主な機能は受動へと移行している（櫻井 2012）． 
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以上のように単純に比較してみると，動詞のアスペクト的な対の個別的意味は 2 つの言語

において大よそ共通しており，従来指摘されてきたように，リトアニア語にはロシア語に

はない習慣過去形と分析的パーフェクト形が存在すること以外に，目立った違いはないか

のようである．だが，詳しく分析すると，その他にも重要な違いがあることが分かる． 

ここでは，リトアニア語のアカデミー文法を始めとする従来の研究で，典型的な「PFV／

IPFV 動詞」の対の例の 1 つとみなされてきた，無接頭辞動詞 kelti-s「起きる」と有接頭辞

動詞 at-si-kelti「起きる，起き上がる」を取り上げてみよう．従来，kelti-s は「IPFV 動詞」，

at-si-kelti は「PFV 動詞」とみなされ，ロシア語の対 vstat’（PFV 動詞）– vstavat’（IPFV 動

詞）「起きる」に対応すると考えられてきた．だが，2 つの言語のこれらの対は，次のよう

な点でとくに異なっている：①ロシア語では PFV 動詞 vstat’によってのみ表される〈全一性・

完成性〉，〈PFV 反復性〉，〈動作実現への志向性〉といった意味が，リトアニア語では kelti-s

と at-si-kelti いずれによっても表される（例文(19)～(21)）．②ロシア語で IPFV 動詞によって

のみ表される意味のうち，〈持続性・継続性〉と〈恒常性・一般化性〉は，リトアニア語で

は基本的に kelti-s によってしか表されないが，〈反復性・習慣性〉と〈動作実現への不志向〉

は kelti-s と at-si-kelti いずれによっても表される（例文(22)～(25)）． 

 

(19)  Šiandien jis   {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė}  šeštą valandą. 

今日 彼は.3M.SG.NOM 起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 6 時に 

「今日，彼は 6 時に起きた．」（〈全一性・完成性〉） 

(20)  Šią naktį jis   tris kartus  {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė}. 

今夜   彼は.3M.SG.NOM 3 回  起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 

「今夜，彼は 3 回起きた．」（〈PFV 反復性〉） 

(21)  Ligonis   jau  nor-i   {kelti-s / at-si-kelti}. 

病人は.M.SG.NOM すでに ～したい-PRS.3 起こす-INF-REFL / PREF-REFL-起こす.INF 

  「病人はすでに起きたがっている．」（〈動作実現への志向〉） 

(22)  Kai  aš   atėj-au,   jis   kėl-ė-si. 

～とき  私が.1SG.NOM 来る-PST.1SG 彼は.3M.SG.NOM 起こす-PST.3-REFL 

  「私が来たとき，彼は起きるところだった．」（〈持続性〉） 
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(23)  Jis   kartais  {kėl-ė-si / kel-dav-o-si /  

彼は.3M.SG.NOM 時々 起こす-PST.3-REFL / 起こす-HABIT-PST.3-REFL /  

at-si-kel-dav-o}  šeštą valandą. 

PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3 6 時に 

O  dabar  jis   kartais {kel-ia-si / at-si-kel-ia} 

だが 今 彼は.3M.SG.NOM 時々 起こす-PRS.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PRS.3  

penktą  valandą. 

5 時に 

  「彼は時々6 時に起きたものだ．だが今では，時々5 時に起きる．」（〈反復性・習慣性〉） 

(24)   Studentai   kel-ia-si   vėlai. 

      学生たちは.M.PL.NOM 起こす-PRS.3-REFL 遅く 

  「学生は，遅く起きる．」（〈恒常性・一般化性〉） 

(25)  Ligonis   ne-nor-i    {kelti-s / at-si-kelti}. 

病人は.M.SG.NOM NEG-～したい-PRS.3  起こす.INF-REFL / PREF-REFL-起こす.INF 

  「病人は起きたがってはいない．」（〈動作実現への不志向〉） 

 

このように，リトアニア語の典型的な「PFV／IPFV 動詞」の対とみなされてきた対であっ

ても，具体的に調べてみれば，ロシア語の対とはかなり異なったアスペクト的表現をする

ものもあり，単純に同一視することはできないことが分かる． 

筆者の考えでは，従来の研究におけるように，ロシア語のいわゆる PFV／IPFV 動詞の対

のような動詞の明白な 2 項対立をアスペクトの定義に適用している限り，中間的あるいは

曖昧な動詞の例や，そのような動詞を多くもつ諸言語を適切に位置づけることは不可能で

ある．アスペクト研究の対象は，アスペクトが動詞のカテゴリーとして完全に文法化して

いるロシア語のような言語に限られるわけではない．ゆえに，筆者は，このようなアスペ

クトの問題を適切に解釈するために，〈PFV〉と〈IPFV〉の対立，すなわち，〈PFV：IPFV〉

の解釈の問題に原型 prototype の考えを導入する．すなわち，通言語的に見ても，個別言語

的に見ても，アスペクト・カテゴリーの中には典型的なものから非典型的なものまで様々

なレベルの成員が含まれ，〈PFV：IPFV〉の間は，はっきりとした境界によって分けられる

のではなく連続的な関係にあると考える41． 

筆者は，先述の通り，〈PFV〉の原型をひとまとまりの単一の全体としての場面の捉え方，

〈IPFV〉の原型を内的時間構成をもつ部分あるいは反復としての場面の捉え方と定義する

（0.3.1 を参照）．この〈PFV〉と〈IPFV〉の間は連続的ではっきりした境界はなく，従来考

                                                   

 
41 筆者の原型 prototype の考え方は，Hopper & Thompson (1980) および Tsunoda (1985)の他動性の研究に負

うところが大きい．いずれも，他動性の問題を格構造のみならず意味構造からも見直し，典型的他動詞

と典型的自動詞の間には中間的な動詞が連続して存在しており，はっきりとした境界によって分けられ

るものではないという考え方を提示している．また，他の多くの言語と同様に，リトアニア語において

も他動性とアスペクトは緊密な関係にあることは，すでに詳しく論じている（櫻井 2007；Sakurai 2008）．  
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えられているように明確に二分できるものではないと考える．その上で，原型的な PFV 動

詞の機能意味論的側面を，主に以下の(26)のような基準をもとに規定する． 

 

(26) 原型的な PFV 動詞の機能意味論的特徴 

(a) 過去テンスにおいて，主体または客体における変化をともなう，点的な punctual 場面，

すなわち，出来事 event を表す．一方，現在テンスにおいて，アクチュアル actual な

持続的 durative 場面，すなわち，過程 process や状態 state を表さない． 

(b) 本来の現在テンスと同じ形式において〈未来〉の意味を表す． 

(c) すべての基本的なテンスにおいて，〈順次性〉タクシスを表す． 

 

動詞の意味論的特徴を認定するにあたっては，主に，アスペクト的意味をもつ状況語との

共起性，および，テクストにおけるタクシス的機能との相関性を重視する．原型的な PFV

動詞は，基本的な過去形において，主体または客体における変化を表すと同時に，点的な時

間を表す状況語（例．「突然」，「その瞬間」，「ちょうど 5 分後に」，「きっかり 3 時に」等）

が共起し得る．一方，基本的な現在形（非過去形）において，〈発話時点〉と同時的な時間

を表す状況語（「今」，「現在」）および持続的な時間を表す状況語（「ずっと」，「3 時間」，「1

日中」）が共起しない．このような条件を満たさなければ，たとえ形態論的特徴から PFV 動

詞に分類されている動詞であっても，原型的な PFV 動詞とはみなさない．同様に，PFV 述

語文の原型もまた，上の(1)の条件を満たすものとする．ロシア語のいわゆる PFV 動詞は，

基本的にこの(1) の原型的な PFV 動詞の意味論的な基準のすべてを満たすが，リトアニア

語で伝統的に PFV とみなされた動詞の大半は(1) の条件を一つもみたさず，この基準に従

えば，リトアニア語には原型的な PFV 動詞は皆無である． 

 次に，〈限界的〉と〈非限界的〉意味の区別に目を転じてみよう．〈限界性〉は，序論で述

べたように，Maslov（1948）がアスペクトに関わる動詞の本来的な inherent 語彙的 lexical

意味のうち，もっとも重要な区別の一つとして取り上げて以来，Garey（1957），Comrie（1976）

や Dahl（1981）等の英語で書かれた著作によって一般アスペクト研究に広く普及した概念

である．テンス形式における意味を基準として限界動詞と非限界動詞を区別する方法として

は，Garey（1957）が提案した設問形式のテストがよく知られている．以下の(27)は，Lehman

（1994: 3299）からの引用である（和訳は本論文筆者による）． 

 

(27)  If a participant is engaged in Ving and is interrupted in the course, has he then Ved? If the 

answer is yes, V is atelic, if it is no, V is telic. 

 

ここで，上の(27)の内容と基本的には一致する，Comrie（1976: 44－48）による英語の例

（例文(28)～(31)）を引用しつつ，その〈限界的／非限界的〉意味の区別の説明を大まかに

まとめ，検討してみよう． 
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(28) John is singing. 

  「ジョンが歌っている．」 

(29) John is making a chair. 

  「ジョンがいすを作っている．」 

 

Comrie によれば，(28)は非限界的な場面を表し，(29)は限界的場面を表す．この区別は，次

のテストによって確認することができるという．すなわち，(28)，(29)のような進行形を，

下のそれぞれ(30)，(31)のようなパーフェクト形に変えるのである． 

 

(30) John has sung. 

  「ジョンは（すでに）歌っている（歌ったことがある）．」 

(31) John has made a chair. 

  「ジョンは（すでに）いすを作っている（作り終えている）．」 

 

Comrie によれば，もし先の進行形の意味が後のパーフェクト形の意味をつねに暗示してい

るならば，その場面は非限界的であり，そうでなければ限界的であるという．つまり，(28) 

John is singing は，(30) John has sung の意味を暗示している（あるとき歌っていたならば，

すなわち経験的に歌ったことがあることになる）．したがって，(28)は非限界的場面である．

一方，(29) John is making a chair は，(31) John has made a chair を暗示していない（いすを作

っていたからといって，必ずしもいすを作り上げた（完成した）とは限らない）．したがっ

て，(29)は限界的場面であるということである． 

 上の Comrie の説明では，「場面」という用語が注意深く用いられているものの，その〈限

界的／非限界的〉意味の定義自体は，動詞の語彙的意味の区別により重点をおいていると

言える．もし，場面の〈限界性〉が実際に問題とされているのならば，(30)と(31)の文が表

す場面の〈限界性〉についても言及すべきであろう．だが，その点については言及されて

いない．つまり，この用語法は，語彙的意味の中に目標を含んでいれば限界動詞，含んで

いなければ非限界動詞，というように動詞を分類するというもので，Garey（1957）らによ

る伝統的な〈限界性〉の解釈を基本的には継承している．場面，すなわち，文の述語が表

す意味としての〈限界性〉は，厳密にいえば，問題とされていない．また，〈点的／持続的〉

意味のような他のアスペクト的な語彙的意味に対する，〈限界的／非限界的〉意味の上位性

についても言及していない． 

これに対して，Maslov（1978）や Lehman（1994）は，文法的意味の区別により重点をお

いて，より広義に〈限界的／非限界的〉意味を定義している．まず，Maslov（1978）によ

れば，動詞アスペクトの意味論的な部類における最も重要な区別は，限界動詞と非限界動

詞の区別である．この〈限界性／非限界性〉の意味の区別は，スラヴ諸語のアスペクト研
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究においては本質的に重要である．だが，〈PFV／IPFV〉とは異なり特殊にスラヴ的なもの

ではなく，おそらく世界のすべての言語に見られるものであると，Maslov は指摘している． 

一方，Lehman（1994: 3298）はアスペクト的意味に基づいて述語（述部）の分類を行い，

〈限界的／非限界的〉意味の区別を，次の引用(32)のように規定している．  

 

(32)  A situation is called ‘telic’, if it is bounded at the start or at the end. It is ‘atelic’ if it is open at 

both sides. 

 

また，Lehman は，すでに提示した表 0-2 のように，限界的場面の下位分類として，点的

punctual，始発的 ingressive，終了的 terminative 場面を想定している．他方，非限界的場面の

下位分類として，持続的 durative および脱時間的 atemporal 場面を想定している．この解釈

では，基本的に，動詞の語彙的意味が目標性を含むか否かではなく，述語が表す場面が限

界づけられているか否かを問題にしている． 

筆者の見解では，通言語的にアスペクトの問題を扱い，リトアニア語の動詞のアスペク

ト的な特性を正確に把握するためには，この Lehman による広義の定義の方がより有効であ

る．なぜなら，第 1 章で論じたように，通時的側面と共時的側面の両方から見て，〈限界的：

非限界的〉意味の対立は，一般的に，文法的な〈PFV：IPFV〉意味の対立の基礎をなすも

のである．リトアニア語や古い時期のスラヴ諸語では，実際，動詞のアスペクト的な対の

内容の本質は〈限界的：非限界的〉対立文法的対立への過渡期的段階にあると考えられ，

両者を明確に切り分けることは不可能である． 

それでは，ここで，先に示した Comrie（1976）の例文(28)～(31)に相当するリトアニア語

の例文を見てみよう．これらの例文は，リトアニア語では，基本的に，以下の(28’)から(31’)

のように訳すことができる． 

 

(28’) Jonas          dainuoj-a. 

   ヨーナスは.M.SG.NOM  歌う-PRS.3 

 「ヨーナスは歌っている．」 

(29’) Jonas           dar-o    kėdę. 

    ヨーナスは.M.SG.NOM  作る-PRS.3  いすを.F.SG.ACC 

 「ヨーナスはいすを作っている．」 

(30’) Jonas       {dainav-o / [yr-a]  dainav-ęs}. 

    ヨーナスは.M.SG.NOM    歌う-PST.3  / be-PRS.3 歌う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

 「ヨーナスは歌っていた（すでに）歌っている（歌ったことがある）．」 

(31’) Jonas           {dar-ė / [yr-a] dar-ęs}          kėdę. 

     ヨーナスは.M.SG.NOM   作る-PST.3 / be-PRS.3 作る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM いすを.F.SG.ACC 

 「ヨーナスはいすを作っていた／（すでに）作っている（作ったことがある）．」 
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(31’’) Jonas       {pa-dar-ė / [yr-a] pa-dar-ęs}           

     ヨーナスは.M.SG.NOM    PREF-作る-PST.3 / be-PRS.3 PREF-作る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

kėdę. 

いすを.F..SG.ACC 

 「ヨーナスはいすを作った／（すでに）作り終えている．」 

 

例文(28’)と(29’)では，述語動詞は単純テンスの現在形であり，例文(30’)と(31’)では，非パ

ーフェクトの一般過去形，および，分析的なパーフェクト形，いずれも可能である．例文(28’)

の動詞 dainuoti「歌う」は，パーフェクト形の例文(30’)を暗示するという点では，リトアニ

ア語も英語の場合と同様である．だが，英語とは異なり，リトアニア語の場合，例文(29’)

で用いられる動詞 daryti「作る」もまた，パーフェクト形の例文(31’)を暗示するのである．

動詞 daryti「作る」の一般過去形および分析的パーフェクト形は，例文(31’)のように，「（い

すを）作った・作ってみたことがある」という経験の意味を表す．この例文(31’)は，「作っ

てみたことがあるが，完成しなかった」という可能性も含まれ，限界的な動作の完成をは

っきり意味しない．つまり，英語とは異なり，リトアニア語では，例文(28’)と同様に，例

文 (29’)の場合も，表される場面は，開始点および終結点のいずれも限界づけられていない

ため，非限界的場面であると解釈できる．パーフェクト形によって限界的な動作が完成し

たこと，つまり「いすを作り終えている」ことを確実かつ明確に表すことができるのは，

例文(31’’)のように，リトアニア語では，単純動詞 daryti に接頭辞 pa-を付加した複合動詞

pa-daryti である．つまり，リトアニア語では，いずれも「作る」という共通した語彙的意味

をもつものの， daryti は非限界動詞であり，pa-daryti は限界動詞である点で区別されると解

釈した方が適切である．英語とは異なるリトアニア語の特徴は，〈限界的：非限界的〉意味

の対立は，動詞の本来的な語彙的意味の区別にとどまらず，より文法的な意味の対立に発

達している点にあると言える． 

以上のことから，本論文では，Lehman の解釈を援用し，限界動詞／非限界動詞の機能意

味論的特徴を(32)のように規定する： 

 

(32) 限界動詞／非限界動詞の機能意味論的特徴 

(a) 基本的な現在形において，限界動詞は基本的な過去形および分析的パーフェクト形の

表す意味を含意しないのに対して，非限界動詞はこれを含意する． 

(b) 現在形において，限界動詞と非限界動詞はいずれも〈現在〉の意味を表す． 

(c) 限界動詞は，現在形において〈同時性〉，過去形において〈順次性〉タクシスを表す．

非限界動詞はすべての基本的なテンス形式において〈同時性〉タクシスを表す． 

 

上の(32)の限界動詞の機能意味論的特徴と，先に示した(26)の原型的な PFV 動詞のそれ

との相違点としては，以下の点が重要であると考えられる．すなわち，限界動詞は，基本
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的な過去形において，点的な出来事のみならず，終了的な過程を表すことも可能である．

また，限界動詞は，基本的な現在形（非過去形）において，〈発話時点〉と同時的に生起

するアクチュアルな持続的場面，すなわち，過程や状態を表すことができる．PFV 動詞は

基本的にテンスから独立して〈順次性〉タクシスと結びついているが，限界動詞はテンス

と相関して〈順次性／同時性〉いずれのタクシスをも表し得る． 

このように PFV 動詞と限界動詞の厳密な規定を採用することによって，いずれも接頭

辞づけによって形成され，これまで等しく「PFV 動詞」とみなされてきた，ロシア語の

PFV 動詞とリトアニア語の限界動詞の間の相違を明確にすることができる．すなわち，ロ

シア語の PFV 動詞の多くは，IPFV 動詞ならば現在時を表す現在形（非過去形）において，

〈発話時点〉と同時的な時間を表す状況語および持続的な時間を表す状況語が共起せず，

一般的には未来時を表す．それに対し，リトアニア語の限界動詞は，基本的な現在形にお

いて，上のような状況語と共起して現在時を表すのである．テクスト的機能に関して言え

ば，ロシア語の PFV 動詞は，基本的にテンスとは無関係に〈順次性〉タクシスを表すが，

リトアニア語の限界動詞は現在形では〈同時性〉，過去形では〈順次性〉タクシスを表す

点で前者とは大きく異なっている． 

 

2.4 伝統的なアスペクト的動詞分類 

本論文での分類を提案する前に，アカデミー文法をもとに，伝統的なリトアニア語のア

スペクト的動詞分類を概略的に説明しておく．アカデミー文法では，ロシア語学の分類法

を導入し（ロシア語に訳す場合には同じ用語を使用），いわゆる「PFV 動詞」と「IPFV 動

詞」を区別している42．アカデミー文法によれば，リトアニア語では，接頭辞づけが「PFV

化」の主な手段であり，「IPFV 動詞」は主に無接頭辞動詞であるという．「PFV：IPFV の純

粋なアスペクト対立」が成立している対と解釈されているのは，daryti－pa-daryti「行う」，

vykdyti－į-vykdyti「実行する」といった，単純動詞に pa-を始めとする「PFV 化」の接頭辞

を付加して形成される動詞の対である．だが，そのような「純粋にアスペクト的な対」の

数はわずかで，リトアニア語の多くの動詞は「PFV 意味も IPFV 意味も有する双アスペクト

dual aspect 動詞」であるという．この双アスペクト動詞の特徴は，現在テンスで IPFV，過

去および未来テンスで PFV であると説明されている43． 

                                                   

 
42 序論（とくに 0.3 節と 0.5 節）でも述べたように，リトアニア語のアスペクト研究では，veikslas「アス

ペクト」，eigos veikslas「経過のアスペクト」，および，įvykio veikslas「出来事のアスペクト」という用語

が一般的に用いられる．基本的には eigos veikslas に対する英語訳は IPFV aspect，įvykio veikslas に対して

は PFV aspect（ロシア語訳の場合もこれに相当する用語）が充てられる．リトアニア語のアカデミー文法

における，アスペクトに関わる意味論的な動詞の分類法には，動作動詞，状態動詞，過程動詞の 3 分類

がある．やはりロシア語学の慣例に従って，「動作 action」および「状態 state」という用語は，別の用語

では「動的な場面 dynamic situation」および「静的な場面 static situation」に相当する，広義の用語である． 
43 Musteikis（Mustejkis 1972）は，このタイプのリトアニア語の動詞に関して，原則として対応する IPFV

動詞をもたず，未来形および一般過去形において，ロシア語で PFV 動詞によって伝達される動作を表す

動詞であることにより，条件つきで perfectiva tantum に帰属させることができるとしている．  
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 アカデミー文法におけるアスペクト的動詞分類は，以下の(33)のようにまとめられる．（動

詞の例と分類法は，LKG，GLJa，DLKG，LG で共通している用いられているものを引用す

る．分類番号および和訳は本論文の筆者による．） 

 

(33) アカデミー文法におけるアスペクト的動詞分類 

I．PFV 動詞 

I－1）有接頭辞動詞 

①終了動詞 

at-imti「奪う」，at-laužti「折り取る，引きちぎる」，iš-balti「青ざめる」，pra-žilti「白髪に

なる」，pri-skinti「摘む，引き抜く，引き破る」，pa-daryti「行う」，į-kalbėti「説得する」，

pri-prasti「慣れる」，su-arti「開墾する」，už-augti「成長する」，už-griauti「埋める，ふさぐ」 

②始発動詞 

už-dainuoti「歌い出す」，su-sirgti「病気になる」 

③一回動詞 

nu-girsti「聞きつける」，nu-sigąsti「驚く」，pra-džiugti「喜ぶ」，pa-rodyti「見せる」，pa-bučiuoti

「キスする」，su-blizgėti「ひらめく」，su-skambėti「甲高い音を出す」，už-rikti「叫び出す」，

už-čiaupti「（口を）閉じる」 

I－2）有接尾辞動詞（瞬間動詞） 

šūkt-elė-ti「叫び声を上げる」，trinkt-elė-ti「バンと音を立てる」，žvilgt-erė-ti「一瞥する」 

 

II．双アスペクト動詞 

II－1）無接頭辞動詞 

laimėti「勝つ」，mirti「死ぬ」，rasti「見つける」，gauti「得る，受け取る」，duoti「与える」，

gimti「生まれる」，baigti「終える」，grįžti「帰る，戻る」，likti「残る」，trūkti「破れる」，

vesti「結婚する」，virsti「変わる」，žūti「（事故で）死ぬ」，drožti「削る」 

II－2）有接頭辞動詞（接頭辞が動作の方向を示す動詞） 

at-eiti「来る」，ap-žiūrėti「よく見る」，ati-daryti「開ける」，iš-varyti「追い出す」，nu-lipti

「降りる」，pri-važiuoti「（乗り物で）接近する」，už-mesti「放り投げる」 

 

III．IPFV 動詞 

III－1）無接頭辞動詞 

arti「耕す」，eiti「歩く」，dirbti「働く」，malti「挽く」，laukti「待つ」，pilti「注ぐ」，pinti

「編む」，traukti「引く」，švilpti「口笛を吹く」，vežti「（乗り物で）運ぶ」，žerti「（穀粒，

粉を）まきちらす」 
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III－2）有接頭辞動詞44 

①対応する無接頭辞動詞がない動詞 

pa-sakoti「物語る」，at-gailauti「後悔する，悔いる」，ap-gailestauti「残念に思う」，prieš-tarauti

「反対する」，už-gaulioti「侮辱する」，už-darbiauti「稼ぐ」 

②相互動詞 

su-gyventi「仲良く暮らす」，su-tarti「折り合ってやっていく」，su-tikti「会う」，su-eiti「出

会う，接触する」 

③可能動詞 

pa-joti「乗馬できる」，pa-eiti「歩ける」，pa-skaityti「読める」，į-giedoti「歌える」，nu-sėdėti

「じっとしていられる」 

④接頭辞づけにより語幹と完全に異なった意味を得る動詞 

pa-dėti「助ける」（dėti「置く」），pri-klausyti「依存する，属する」（klausyti「聞く」），ap-s(i)eiti

「なしでやっていく」（eiti「(歩いて)行く」），at-siduoti「微かな香りがする」（duoti「与

える」），už-jausti「同情する」（jausti「感じる」） 

III－3）有接頭辞･有接尾辞動詞（反復動詞） 

at-im-inė-ti「（反復的に）奪っている」，at-leid-inė-ti「解放している」，pa-žeid-inė-ti「破っ

ている」，per-raš-inė-ti「書き直している」，su-pirk-inė-ti「買い占めている」，su-raš-inė-ti

「書き出している」，už-puld-inė-ti「攻撃している」 

 

筆者は，上のようなアカデミー文法によるアスペクト的な動詞分類は，〈限界性〉との関

係に着目することによって，以下のように再解釈できると考える． 

 

i) アカデミー文法を始めとする従来の研究で PFV 動詞に分類されている動詞の大部分は，

有接頭辞・限界動詞である45．有接尾辞・限界動詞も PFV 動詞に分類されている． 

ii) 従来の研究で IPFV 動詞に分類されている動詞の大部分は，無接頭辞・非限界動詞であ

る．有接尾辞・非限界動詞，および，接頭辞が〈限界性〉の意味を動詞に与えない語彙

的な非限界動詞も，IPFV 動詞に分類されている． 

iii) 双アスペクト動詞に分類されているのは，語彙的に〈限界性〉の程度が高い無接頭辞・

限界動詞，および，語彙的に〈限界性〉の程度が低い有接頭辞・限界動詞である． 

 

                                                   

 
44 これは，接頭辞なしでは用いられないか，あるいは，接頭辞が全く異なる意味を動詞に付加するタイプ

の動詞である．従来のリトアニア語アスペクト研究では，ロシア語と同様に，対応する PFV 動詞がない

単一アスペクトの IPFV 動詞（imperfectiva tantum）とみなされてきた．  
45 Maslov（1978）は，筆者同様，リトアニア語でふつう「PFV 動詞」とみなされている有接頭辞動詞は，

有標の限界動詞であるという解釈を提示し，同時に，限界性の表示は，動作の限界，終了，目的，新し

い状態への移行などに対する様々な指示を含んでおり，限界性をスラヴ諸語のいわゆる「完了性

perfectivity」と混同しないよう注意すべきであると指摘している． 
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つまり，リトアニア語のアカデミー文法を始めとする従来の研究において，動詞を PFV 化

あるいは IPFV 化すると考えられている接頭辞や接尾辞は，ある程度，動詞語幹の語彙的意

味も変える．つまり，リトアニア語では，接頭辞・接尾辞づけによって形成されるのは，

多くの場合，（しばしばアクツィオンスアルトと呼ばれる）語彙的アスペクトの相違をもつ，

互いに語彙的に異なる派生動詞なのである．ロシア語の PFV：IPFV 動詞の対などとは異な

り，これらの動詞は，テンスとの相関性においてのみ明確に〈PFV：IPFV〉の対立を表現

する．このようなリトアニア語の実態に照らしてみると，ロシア語の動詞アスペクトを説

明する際に一般的に用いられる「PFV／IPFV 化」の接頭辞あるいは接尾辞，「PFV：IPFV

動詞の対」，「双アスペクト動詞」等の用語を用いて，リトアニア語の動詞アスペクトを特

徴づけ，動詞分類をおこなうことには，やはり問題があることは明らかである． 

具体的に例を挙げながら，上の点を検証してみよう．まず，筆者は，伝統的に IPFV 動詞

と呼ばれてきたリトアニア語の無接頭辞・単純動詞の多く（例．skaityti「読む」，rašyti「書

く」，eiti「行く」，dirbti「働く」）は，典型的には〈持続的 durative〉あるいは〈脱時間的 atemporal〉

意味を表す，本来的な非限界動詞であると考える46．一方，伝統的に PFV 動詞と呼ばれて

きたリトアニア語の有接頭辞動詞の多く（per-skaityti「読み終える，読んでしまう」，pa-rašyti

「書き上げる，書いてしまう）は，形式的に有標の限界動詞であり，典型的には出来事を

表す，〈限界性〉の程度の高い限界動詞である． 

重要なことは，伝統的に「IPFV 動詞」とみなされてきた無接頭辞動詞のグループにおい

て，〈限界性〉の程度は一定ではなく，比較的より〈限界性〉の程度の高い動詞から低い動

詞まで様々なレベルが含まれる連続体をなすということである．中でも，直接目的語や状

況語に限界づけられることなく〈終了的 terminative〉な過程や出来事を表し得る無接頭辞・

単純動詞（例．kelti-s「起きる」，sėsti-s「座る」）は，より〈限界性〉の程度が高い．それ

に対して，典型的には〈持続的 durative〉な過程を表す無接頭辞動詞（例．eiti「行く」，dirbti

「働く」，klausyti「聞く」）や状態を表す単純動詞（例．turėti「持つ」，žinoti「知る」，būti

「ある，いる」）は，より〈限界性〉の程度が低いメンバーである．無接頭辞動詞がより限

界的である場合，それと対をなす伝統的に「PFV 動詞」と呼ばれてきた有接頭辞動詞（例．

at-si-kelti「起きる，起き上がる，起きてしまう」，at-si-sėsti 「座る，座り込む，座ってしま

う」）は，形式的に有標の限界動詞，すなわち，より〈限界性〉を強調された限界動詞であ

る．たとえば，すでに前節（2.3）で例証したように，従来のリトアニア語のアスペクト研

究では，有接頭辞動詞 at-si-kelti「起きる，起き上がる，起きてしまう」と無接頭辞動詞 kelti-s

「起きる」は，典型的な PFV 動詞と IPFV 動詞の対として扱われてきた．だが，実際には，

特殊なコンテクストがない限り，単なる限界的な出来事を表す場合は，無接頭辞動詞 kelti-s

を使用した方が自然である（例．Jis kėlėsi「彼は起きた」）．これらの動詞は「PFV／IPFV 動

                                                   

 
46 ただし，リトアニア語では，非限界動詞も〈終了的 terminative〉な過程を表すことができることに注意

が必要である．そのような意味は，とくに，直接目的語（対格），および（あるいは），限界的意味を表

す状況語をともなって，限界づけられたときに特徴的である (Dahl 1981)． 
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詞」の対などではまったくなく，限界動詞である無接頭辞動詞 kelti-s に接頭辞を付加して

得られる動詞 at-si-kelti はより〈限界性〉を強調された限界動詞であると考えた方が実態に

かなっている． 

また，伝統的に「双アスペクト動詞」と呼ばれる動詞は，主にテンスと相関して〈PFV〉

意味も〈IPFV〉意味も表す動詞である．これは，単なる限界動詞とみなされるべきである

と筆者は考える．これらのうち，有接頭辞動詞（例．at-eiti「来る」，iš-važiuoti「（乗り物で）

出かける，出発する」，už-mesti「放り投げる」）は，形式的に有標の限界動詞である．一方，

単純動詞（例．baigti「終える」，rasti「見つける」，gauti「入手する」，mirti「死ぬ」）は形式

的に無標の本来的な限界動詞である．注意すべきは，これらの単純動詞もまた，接頭辞づ

けられ得ることである（例．pa-baigti「終える，終えてしまう」，su-rasti「見つける，見つ

けてしまう」，nu-mirti「死ぬ，死んでしまう」）．このような有接頭辞動詞においては，接頭

辞は単に動詞の限界的意味を強調・強化するに過ぎず，当然ながら非限界動詞から限界動

詞を形成する機能をもつわけではない． 

さらに，筆者は，接尾辞-inė-をともなういわゆる「反復動詞」を形式的に有標な非限界動

詞とみなす．接尾辞-inė-は，一般的に，最も重要な「IPFV 化の接尾辞」とみなされてきた

が，無接頭辞動詞（例．šok-inė-ti「ぴょんぴょん・繰り返し跳ぶ」，važ-inė-ti「ドライブす

る，繰り返し往復する」），有接頭辞動詞（例．per-raš-inė-ti「繰り返し書き直す」，at-im-inė-ti 

「繰り返し奪う・取り上げる」），いずれに対しても反復的意味を付加するもので，しばし

ば縮約的意味のニュアンスもともなう． 

 結論として，リトアニア語では，文法的な〈PFV／IPFV〉の意味・機能が明確に具現化

するのは，アスペクト・テンス体系においてのみであり，それゆえ，テンス形式はロシア

語に比較してより大きな機能負担量を担っている．実際，この点に関して言えば，従来，

多くの研究者の見解が一致するところであった（たとえば，Dambriūnas 1959, 1960；Galnaitite  

1963；Mustejkis 1972）．しかしながら，それと同時に，ロシア語との類推から，リトアニア

語においても，動詞はいわゆる「PFV 動詞」，「IPFV 動詞」，「双アスペクト動詞」に分類さ

れてきたこと，また，リトアニア語とロシア語の間の最も重要な違いは，リトアニア語で

は「純粋にアスペクト的な対」がきわめて少ないと同時に，多くの「双アスペクト動詞」，

および，アスペクト的な対をなさない「PFV 動詞」と「IPFV 動詞」が存在することである

と主張されてきたこと（Galnaitite 1963）には，疑問に感じざるを得ない． 

 筆者の考えでは，リトアニア語の限界／非限界動詞の対と，ロシア語の PFV／IPFV 動詞

の対は，表面的には類似してはいるが，テンスおよびタクシスとの関係において本質的に

異なるものである．最も重要なことは，リトアニア語の動詞はすべて現在形と未来形をも

つこと，そして，skaityti「読む」のような無接頭辞動詞の現在形への接頭辞づけが未来テン

スを表さない，すなわち，per-skaityti「読み通す，読み終える」のような有接頭辞動詞は現

在テンスをもつ，ということである．この点で，表面的にはよく似ている，ロシア語の

pro-čitat’「読み通す，読み終える」のような PFV 動詞とは異なっている．というのも，ロ
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シア語では，PFV 動詞は基本的に未来テンスをもつが現在テンスをもたないのである．こ

れと関連して，ロシア語の PFV／IPFV 動詞は，典型的には，テンスから独立して〈順次性

／同時性〉タクシスを表し分ける機能をもつのに対して，リトアニア語の限界／非限界動

詞は，直接的にそのようなタクシス的な機能に結びついてはない． 

 換言すれば，ロシア語とは異なり，リトアニア語では〈PFV／IPFV〉の意味論的区別は，

通常は，限界／非限界動詞とテンス形式との相関関係を通じて明確になる，という点が重

要である．リトアニア語では，限界動詞の場合，単純テンスの一般過去形と未来形におい

て〈PFV〉意味を表し（例．一般過去形 jis per-skait-ė「彼は読み終えた」，at-ėj-o「来た」，

mir-ė「死んだ」；未来形 jis per-skaity-s「彼は読み終えるだろう」，at-ei-s「来るだろう」mir-s 

「死ぬだろう」），一方，非限界動詞の場合は，一般過去形と未来形において〈IPFV〉意味

を表す（一般過去形 jis skait-ė 「彼は読んでいた」，ėj-o「行くところだった，通った」；未

来形 jis skaity-s「彼は読んでいるだろう」，ei-s 「行くところだろう，通うだろう」）．それ

に対して，多くの場合，これらの動詞の現在形と習慣過去形は，限界動詞であれ，非限界

動詞であれ，一次的には〈IPFV〉意味を表すのである（例．限界動詞の現在形 jis per-skait-o

「彼は（反復的に）読み通している，読み終えている」，at-ein-a「（反復的に）来ている，

通って来ている」，miršt-a 「（反復的に）死んでいる」，非限界動詞の現在形 jis skait-o「彼

は読んでいる」，ein-a「行くところだ，通っている」；限界動詞の習慣過去形 jis per-skaity-dav-o

「彼は読み通したものだった，読み終えたものだった」，at-ei-dav-o「来たものだった」，

mir-dav-o「死んだものだった」，非限界動詞の習慣過去形 jis skaity-dav-o「彼は読んだものだ

った」，ei-dav-o「行ったものだった」）． 

 

2.5 本論文におけるアスペクト的動詞分類47 

さて，本節では，前節で論じたアカデミー文法におけるアスペクト的動詞分類の問題点

を解決するため，過去の拙論（松谷［＝櫻井］1995；1997，1999a，1999b，2002）で示した

通り，〈限界性〉の意味の有無および程度という観点から動詞分類をおこなう48．以下の(34)

に，接頭辞・接尾辞づけによる限界動詞および非限界動詞の間の派生関係を示しつつ，〈限

界性〉に基づいた動詞分類の概要を示す．(34)に示した動詞分類(a) – (e)は，全体として，文

法的な〈限界的〉意味から〈非限界的〉意味への連続体をなす．すなわち，(a)のタイプは

文法的な限界動詞の典型であり，一方，(e)は非限界動詞の典型である．なお，本論文の分

類(a)と(b1)は，(33)のアカデミー文法の分類では PFV 動詞，また，(b2)と(c)は双アスペクト

dual aspect 動詞，さらに，(d)と(e)は IPFV 動詞に相当する．  

                                                   

 
47 本論文で提示する，リトアニア語の〈限界性〉に基づいたアスペクト的な動詞分類は，基本的には，過

去の拙論（松谷［＝櫻井］1995；櫻井 1997）で提案したものと同じものである．ただし，今回は，第 3

章以降に結果を示したアンケート調査への見通しをもって，これを訂正，補充，精密化している． 
48 Arkadiev（2008，2009，2011，2012）もまた，アカデミー文法に代表される従来のリトアニア語の動詞

のアスペクト的分類法に批判的な態度を取り，「動作性 actionality」という用語を用いてはいるが，基本

的には筆者と同様に〈限界性〉による分類法を提示している． 
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(34) 本論文における〈限界性〉に基づいた動詞分類 

 

(a) 派生的限界動詞（基動詞と語義が同一の動詞）49 

(a)-IT 自動的 intransitive 

・終了的 terminative 

iš-gyti (<gyti) 「（病気や怪我が）回復する，治る」，pra-žilti (<žilti)「白髪になる」， su-pykti 

(<pykti)「怒る」，iš-balti (<balti)「白くなる，（顔色が）青ざめる」，iš-sekti (<sekti)「枯

れる」，iš-džiūti (<džiūti) 「乾く」，su-rūgti (<rūgti)「酸っぱくなる，発酵する」，su-šalti 

(<šalti)「凍る」，at-́aušti (<́aušti)「冷える，冷める」，iš-au͂šti (<au͂šti)「夜が明ける」，su-bręsti 

(<bręsti)「熟す」，už-augti (<augti)「成長する」，nu-skęsti (<skęsti)「沈む」，iš-nykti (<nykti)

「消える」，nu-kristi (<kristi)「落ちる」 

・始発的 ingressive 

su-sirgti (<sirgti)「病気になる」，už-migti (<miegoti)「眠りにつく」 

・点的 punctual（時間制限的および一回的・瞬間） 

pa-galvoti (<galvoti)「しばらく・少し考える」，pa-sėdėti (<sėdėti) 「しばらく・少し座っ

ている」，pa-lyti (<lyti) 「しばらく・少し雨が降る」，pa-šaukti (<šaukti) 「一回叫ぶ」，

pa-eiti (<eiti)「しばらく・少し（歩いて）行く」，pa-važiuoti (<važiuoti)「しばらく・少

し（乗物で）行く」，pa-šokti (<šokti)「しばらく・少し踊る」，pa-tylėti (<tylėti) 「しば

らく・少し黙る」， pastovėti (<stovėti) 「しばらく・少し立っている」， pa-snigti (<snigti) 

「しばらく・少し雪が降る」，pa-būti (<būti) 「しばらく・少しの間ある，いる」， šūk-telė-ti 

(<šūkauti)「一回叫ぶ」 

(a)-T 他動的 transitive 

・終了的 terminative 

    pa-daryti (<daryti)「行う，作る」，pa-laidoti (<laidoti)「埋葬する」，pa-rašyti (<rašyti)「書

く」，į-vykdyti (<vykdyti)「（計画などを）実現する，実行する」，nu-pirkti (<pirkti)「買

う」，pa-puošti (<puošti)「飾り立てる」，iš-gydyti  (<gydyti)「（病人を）治す，全快させ

る」，nu-alinti (<alinti)「衰弱させる，消耗する」，iš-gelbėti (<gelbėti) 「救う」，už-drausti 

(<drausti)「禁止する」，už-pulti (<pulti)「襲う，攻撃する」 

・始発的 ingressive 

už-dainuoti (dainuoti)「歌い始める」，už-griežti (<griežti)「演奏し始める」 

 

 

                                                   

 
49 有接頭辞・限界動詞のみならず，有接尾辞・限界動詞（例．trink-telė-ti「打つ」，žvilg-terė-ti「一瞥する」）

もこれに含む． 
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・点的 punctual（時間制限および一回・瞬間） 

pa-dainuoti (dainuoti) 「しばらく・少し歌う」，pa-laukti (<laukti) 「しばらく・少し待つ」，

pa-žiūrėti (<žiūrėti)「一回見る」，pa-rodyti (<rodyti)「一回見せる，示す」，pa-klausyti 

(<klausyti) 「一回尋ねる」，pa-bučiuoti (<bučiuoti) 「一回キスする」，trink-telė-ti「一回

打つ」，žvilg-terė-ti「一瞥する」 

 

(b) 派生的限界動詞（基動詞と語義が異なる動詞） 

(b1) 接頭辞が結果（状態変化）の意味を含む動詞 

(b1)-IT 自動詞 

pra-rūgti (<rūgti「酸っぱくなる，発酵する」)「（発酵しすぎて）くさる」，per-šalti (<šalti

「凍る」)「風邪ひく」，su-stoti (<stoti「立つ」)「止まる，止む」，pa-bėgti (<bėgti「走る」)

「逃げる，脱走する」，iš-gyventi (<gyventi「生きる」)「生き残る」 

(b1)-T 他動詞 

   į-kalbėti (<kalbėti「話す」)「説得する」，į-rodyti (<rodyti「示す」)「証明する」，per-rašyti 

(<rašyti「書く」)「書き直す」，su-pirkti (<pirkti「買う」)「買い占める」，at-imti (<imti

「取る」)「奪う」，at-laužti (<laužti「割る」)「割り取る」，už-griauti (<griauti「倒す」)

「埋める」， su-rašyti (<rašyti「書く」)「リスト・アップする，リストを書く」，į-jungti 

(<jungti「結びつける」)「（電気などを）つける」，iš-jungti (<jungti「結びつける」)「（電

気などを）消す」，pa-žeisti (<žeisti「傷つける」)「（規則などを）破る」，par-duoti (<duoti

「与える」)「売る」，iš-gerti (<gerti「飲む」)「飲みほす，（酒を）飲む」，ati-daryti (<daryti

「する，作る」)「開ける」，už-daryti (<daryti「する，作る」)「閉める」，nu-pjauti (<pjauti

「切る，刈る」)「切り取る，刈り取る」 

(b2) 接頭辞が方向（位置変化）を表わす動詞 

(b2)-IT 自動詞 

   at-eiti (<eiti「（歩いて）行く」)「（歩いて）来る」，nu-lipti (<lipti「這う」)「（高い所か

ら）降りる」，iš-važiuoti (<važiuoti「（乗物で）行く」)「（乗物で）出発する，去る」， pri-bėgti 

(<bėgti「走って行く」)「走り寄る，駆け寄る」，at-plaukti (<plaukti「泳ぐ，（船で）航

行する」)「泳いで来る，（船で）来る」，iš-lipti (<lipti「這う」)「（乗物から）降りる」，

at-vykti (<vykti「行く」)「やって来る，到着する」 

(b2)-T 他動詞 

iš-varyti (<varyti「追う」)「追い出す」，už-mesti (<mesti「投げる」)「放り投げる」，at-vežti 

(<vežti「（乗物で）運ぶ」)「（乗物で）運んで来る」，į-nešti (<nešti「（歩いて）運ぶ」) 「（歩

いて）運び込む」，nu-vesti (<vesti「（歩いて）連れて行く」)「（歩いて）連れて出かけ

る」，ap-žiūrėti (<žiūrėti「見る」)「見回す」，iš-imti (<imti「取る」)「取り出す」 
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(c) 本来的限界動詞： 

(c)-IT 自動詞 

mirti「死ぬ」，gimti「生まれる」grįžti「戻る」，virsti「変わる」，dingti「消える」，žūti

「（事故で）死ぬ」，likti「残る」，trūkti「破れる」，spėti「間に合う」，tapti「なる」 

(c)-T 他動詞 

  baigti「終える」，pradėti「始める」，rasti「見つける」，gauti「得る，手に入れる」，duoti

「与える」，laimėti「勝つ，勝ち取る」，vesti「（男性が）結婚する，めとる」 

 

(d) 本来的非限界動詞50： 

(d1) 非移動（運搬）動詞 

(d1)-IT 自動詞 

pykti「怒っている」，žilti「白髪になってゆく」，pykti「怒っている」，balti「白くなって

いく，（顔色が）青ざめていく」， sirgti「病んでいる，病気である」，sėdėti「座ってい

る」，lyti「雨が降っている」，šaukti「叫んでいる，呼んでいる」，dirbti「働く」，žaisti

「遊ぶ，演奏する，（スポーツやゲームなど）プレイする」，verkti「泣く」，manyti「思

う」，stovėti「立っている」，gulėti「横たわっている」 

(d1)-T 他動詞 

  daryti「する，作る」，laidoti「埋葬する，葬っている」，rašyti「書く」，vykdyti「（計画

などを）遂行している，おこなう」，pirkti「買う」，dainuoti「歌う」，arti「耕す」，laukti

「待つ」，gerti「飲む」，mušti「叩く」，pinti「編む」，malti「挽く」，pilti「注ぐ」，traukti

「引く」，drožti「削る」，statyti「建てる」，žiūrėti「（意識的に）見る，観る」，matyti「（無

意識的に）見る，見える」，klausyti「（意識的に）聞く，聴く」， girdėti「（無意識的に）

聞く，聞こえる」，klausti「訊ねる（尋ねる）」 

(d2) 移動（運搬）動詞 

(d2)-IT 自動詞 

  eiti「（歩いて）行く」，lipti「降りて行く」，važiuoti「（乗物で）行く」，bėgti「走って行

く」，plaukti「泳いで行く」，skristi「飛んで行く」 

(d2)-T 他動詞 

varyti「追う」，mesti「投げる」，vežti「（乗物で）運ぶ」，nešti「（歩いて）運ぶ」，vesti

「（歩いて）連れて行く」)  

 

 

 

                                                   

 
50 接頭辞が〈限界性〉を与えない有接頭辞・非限界動詞（例．pa-sakoti「語る」，prieš-tarauti「反対する」，

už-darbiauti「稼ぐ」，pa-joti「乗馬できる」）もこれに含む． 
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(e) 派生的非限界動詞（反復動詞）： 

(e)-IT 自動詞 

    at-eid-inė-ti (<at-eiti)「（反復的に）（歩いて）来る」，iš-važ-inė-ti (<iš-važiuoti) 「（反復的

に）（乗物で）出発している，去っている」 

(e)-T 他動詞 

    į-kalb-inė-ti (<į-kalbėti「説得する」)「（反復的に）説得している」， į-rod-inė-ti (<į-rodyti

「証明する」)「（反復的に）証明している」，per-raš-inė-ti (<per-rašyti「書き直す」)「書

き直している」，su-pirk-inė-ti (<su-pirkti) 「（反復的に）買い占めている」，at-im-inė-ti 

(<at-imti) 「（反復的に）奪っている」，at-leid-inė-ti (<at-leisti)「（反復的に）解放してい

る，解雇している」，pa-žeid-inė-ti (<pa-žeisti)「（反復的に）（規則などを）破っている」，

su-raš-inė-ti (<su-rašyti)「（反復的に）リスト・アップしている，リストを書いている」，

už-puld-inė-ti (<už-pulti)「（反復的に）襲っている，攻撃している」 
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3.  アスペクト・テンス体系 

 

3.1 はじめに 

本章では，ロシア語との類似と差異に言及しつつ，リトアニア語の動詞のアスペクト的

特性と各テンスの意味との間の相関関係を分析し，全体としてアスペクト・テンス体系と

して提示し，タクシス的機能との相関性を明らかにする．まずはじめに，本節では，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ておきたい． 

まず，ロシア語のテンスには現在・過去・未来の 3 つがある．主語と文法的に一致する

語尾変化のパターンによれば，現在・未来テンスには人称と数に応じて 6 種類の語尾（1・

2・3 人称の単数・複数各形）があるのに対して，過去テンスには性と数に応じて 4 種類の

語尾（男性・女性・中性の単数各形と複数形）がある．ロシア語の動詞には，不定形語幹，

現在語幹，過去語幹という 3 種類の語幹があり，現在形は現在語幹，過去形は過去語幹か

ら作られる．未来形には動詞のアスペクト的帰属によって異なる 2 種類がある．すなわち，

PFV 動詞には本来の現在形が意味的には未来を表すようになった単純未来形，IPFV 動詞に

は存在・連辞動詞 byt’の未来形に不定形を添えて作られる複合未来形がある．ロシア語の

IPFV 動詞の現在形は表 3-1 と例文(1)，PFV 動詞の未来形は表 3-2 と例文(2)，PFV 動詞の未

来形は表 3-3 と例文(3)，PFV／IPFV 動詞の過去形は表 3-4 と例文(4)を参照． 

 

表 3-1. ロシア語の現在形 

例．čitat’「読む，読んでいる」（IPFV 動詞） 

 単数 複数 

1 人称 čita-ju čita-em 

2 人称 čita-eš’ čita-ete 

3 人称 čita-et čita-jut 

 

(1) Ja   čita-ju   knigu   segodnja. 

私は.1SG.NOM 読む-PRS.1SG 本を.F.SG.ACC 今日 

「今日，私は本を読んでいる．」 

 

表 3-2.  ロシア語の PFV 動詞の未来形 

例．pro-čitat’「読む，読み終える」（PFV 動詞） 

 単数 複数 

1 人称 pro-čita-ju pro-čita-em 

2 人称 pro-čita-eš’ pro-čita-ete 

3 人称 pro-čita-et pro-čita-jut 

 



88 

(2) Ja   pro-čita-ju  knigu   zavtra. 

  私は.1SG.NOM PREF-読む-FUT.1SG 本を.F.SG.ACC 明日 

   「明日，私は本を読み終えるだろう．」 

 

表 3-3.  ロシア語の IPFV 動詞の未来形 

例．čitat’「読む，読んでいる」（IPFV 動詞） 

 単数 複数 

1 人称 bud-u čitat’ bud-em čitat’ 

2 人称 bud-eš’ čitat’ bud-ete čitat’ 

3 人称 bud-et čitat’ bud-ut čitat’ 

 

(3) Ja   bud-u  čitat’  knigu   zavtra. 

  私は.1SG.NOM be-FUT.1SG 読む.INF 本を.F.SG.ACC 明日 

   「明日，私は本を読むだろう．」 

 

表 3-4.  ロシア語の PFV／IPFV 動詞の過去形 

例．čitat’「読む，読んでいる」（IPFV 動詞） 

pro-čitat’「読む，読み終える」（PFV 動詞） 

 čitat’ pro-čitat’ 

男性 čita-l pro-čita-l 

女性 čita-la pro-čita-la 

中性 čita-lo pro-čita-lo 

複数 čita-li pro-čita-li 

 

(4) a. Ja   čita-la   knigu   včera. 

私は.1SG.NOM 読む-PST.F.SG 本を.F.SG.ACC 昨日 

   「昨日，私は本を読んでいた．」 

b. Ja   pro-čita-la  knigu   včera. 

私は.1SG.NOM PREF-読む-PST.F.SG 本を.F.SG.ACC 昨日 

   「昨日，私は本を読み終えた．」 

 

すでに第 1 章でも触れたように，ロシア語においても，すべての動詞がアスペクト的な

対をなすわけではない．だが，ロシア語では，アスペクトのカテゴリーがすべての動詞を

包括し，動詞の形式の体系全体を統一している．ある動詞のある形式におけるアスペクト

が PFV あるいは IPFV であれば，それは，その動詞から形成された他のすべての形式に共

通しているというのが，ロシア語の特徴である．ロシア語においては，アスペクトとテン
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スの関係は，未来および現在テンスの形式の存在もしくは不在が，動詞のアスペクトに依

存している，という点において最も顕著に表れる．すなわち，ロシア語では，PFV 動詞に

現在テンスの形式がなく，本来，現在テンスを表した形式が未来テンスを表すようになっ

ている一方，IPFV 動詞は存在・連辞動詞を用いた複合未来形をもつ，という違いがある． 

一方，リトアニア語には，まず，ロシア語と共通する基本的な単純テンスである現在・

一般過去・未来形の 3 つと，ロシア語にはない過去における習慣的場面を表す習慣過去形

（接尾辞 -dav- をともなう）があり，いずれも人称と数に応じて変化する 5 種類の語尾（1・

2 人称の単数・複数各形および 3 人称形）をもつ．単純テンスは，基本的に，〈場面時点〉

を〈発話時点〉に直接関係づける（あるいは，〈設定時点〉が現在時点に重なっている）場

合を示し，絶対的テンスと呼ばれるが，実際には，テンスのみならず，アスペクト，タク

シスの点でも独立性をもった「絶対的時間表現」をおこなう（0.3.6）．これに対して，be 動

詞に相当する存在・連辞動詞 būti と形容詞的分詞を組み合わせた，分析的なパーフェクト

の各テンス形（現在／一般過去／習慣過去／未来パーフェクト形）は，〈発話時点〉以外の

基準時点，すなわち，〈設定時点〉によって決定される相対的な意味と同時に，それ自身で

意味が決まる絶対的テンスとしての意味ももっている，「絶対的－相対的時間表現」をおこ

なう．分析的テンス形式では，動詞 būti は主語の人称と数に一致し，分詞は性と数に一致

する 4 種類の語尾（男性・女性の単数・複数各形）をもつ（なお，一人の相手に対する尊

敬表現として būti の複数形を用いる場合であっても，分詞は単数形を取る）．リトアニア語

の動詞の語幹には，不定形語幹，現在語幹，過去語幹の 3 つがあり，現在形は現在語幹，

過去形は過去語幹，また，習慣過去形と未来形は不定形語幹から作られる．リトアニア語

の動詞の現在形は表 3-5と例文(5)，未来形は表 3-6と例文(6)，一般過去形は表 3-7と例文(7)，

習慣過去形は表 3-8 と例文(8)，そして，パーフェクト形からは現在パーフェクト形の表 3-9

と例文(9)を参照． 

 

表 3-5. リトアニア語の動詞の現在形 

例．skaityti「読む，読んでいる」（非限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 skait-au skait-ome 

2 人称 skait-ai skait-ote 

3 人称 skait-o skait-o 

 

例．per-skaityti「読む，読んでいる」（限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 per-skait-au per-skait-ome 

2 人称 per-skait-ai per-skait-ote 

3 人称 per-skait-o per-skait-o 
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(5) a. Aš   skait-au   knygą   šiandien. 

私は.1SG.NOM 読む-PRS.1SG 本を.F.SG.ACC 今日 

「今日，私は本を読んでいる．」 

b. Aš  per-skait-au  knygą   šiandien.  

私は.1SG.NOM PREF-読む-PRS.1SG 本を.F.SG.ACC 今日 

Aš  per-skait-au  knygą   kasdien. 

私は.1SG.NOM PREF-読む-PRS.1SG 本を.F.SG.ACC 今日 

「今日，私は本を読み終えつつある．毎日，私は本を 1 冊読み終えている．」 

 

表 3-6. リトアニア語の動詞の未来形 

例．skaityti「読む，読んでいる」（非限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 skaity-siu skaity-sime 

2 人称 skaity-si skaity-site 

3 人称 skaity-s skaity-s 

 

例．per-skaityti「読む，読み終える」（限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 per-skaity-siu per-skaity-sime 

2 人称 per-skaity-si per-skaity-site 

3 人称 per-skaity-s per-skaity-s 

 

(6) a. Aš   skaity-siu  knygą   rytoj. 

    私は.1SG.NOM 読む-FUT.1SG 本を.F.SG.ACC 明日 

   「明日，私は本を読むだろう．」 

b. Aš  per-skaity-siu  knygą   rytoj. 

    私は.1SG.NOM PERF-読む-FUT.1SG 本を.F.SG.ACC 明日 

   「明日，私は本を読み終えるだろう．」 

 

表 3-7.  リトアニア語の動詞の過去形 

例．skaityti「読む，読んでいる」（非限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 skaič-iau skait-ėme 

2 人称 skait-ei skait-ėte 

3 人称 skait-ė skait-ė 
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例．per-skaityti「読む，読み終える」（限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 per-skaič-iau per-skait-ėme 

2 人称 per-skait-ei per-skait-ėte 

3 人称 per-skait-ė per-skait-ė 

 

(7) a. Aš   skaič-iau  knygą   vakar. 

     私は.1SG.NOM 読む-PST.1SG 本を.F.SG.ACC 昨日 

「昨日，私は本を読んでいた．」 

b. Aš  per-skaič-iau  knygą   vakar. 

     私は.1SG.NOM PREF-読む-PST.1SG 本を.F.SG.ACC 昨日 

「昨日，私は本を読み終えた．」 

 

表 3-8. リトアニア語の動詞の習慣過去形 

例．skaityti「読む，読んでいる」（非限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 skaity-dav-au skaity-dav-ome 

2 人称 skaity-dav-ai skaity-dav-ote 

3 人称 skaity-dav-o skaity-dav-o 

 

例．per-skaityti「読む，読み終える」（限界動詞） 

 単数 複数 

1 人称 per-skaity-dav-au per-skaity-dav-ome 

2 人称 per-skaity-dav-ai per-skaity-dav-ote 

3 人称 per-skaity-dav-o per-skaity-dav-o 

 

(8) a. Aš   skaity-dav-au  knygą   kasdien. 

     私は.1SG.NOM 読む-HABIT-PST.1SG 本を.F.SG.ACC 毎日 

  「毎日，私は本を読んだものだった．」 

b. Aš  per-skaity-dav-au  knygą   kasdien. 

     私は.1SG.NOM PREF-読む-HABIT-PST.1SG 本を.F.SG.ACC 毎日 

  「毎日，私は本を読み終えたものだった．」 
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表 3-9.  リトアニア語の動詞の現在パーフェクト形 

例．skaityti「読む，読んでいる」（非限界動詞） 

 単数（男性／女性） 複数（男性／女性） 

1 人称 es-u skait-ęs/skaič-iusi es-ame skait-ę/skaič-iusios 

2 人称 es-i skait-ęs/skaič-iusi es-ate skait-ę/skaič-iusios 

3 人称 yr-a skait-ęs/skaič-iusi yr-a skait-ę/skaič-iusios 

 

例．per-skaityti「読む，読み終える」（限界動詞） 

 単数（男性／女性） 複数（男性／女性） 

1 人称 es-u per-skait-ęs/per-skaič-iusi es-ame per-skait-ę/per-skaič-iusios 

2 人称 es-i per-skait-ęs/per-skaič-iusi es-ate per-skait-ę/per-skaič-iusios 

3 人称 yr-a per-skait-ęs/per-skaič-iusi yr-a   per-skait-ę/per-skaič-iusios 

 

(9) a. Aš   kadaise es-u   skait-ęs    šią  knygą. 

     私は.1SG.NOM かつて be-PRS.1SG  読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  この 本を.F.SG.ACC 

  「私はかつてこの本を読んだことがある．」 

b. Aš  jau es-u   per-skait-ęs    šią  knygą. 

     私は.1SG.NOM すでに be-PRS.1SG  PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM この 本を.F.SG.ACC 

  「私はすでにこの本を読み終えている．」 

 

ロシア語では，動詞のある形式におけるアスペクトが PFV もしくは IPFV であれば，そ

れは他のすべての形式に共通するものと理解できるのに対して，リトアニア語では，同一

の動詞が異なったテンス形式では異なったアスペクト的意味をもち，ロシア語の PFV／

IPFV 動詞に相当する意味で用いられる．〈PFV／IPFV〉アスペクトへの帰属が最も明確に現

れるのは，一般過去形および未来形においてである．リトアニア語の動詞のアスペクト的

な帰属は，動詞のテンス形式によってのみならず，動詞がどのようなコンテクストで，ど

のような意味で用いられるかによっても変わる．ロシア語においてそのような動詞の例が

ないわけではないが51，リトアニア語においては，アスペクトとテンスという 2 つのカテゴ

リーの相関性に関する問題は，ロシア語に比べてはるかに複雑であることは確かである． 

ここで，リトアニア語におけるアスペクトとテンスの相関性に関する先行研究の中から，

Dambriūnas（1960）による分析の概略を示し，その分析の問題点の検証する．Dambriūnas

のリトアニア語のアスペクト研究（Dambriūnas 1959，1960，1975；Dambrjunas 1962）は，

序論で述べたように，リトアニア語アスペクト研究史上，形態論的アプローチの段階に分

                                                   

 
51 たとえば，ロシア語にも双アスペクト動詞は存在する：例．adresovat’「宛てる，宛てて送る」，arestovat’ 

「逮捕する」，issledovat’「調査・研究する」，ispol’zovat’「利用する」など． 
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類される（0.3.2）．だが，彼の著作は，アスペクト的な動詞の対の観察にとどまらず，リト

アニア語におけるアスペクトとテンスの相関性について詳細な記述をおこなった点では，

次の類型論的・機能主義的アプローチへの躍進の先駆的研究として位置づけられ，研究史

的意義は大きいと言える52． 

さて，Dambriūnas（1960: 151–160）によれば，リトアニア語の動詞においては，アスペク

トとテンスが，以下の(10)のように関わっている．（略字，和訳，および，括弧［ ］内は本

論文筆者による．） 

 

(10) Dambriūnas（1960: 160）の分析によるリトアニア語のアスペクトとテンスの相関関係 

1) 現在テンス： 

  a. 無接頭辞動詞は，瞬間的動作および点的動作を表わす動詞［接頭辞 -er(ė)-/-el(ė)- をと

もなう］を除き，概して IPFV である． 

  b. 有接頭辞動詞の多くも IPFV である． 

2) 過去テンス： 

  a. 無接頭辞動詞は概して IPFV である．PFV およびニュートラル［伝統的な用語で双アス

ペクト］であるものは 100 に満たない． 

  b. 有接頭辞動詞の 90％は PFV である． 

3) 未来テンス：原則として過去テンスと同様である． 

4) 反復過去形［本論文の用語で習慣過去形］：IPFV，PFV，ニュートラル，いずれでもあり

得る． 

5) 不定形：アスペクトの点で定形に類似する．ただしあまりアスペクトは区別されない． 

6) 接頭辞は PFV アスペクトを表わす最も重要な手段である．過去形と未来形においてアス

ペクトは最も明確に現れる． 

7) IPFV 化の最も重要な手段は，反復動詞［接頭辞 -inė- をともなう］，および，助動詞［存

在・連辞動詞 būti］の人称形と現在分詞［接頭辞 be- をともなう］からなる複合形式［本

論文の用語で進行パーフェクト形］である． 

 

以上のように，Dambriūnas はリトアニア語の動詞のアスペクトをテンス形式との相関性

において特徴づけている．この分析から，基本的に〈IPFV〉である現在テンス，〈PFV／IPFV〉

どちらでもあり得る過去テンスおよび未来テンス，という各テンスのアスペクトが浮かび

上がる．この事実について言えば，実際，リトアニア語の実態は何ら特殊ではない．通言

語的に見ても，現在テンスは本質的に〈IPFV〉であり，過去テンスは〈PFV〉であるのが

                                                   

 
52 Dambriūnas の主に英語で書かれたリトアニア語のアスペクトに関する論文は， Maslov（1962）や Comrie

（1976）を始め，20 世紀後半の通言語的なアスペクト研究における，リトアニア語（およびバルト諸語）

に関する記述の主な典拠とされている． 
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自然である53．Dambriūnas の分析において，リトアニア語の特徴として挙げられた点の中で

も重要なことは，有接頭辞動詞の多くが，現在テンスにおいて〈IPFV〉であるという指摘

である．たとえば，以下の例文(10)は，同一の動詞 at-eiti「来る」（<eiti「（歩いて）行く」）

の現在形は〈IPFV〉であるのに対して，過去形および未来形は〈PFV〉である．  

 

(11) a. Jis   {dabar / kartais}  at-ein-a. 

      彼は.3M.SG.NOM    今   時々 来る（PREF-行く）-PRS.3 

    「彼は今来るところだ／時々来る．」（〈IPFV〉） 

b. Jis   at-ėj-o. 

      彼は.3M.SG.NOM   来る（PREF-行く）-PST.3 

「彼が来た．」（〈PFV〉） 

c. Jis   atei-s. 

      彼は.3M.SG.NOM   来る（PREF-行く）-FUT.3 

「彼が来るだろう．」（〈PFV〉） 

 

確かに，この事実は，リトアニア語でアスペクト的な意味を動詞に付加する接頭辞が，ロ

シア語の文法的な動詞アスペクトの対を形成する接頭辞とは異なることを明確に示してい

る．ロシア語では，〈PFV〉である有接頭辞動詞（すなわち PFV 動詞）は，現在テンスでも

〈IPFV〉ではあり得ないからである． 

しかしながら，以上のような動詞アスペクトをテンス形式との相関性においてリトアニ

ア語を特徴づけたことは高く評価されるものの，Dambriūnas の分析には以下のような問題

がある： 

 

① リトアニア語の動詞のアスペクトに固有の特徴的なことを明らかにしていない．すなわ

ち，従来「動詞アスペクトの対」と呼ばれてきた，接頭辞および接尾辞の付加によって

得られる対の本質が何であるか，という点については論じていない． 

② 習慣過去形やパーフェクト形といった，より周辺的なテンス形式のアスペクト的意味と

機能を適切に解釈していない．  

 

以上の点に，実は Dambriūnas のみならず，形態論的アプローチによる分析の限界がある． 

まず，第 1 の問題については，筆者はすでに第 2 章でも論じた通り，従来のリトアニア

語研究において PFV とみなされてきた動詞は，接頭辞によって，アスペクトの質的な特徴

のなかでも一次的に重要なアスペクト的意味，〈限界性〉を与えられていると考える．接頭

                                                   

 
53 この点については，Comrie（1976）においても，諸言語に共通の事実であると述べられている．Comrie

によれば，諸言語において最もしばしばアスペクトの区別立てをおこなうのが過去テンスであるのは，

それが本来的に PFV な性質をもつ関係上，そうではない動作を表わす手段が必要になるためである． 
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辞は〈限界性〉の指標辞であるとすれば，有接頭辞動詞は〈限界性〉の点で有標の限界動

詞であり，無接頭辞動詞は〈限界性〉の点で無標である．リトアニア語の有接頭辞・限界

動詞は，過去テンスの形式において，〈限界性〉の意味と過去テンスの本質的な〈PFV〉意

味と組み合わされることにより，最も明確に〈PFV〉である，点的な場面，すなわち出来事

を表わす．一方，有接頭辞・限界動詞の現在形は，〈限界性〉の意味と現在テンスの本質的

な〈IPFV〉意味の組み合わせによって，時間的展開のある過程を表現すると解釈できよう． 

また，第 2 の問題については，筆者の考えでは，リトアニア語の習慣過去形やパーフェ

クト形といったより周辺的なテンス形式は，〈PFV：IPFV〉の 2 項対立の尺度で捉えること

のできない，より具体的で個別的なアスペクト・テンス的特徴をもった文法素である．と

くに，Dambriūnas が要約の 7)にあるように，接頭辞 -inė- をともなう反復動詞と同様に，

存在・連辞動詞 būti の人称形と接頭辞 be- をともなう現在分詞からなる分析的形式を，

「IPFV 化」の最も重要な手段とみなした点には問題がある．というのも，リトアニア語の

反復を意味する接頭辞 -inė- は有接頭辞動詞よりも無接頭辞動詞に付加される方が多く，ま

た，有接頭辞動詞に付加される場合も動詞を非限界化すると言った方が適切であると思わ

れるからである．また，接頭辞 be- をともなう現在分詞からなる分析的形式は〈進行性〉

に〈パーフェクト性〉を組み合わせた意味を表す特殊なテンス形式であり，「IPFV 化の最も

重要な手段」と呼べるものではない． 

以上のことを踏まえて，3.2 節以降では，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を分析す

る．それぞれのテンス形式ごとに，3.2 節で現在テンス，3.3 節で未来テンス，3.4 節で過去

テンス，3.5 節で分析的テンス，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[1]の結果を提示してゆく．さらに，3.6 節でアスペクト・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する． 

 

3.2  現在テンス 

 リトアニア語とロシア語，2 つの言語の現在テンスにおける対応関係においては，①リト

アニア語では，接頭辞づけと接尾辞づけによるアスペクト的な対立の表現が，ロシア語の

ように明確ではないこと，②リトアニア語では従来「PFV 動詞」とみなされてきた動詞が

現在を表すのに対して，ロシア語の PFV 動詞は IPFV 動詞の現在形に相当する形式が意味

的には未来を表す，という 2 点が重要である． 

よく知られるように，ロシア語では，歴史的な発達の過程において，現在テンスの語尾

をもつ有接頭辞動詞が未来テンスの意味を獲得した．現代ロシア語の動詞アスペクトの区

別は，全体として，PFV 動詞が現在形を欠き，IPFV 動詞が複合な未来形をもつという意味

において，より緊密なテンスとの結びつきをもつに至っている．それに対して，リトアニ

ア語においては，一般的に，有接頭辞動詞からも現在テンスの形式が作られる．ロシア語

の現在形と未来形の例として，表 3-10 の IPFV 動詞の現在形 on piš-et「彼は書く，書いてい
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る」（<pisa-t’「書く，書いている」），および，同じ語尾をもつ PFV 動詞の未来形 on na-piš-et

「彼は書くだろう」（<na-pisat’「書く，書き終える」）を参照．これに対するリトアニア語

の例として，表 3-11 を参照． 

 

表 3-10. ロシア語の現在形と未来形（3 人称単数形） 

 不定形 

テンス na-pisa-t’「書く，書き終える」 pisa-t’「書く，書いている」 

未来 na-piš-et bud-et pisa-t’ 

現在              piš-et 

 

表 3-11. リトアニア語の現在形と未来形（3 人称形） 

 不定形 

テンス pa-rašy-t’ 「書く，書き終える」 rašy-t’ 「書く，書いている」 

未来 pa-rašy-s rašy-s 

現在 pa-raš-o raš-o 

 

原則として，2 つの言語において，無接頭辞・非限界動詞の現在テンスの形式は，意味や

用法の点で一致しており，持続的，進行的，反復的，習慣的，恒常的（一般化的）場面な

どを表す．問題は，リトアニア語では，過去テンスで〈PFV〉である有接頭辞・限界動詞か

らも現在テンスの形式が作られ，原則として，それらの現在形は意味の上では〈IPFV〉で

あることである．ただし，リトアニア語の有接頭辞・限界動詞の現在形は，常に無接頭辞・

非限界動詞の現在形と同じアスペクト的意味をもち得るわけではなく，現在形で持続的あ

るいは進行的場面を表し得る動詞もあれば（例文(12)の per-raš-o「書き直す」），基本的には

これを表さず，反復的，習慣的あるいは恒常的（一般化的）場面のみを表す動詞もある（例

文(13)の pa-raš-o < pa-rašy-t’「書く，書き終える，書き上げる」）． 

 

(12)  Jis   {ilgai / kasdien}  per-raš-o   laišką. 

     彼は.3M.SG.NOM    長く  毎日 書き直す（PREF-書く）-PRS.3 手紙を.M.SG.ACC 

  「彼は｛長いこと／毎日｝手紙を書き直している．」 

(13)  Jis         {*ilgai / kasdien} pa-raš-o   laišką. 

彼は.3M.SG.NOM     長く  毎日 PREF-書く-PRS.3  手紙を.M.SG.ACC 

  「彼は｛*長いこと／毎日｝手紙を書く．」 

 

従来のリトアニア語のアスペクト研究では，過去形で〈PFV〉意味を表すにもかかわらず，

現在形で持続的・進行的場面を表し得る動詞は「双アスペクト動詞」，表し得ない動詞は「PFV

動詞」と呼ばれている． 

 それに対して，本論文におけるリトアニア語の動詞のアスペクト的特性の解釈に従うと，

現在テンスにおけるロシア語の動詞アスペクトとの基本的な対応は，以下のようにまとめ
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ることができる． 

 

・ロシア語の PFV 動詞の未来形に対応するリトアニア語の現在形 

(i)  現在進行中の動作の近未来における完結を表す限界動詞の現在形（例文(14)） 

(ii) 未来における連鎖的な場面を表す，意志的な意味をもつ動詞の現在形（例文(15)） 

(iii) 否定辞 ne-をともない不可能性を表す限界動詞の現在形（例文(16)） 

 

(14) a. Russ. Ja   sejčas  na-piš-u  pis’mo   i   

私は.1SG.NOM 今 PREF-書く-FUT.1SG 手紙を.N.SG.ACC そして  

po-jd-u   na  počtu. 

     PREF-行く-FUT.1SG ～へ 郵便局.F.SG.ACC 

Lith. Aš   dabar  pa-raš-au  laišką   ir    

          私は.1SG.NOM 今 PREF-書く-PRS.1SG 手紙を.M.SG.ACC そして  

ein-u  į  paštą. 

     行く-PRS.1SG ～へ 郵便局.F.SG.ACC 

  「私は，今（書いている）手紙を書き終えて，郵便局に行く．」 

b. Russ. Ja   sejčas  pro-čita-ju  knigu 

          私は.1SG.NOM 今 PREF-読む-FUT.1SG 本を.F.SG.ACC 

i   ot-dam    tebe. 

          そして  返す（PREF-渡す）.FUT.1SG 君に.2SG.DAT 

Lith. Aš   dabar  per-skait-au  knygą 

          私は.1SG.NOM 今 PREF-読む-PRS.1SG 本を.F.SG.ACC 

ir   tau   ati-duod-u. 

          そして  君に.2SG.DAT  返す（PREF-渡す）-PRS.1SG  

  「私は今（読んでいる）本を読み終えて君に返す．」 

(15) Russ.  Ja   s-dam     ekzameny  

         私は.1SG.NOM 合格する（PREF-与える）.FUT.1SG 試験を.M.PL.ACC 

    i   po-jd-u    domoj. 

         そして  出発する（PREF-行く）-FUT.1SG 家へ 

Lith.  Aš   iš-laik-au    egzaminus 

         私は.1SG.NOM 合格する（PREF-持つ）-PRS.1SG  試験を.M.PL.ACC 

ir   ein-u    namo. 

         そして  行く-PRS.1SG  家へ 

  「私は，試験に合格して，家に帰る（出発する）．」 
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(16) a. Russ. Ja   ne  pro-čita-ju   etu  knigu. 

          私は.1SG.NOM NEG PREF-読む-FUT.1SG この 本を.F.SG.ACC 

Lith. Aš   ne-per-skait-au   šios  knygos. 

          私は.1SG.NOM NEG-PREF-読む-PRS.1SG この 本を.F.SG.GEN 

  「私はこの本が読めない．」 

b. Russ. Ja   ne  skaž-u,  gde  naxod-it-sja   počta. 

          私は.1SG.NOM NEG 言う-FUT.1SG どこに 見つける-PRS.3SG-REFL 郵便局が.F.SG.NOM 

Lith.  Aš   ne-pa-sak-au,   kur  yr-a  paštas. 

          私は.1SG.NOM NEG-PREF-言う-PRS.1SG どこに ある-PRS.3 郵便局が.M.SG.NOM 

  「私は，どこに郵便局があるか，言えない．」 

 

まず(i)に関して注意すべき点は，例文(14)のような場合，リトアニア語の限界動詞の現在

形 pa-raš-au「（私は）書き終える」，per-skait-au「（私は）読み終える」によって表される動

作は，①〈発話時点〉においてすでに進行中であり，②近未来において完結・完了する，

という意味的な条件を満たす場合のみ，未来時を表すことができることである．ただし，

いずれにせよ，リトアニア語では未来形 per-skaity-siu「（私は）読み終えるだろう」を用い

る方が自然である（また，多くの場合，以下に述べる(ii)の点とも関わりがある）．他方，こ

れに対応するロシア語の PFV 動詞の未来形 na-piš-u「（私は）書き終える」，pro-čitaj-u「（私

は）読み終える」は，上の①および②の条件を満たさなくとも，未来テンスを表す．つま

り，リトアニア語の限界動詞の現在形のこの用法は，ロシア語の PFV 動詞の未来形の用法

と部分的に重なることは確かだが，同一のものとみなすことはできない．ロシア語の PFV

動詞の未来形が，形式的には IPFV 動詞の現在形と同様であり，かつては現在を表したこと

を考えると，2 つの言語の共通点と相違点はことさらに興味深く思われる． 

 また(ii)に関しては，例文(15)のように，リトアニア語の iš-laik-au「（私は）合格する」タ

イプの現在テンスの形式が，部分的にも〈発話時点〉と重ならない，未来に生起する出来

事を表す一連の場合がある．筆者の分析では，これは，①意志的な意味をもつ動詞であり，

②未来において順次的に生起する連鎖的な出来事を表す，ということが条件となっている．

インフォーマントによれば，この条件は，(i)の場合に未来形ではなく現在形を選択する際に

も関わりがある．ただし，やはりこの場合でも，リトアニア語では，一般的に，現在形 iš-laik-au

「（私は）合格する」よりも，未来形 iš-laiky-siu「（私は）合格する」を用いた方がより自然

であるということである．  

 さらに，(iii)に関しては，いずれの言語においても，文体的な制約がある．すなわち，ロ

シア語の PFV 動詞の未来形と同様に，リトアニア語の限界動詞の現在形は，主に会話表現

において，不可能性というモダリティ的な意味を表すことがある．ただし，いずれの言語

においても，このような不可能性の意味は，モダリティ的な意味をもつ動詞の現在形に不

定形を添えて表す方が一般的である．例文(16a’)を参照． 
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(16) a’.  Russ. Ja   ne  mog-u  pro-čitat’  etu  knigu. 

            私は.1SG.NOM NEG  できる-PRS.1SG  PREF-読む.INF この  本を.F.SG.ACC 

Lith. Aš   ne-gal-iu   per-skaityti  šios  knygos. 

           私は.1SG.NOM NEG-できる-PRS.1SG   PREF-読む.INF この  本を.F.SG.GEN 

  「私はこの本が読めない（読むことができない）．」 

 

・ロシア語の IPFV 動詞の現在形に対応するリトアニア語の現在形 

(iv) 本来的非限界動詞の現在形（例文(17)，(18)） 

(v)  接頭辞が動作の方向や位置変化を表す派生的限界動詞（移動動詞）および本来的限界

動詞の現在形（例文(19)） 

(vi) 現在における動作の規則的反復や恒常的（一般化的）意味を表す派生的限界動詞の現在

形（例文(20)，(21)） 

(vii) 接尾辞が反復の意味を表す派生的非限界動詞の現在形（例文(22)） 

 

(17)  Russ. On   piš-et   pis’mo. 

         彼は.3M.SG.NOM 書く-PRS.3SG 手紙を.N.SG.ACC 

Lith. Jis   raš-o   laišką. 

         彼は.3M.SG.NOM 書く-PRS.3  手紙を.M.SG.ACC 

  「彼は手紙を書いている．」 

(18)  Russ. On   teper’ xorošo vy-glad-it. 

         彼は.3M.SG.NOM 今は よく 見える（PREF-眺める）-PRS.3SG 

Lith. Jis   dabar gerai at-rod-o. 

         彼は.3M.SG.NOM 今は よく 見える（PREF-見せる）-PRS.3 

「彼は今は（調子が）よく見える．」 

(19) a. Russ. Vot  on   id-jot   sjuda. 

          ほら 彼は.3M.SG.NOM 行く-PRS.3SG ここへ 

Lith. Štai  jis   at-ein-a    čia.  

          ほら 彼は.3M.SG.NOM 来る（PREF-行く）-PRS.3 ここへ 

  「ごらん，彼がここへやってくる．」 

b. Russ. On   často  pri-xod-it  k  nam.  

          彼は.3M.SG.NOM しばしば 来る（PREF-通う）-PRS.3SG ～の所へ 私たち.1PL.DAT 

Lith. Jis   dažnai  at-ein-a    pas  mus.  

         彼は.3M.SG.NOM しばしば 来る（PREF-行く）-PRS.3 ～の所へ 私たち.1PL.ACC 

  「彼はしばしば私たちの所（家）にやって来る．」 
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c. Russ. Vot  deti    id-ut   domoj  iz   školy. 

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 行く-PRS.3PL 家へ ～から 学校.F.SG.GEN 

Lith. Štai  vaikai    par-ein-a     namo iš   mokyklos. 

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 帰る（PREF-行く）-PRS.3  家へ  ～から 学校.F.SG.GEN 

  「ごらん，子どもたちが学校から家へ帰ってくるところだ．」 

(20)  Russ. On   pro-čit-yva-et   po  odnoj  knige   

          彼は.3M.SG.NOM PREF-読む-ITER-PRS.3SG ～ずつ 1 本.F.SG.DAT 

v  nedelju  

～に 週.F.SG.ACC 

Lith. Jis   per-skait-o  po  vieną  knygą   

          彼は.3M.SG.NOM PREF-読む-PRS.3 ～ずつ 1 本.F.SG.ACC 

per   savaitę  

～通じて 週.F.SG.ACC 

  「彼は週に 1 冊ずつ本を読んで（読み終えて）いる．」 

(21)  Russ. Posle  leta   vsegda pri-xod-it   osen’. 

          ～後 夏.N.SG.GEN いつも 来る（PREF-通う）-PRS.3SG 秋が.F.SG.NOM 

Lith. Po  vasaros   visada at-ein-a    ruduo. 

         ～後 夏.F.SG.GEN いつも 来る（PREF-行く）-PRS.3 秋が.M.SG.NOM 

    「夏の後には秋が来る．」 

(22)  Russ. On  vsegda pere-pis-yva-et   pis’ma. 

           彼は.3M.SG.NOM   いつも 書き直す（PREF-書く）-ITER-PRS.3SG 手紙を.N.PL.ACC 

Lith. Jis   visada  per-raš-inėj-a    laiškus. 

           彼は.3M.SG.NOM   いつも 書き直す（PREF-書く）-ITER-PRS.3 手紙を.M.PL.ACC 

  「彼はいつも手紙を書き直している．」 

 

とくに(v)に関して，リトアニア語の有接頭辞・派生的限界動詞の現在形における接頭辞

の役割は，例文(19)におけるように，それらが移動動詞（バルト・スラヴ語学の伝統的用語

で「運動の動詞」）に付加されたときに，とりわけ明確に理解される．リトアニア語では，

そのような動詞は現在形において〈IPFV〉意味を表す点でロシア語とは異なっている．こ

のタイプの移動を表す有接頭辞・限界動詞の現在形は，①〈発話時点〉において進行中の

アクチュアルな動作，および，②規則的な反復的動作を表し得る． 

まず，①に関して，リトアニア語では，実際に人がこちらへ向かって歩いて来る，また

は乗り物に乗って来るのを見ながら，その様子を表すために移動を表す有接頭辞・限界動

詞の現在形を用いることができる（それらは過去形および未来形では〈PFV〉意味を表す動

詞である）．一方，ロシア語では移動を表す動詞の場合，そのような場面を表すために有接

頭辞・PFV 動詞は用いられず，「こちらへ」や「～の方へ」といった移動の方向を意味する
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状況語をともなった無接頭辞動詞がふつう用いられる．すなわち，このような移動動詞の

場合，ロシア語では，接頭辞が，動詞に動作の方向の意味を付加するのみならず，文法的

な PFV の意味を付加する．それに対して，リトアニア語では，一般的に言って，これらの

動詞に付加された接頭辞は，単なる語彙的な役割，すなわち，動作の方向を示す役割を担

うに過ぎない． 

ただし，リトアニア語でも，このような接頭辞が動作の方向性の意味を表すために義務

的に使用されるわけではなく，場合によっては無接頭辞動詞が用いられることもある．話

者の方に向かう移動ではなく，通過する様子を描写する際には，一般的に，ロシア語と同

様に無接頭辞動詞を用いる（例文(22)）．また，リトアニア語では，話者から離れる方向へ

のアクチュアルな移動の場面を表す場合も，通常，無接頭辞動詞を用い，有接頭辞動詞 nu-eiti

「行く，出発する，出かける」の現在形 nu-eina は，このような場合に用いられない（例文

(23)）．このタイプの動詞の現在形は，反復的動作を表すときにのみ〈IPFV〉意味をもつ（例

文(24)）． 

 

(22)  Russ. Vot  deti    id-ut   iz  školy. 

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 行く-PRS.3PL ～から 学校.F.SG.GEN 

Lith. Štai  vaikai    ein-a   iš  mokyklos. 

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 行く-PRS.3  ～から 学校.F.SG.GEN 

    「ごらん，子どもたちが学校から帰って行くところだ．」 

(23)  Russ. Vot  deti   id-ut    

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 行く-PRS.3PL  

v  školu. 

～へ 学校.F.SG.ACC 

Lith. Štai  vaikai    {ein-a  / *nu-ein-a}  

         ほら 子どもたちが.NOM.M.PL 行く-PRS.3 / 出かける（PREF-行く）-PRS.3  

į  mokyklą. 

～へ 学校.F.SG.ACC 

    「ごらん，子どもたちが学校へ行くところだ．」 

(24)  Russ. On   často  xod-it    v  biblioteku. 

         彼は.3M.SG.NOM しばしば 通う-PRS.3SG  ～へ 図書館.F.SG.ACC 

Lith. Jis   dažnai  nu-ein-a   į  biblioteką. 

       彼は.3M.SG.NOM しばしば 出かける（PREF-行く）-PRS.3 ～へ 図書館.F.SG.ACC 

   「彼はしばしば図書館へ出かける．」 

 

上のように，ロシア語では，いずれの場合も無接頭辞・IPFV 動詞が用いられる．ただし，

例文(22)および(23)のような場合は，いわゆる定動詞，すなわち，ある定まった方向への一
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方方向的な移動の動作を表す動詞が用いられ，例文(24) のような場合は，いわゆる不定動

詞，すなわち，不定方向への移動や往復・反復的な移動を表す動詞が用いられる．リトア

ニア語の動詞には，ロシア語のような，移動の方向の定性・不定性の規則的な区別立ての

方法はない． 

次に，②移動を表す有接頭辞・派生的限界動詞の現在形が，規則的な反復的動作を表す

場合に関しては，リトアニア語では，過去形や未来形において〈PFV〉を表す有接頭辞・限

界動詞が，現在形において，動作の反復性の意味を表すことができる．それに対して，ロ

シア語では一般的に，接頭辞をともなう不定動詞であるところの IPFV 動詞が対応する（例

文(25)）．  

 

(25) a. Russ. Každyj den’  on   pri-nos-it     

          毎日  彼は.3M.SG.NOM 持って来る（PREF-持ち運ぶ）-PRS.3SG  

   knigi  iz biblioteki. 

本を.F.PL.ACC ～から 図書館.F.SG.GEN 

Lith. Kasdien  jis   par-si-neš-a     

          毎日  彼は.3M.SG.NOM 持って帰る（PREF-REFL-持ち運ぶ）-PRS.3 

knygų  iš  bibliotekos. 

本を.F.PL.GEN ～から 図書館.F.SG.GEN 

    「毎日，私は家に何冊かの本をもって帰る．」 

b. Russ. On   u-xod-it    rano,  

          彼は.3M.SG.NOM 出かける（PREF-通う）-PRS.3SG 早く  

a pri-xod-it  domoj pozdno. 

     一方 来る（PREF-通う）-PRS.3SG 家へ 遅く 

Lith. Jis   iš-ein-a    anksti,   

          彼は.3M.SG.NOM 出かける（PREF-行く）-PRS.3 早く  

o par-ein-a   namo  vėlai. 

     一方 帰る（PREF-行く）-PRS.3 家へ 遅く 

「彼は，早くに出かけ，遅くに帰る．」 

 

以上のことから，リトアニア語においては，接頭辞は，移動動詞に対して動作の方向の意

味を付加することによって限界動詞に変えるが，「PFV化」するわけではないと結論できる．

同じ接頭辞が，過去形と未来形においてのみ「PFV 化」という文法的機能を担っており，

現在形においてはその機能を発揮しないなどということ54はやはりあり得ないだろう．この

                                                   

 
54 たとえば，Musteikis（Mustejkis 1972）は，この点について，リトアニア語では，同じ接頭辞が動詞のテ

ンス形式によって語彙的・文法的機能を担ったり，語彙的機能を担ったりするのであり，ロシア語と比

較した場合，現在テンスの形式の動詞に付加されると，接頭辞が文法的機能を失うということが，本質
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タイプの移動の動詞は，接頭辞づけによって限界化され，現在形との結びつきによって

〈IPFV〉意味を表す一方，一般過去形と未来形においては〈PFV〉意味を表すのだと考え

る方が，通言語的な一般性からみて適切であると思われる． 

 さて，以下の表 3-12 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が現在形によって〈現在〉の〈持続性〉の意味を表し得

るかについて調べた結果をまとめたものである．調査の結果，限界動詞の中でも〈限界性〉

の程度の高い有接頭辞・派生的限界動詞(a)は，現在の持続を表す状況語と共起しにくいの

に対して，〈限界性〉の程度の低い限界動詞や非限界動詞は，そのような状況語と共起しや

すいことが明らかになった． 

 

表 3-12. アンケート[1]－(1)現在形における〈持続性〉の表現 

(1)現在形が現在の持続を表す状況語（「現在」）と共起するか． 

「彼は現在～している．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis šiuo metu (dabar) išgyja. 0 0 1 4 1 6 

  Jis šiuo metu pražilsta iš baimės. 0 0 1 3 2 6 

  Jis šiuo metu supyksta. 0 0 1 4 1 6 

  Jis šiuo metu išbąla iš baimės. 0 0 1 3 2 6 

  Jis šiuo metu suserga. 0 0 2 3 1 6 

  Jis šiuo metu pagalvoja. 0 0 2 3 1 6 

  Jis šiuo metu pasėdi prie lango. 0 0 2 3 1 6 

  Šiuo metu palyja. 0 0 3 2 1 6 

  Jis šiuo metu pašaukia. 0 0 2 3 1 6 

(a)-T Jis šiuo metu padaro kėdę. 0 1 2 2 1 6 

  Jis šiuo metu palaidoja tėvą. 0 0 1 4 1 6 

  Jis šiuo metu parašo laišką. 0 1 2 2 1 6 

  Jis šiuo metu įvykdo planą. 1 0 1 3 1 6 

  Jis šiuo metu nuperka knygą. 0 1 2 2 1 6 

  Jis šiuo metu uždainuoja dainą. 1 1 1 3 0 6 

  Jis šiuo metu padainuoja dainą. 0 1 2 2 1 6 

(b1)-IT Pienas šiuo metu prarūgsta. 0 0 2 3 1 6 

  Jis šiuo metu peršąla. 0 0 2 2 2 6 

  Jis šiuo metu sustoja Rygoje. 0 2 2 2 0 6 

  Jis šiuo metu pabėga iš namų. 0 1 0 4 1 6 

(b1)-T Jis šiuo metu įkalba tėvą. 0 2 2 1 1 6 

                                                                                                                                                     

 
的に重要であると解釈している． 
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  Jis šiuo metu atidaro langą. 2 2 1 1 0 6 

  Jis šiuo metu įrodo teoriją / teoremą. 0 3 2 1 0 6 

  Jis šiuo metu perrašo laišką savo kambaryje. 2 2 1 1 0 6 

  Jis šiuo metu superka daržoves. 1 2 1 2 0 6 

  Jis šiuo metu atima iš jos žaislą. 1 0 1 4 0 6 

(b2)-IT Jis šiuo metu ateina pas mane. 0 3 1 2 0 6 

  Jis šiuo metu nulipa nuo kalno. 0 2 1 3 0 6 

  Jis šiuo metu išvažiuoja į Kauną. 4 1 0 1 0 6 

  Jis šiuo metu pribėga prie tėvo. 2 1 2 1 0 6 

  Jis šiuo metu atplaukia į Klaipėdą. 1 3 0 2 0 6 

(b2)-T Jis šiuo metu išvaro karves į ganyklą. 2 2 0 2 0 6 

  Jis šiuo metu užmeta tinklus. 3 1 0 2 0 6 

  Jis šiuo metu atveža malkas pas mus. 1 1 2 2 0 6 

  Jis šiuo metu įneša maišus į vagoną. 1 2 1 2 0 6 

  Jis šiuo metu nuveda vaiką į teatrą. 0 1 1 4 0 6 

(c)-IT Jis šiuo metu miršta. 1 4 1 0 0 6 

  Kūdikis šiuo metu gimsta. 0 4 2 0 0 6 

  Jis šiuo metu grįžta namo. 4 1 1 0 0 6 

  Jis šiuo metu virsta darbščiu žmogumi. 0 2 0 4 0 6 

  Vanduo šiuo metu dingsta. 0 1 1 4 0 6 

(c)-T Jis šiuo metu baigia darbą. 4 2 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu pradeda darbą. 3 3 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu randa darbą. 0 0 3 2 1 6 

  Jis šiuo metu gauna darbo. 1 2 2 1 0 6 

  Jis šiuo metu duoda jai darbo. 1 3 1 1 0 6 

(d1)-IT Jis šiuo metu žilsta iš baimės. 0 1 2 2 1 6 

  Jis šiuo metu pyksta. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu bąla iš baimės. 0 2 2 2 0 6 

  Jis šiuo metu serga. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu sėdi prie lango. 6 0 0 0 0 6 

  Šiuo metu lyja. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu šaukia. 3 3 0 0 0 6 

(d1)-T Jis šiuo metu daro kėdę. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu laidoja tėvą. 4 1 1 0 0 6 

  Jis šiuo metu rašo laišką. 6 0 0 0 0 6 
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  Jis šiuo metu vykdo planą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu perka knygą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu dainuoja dainą. 5 1 0 0 0 6 

(d2)-IT Jis šiuo metu eina pas gydytoją. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu lipa nuo kalno. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu važiuoja pas draugą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu bėga pas draugą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu plaukia į Klaipėdą. 6 0 0 0 0 6 

(d2)-T Jis šiuo metu varo karves į ganyklą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu meta tinklus. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu veža malkas pas mus. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu neša maišus į vagoną. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu veda vaiką į teatrą. 5 1 0 0 0 6 

(e)-IT Jis šiuo metu ateidinėja pas mane. 0 2 2 1 1 6 

  Jis šiuo metu išvažinėja į Kauną. 1 1 1 2 1 6 

(e)-T Jis šiuo metu įkalbinėja tėvą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu atidarinėja langą. 3 2 1 0 0 6 

  Jis šiuo metu įrodinėja teoriją / teoremą. 6 0 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu perrašinėja laišką savo kambaryje. 5 1 0 0 0 6 

  Jis šiuo metu supirkinėja daržoves. 4 0 2 0 0 6 

  Jis šiuo metu atiminėja iš jos žaislus. 2 3 1 0 0 6 

 

また，以下の表 3-13 は，同じくアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的分類に従

い，どのタイプの動詞が現在形によって〈未来〉の意味を表し得るかについて調査した結

果をまとめたものである．調査結果から，①伝統的に「PFV 動詞」と呼ばれてきた派生的

限界動詞は現在形によって〈未来〉の意味を表さないこと，②現在形によって〈未来〉の

意味を表すための意味的条件としては，動詞の〈限界性〉の意味よりも，〈意志性〉の意味

の方が重要であることが明らかになった．すなわち，意志的な動詞，中でも，主体あるい

は客体の位置変化を表す移動（運搬）動詞は，〈未来〉を表す状況語と共起しやすい55．た

だし，そのような意味的条件を満たしていても，派生的反復動詞(e)の場合は，〈未来〉を表

す状況語との共起可能性は低いという結果が出た． 

 

 

                                                   

 
55インフォーマントによれば，動詞の現在形による未来の表現の可能性は，予定を確認・伝達する場合には

一般的に高くなるということであり，語用論的要因の分析も必要であると思われる． 
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表 3-13. アンケート[1]－(2)現在形における〈未来〉の表現 

(2)現在形が〈未来〉を表す状況語（「明日」）と共起するか． 

「彼は明日～する」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis rytoj išgyja. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj pražilsta iš baimės. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj supyksta. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj išbąla iš baimės. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj suserga. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj pagalvoja. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj pasėdi prie lango. 0 0 1 2 3 6 

  Rytoj palyja. 0 1 1 2 2 6 

  Jis rytoj pašaukia. 0 0 1 2 3 6 

(a)-T Jis rytoj padaro kėdę. 0 2 1 1 2 6 

  Jis rytoj palaidoja tėvą. 0 0 1 3 2 6 

  Jis rytoj parašo laišką. 0 2 1 1 2 6 

  Jis rytoj įvykdo planą. 1 0 1 2 2 6 

  Jis rytoj nuperka knygą. 1 1 1 1 2 6 

  Jis rytoj uždainuoja dainą. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj padainuoja dainą. 0 1 1 2 2 6 

(b1)-IT Pienas rytoj prarūgsta. 0 1 1 2 2 6 

  Jis rytoj peršąla. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj sustoja Rygoje. 1 1 2 1 1 6 

  Jis rytoj pabėga iš namų. 0 1 0 2 3 6 

(b1)-T Jis rytoj įkalba tėvą. 0 1 2 1 2 6 

  Jis rytoj atidaro langą. 0 1 1 2 2 6 

  Jis rytoj įrodo teoriją / teoremą. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj perrašo laišką savo kambaryje. 0 2 1 1 2 6 

  Jis rytoj superka daržoves. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj atima iš jos žaislą. 0 1 1 2 2 6 

(b2)-IT Jis rytoj ateina pas mane. 4 1 1 0 0 6 

  Jis rytoj nulipa nuo kalno. 1 1 2 1 1 6 

  Jis rytoj išvažiuoja į Kauną. 6 0 0 0 0 6 

  Jis rytoj pribėga prie tėvo. 1 0 2 1 2 6 

  Jis rytoj atplaukia į Klaipėdą. 5 1 0 0 0 6 

(b2)-T Jis rytoj išvaro karves į ganyklą. 3 1 0 1 1 6 

  Jis rytoj užmeta tinklus. 2 2 0 1 1 6 
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  Jis rytoj atveža malkas pas mus. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj įneša maišus į vagoną. 0 1 3 1 1 6 

  Jis rytoj nuveda vaiką į teatrą. 0 2 2 1 1 6 

(c)-IT Jis rytoj miršta. 0 1 0 2 3 6 

  Kūdikis rytoj gimsta. 0 1 0 3 2 6 

  Jis rytoj grįžta namo. 4 1 0 0 1 6 

  Jis rytoj virsta darbščiu žmogumi. 0 0 2 1 3 6 

  Vanduo rytoj dingsta. 0 1 2 1 2 6 

  Jis rytoj lieka namie. 3 3 0 0 0 6 

(c)-T Jis rytoj baigia darbą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj pradeda darbą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj randa darbą. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj gauna darbo. 3 1 0 0 2 6 

  Jis rytoj duoda jai darbo. 0 1 2 3 0 6 

(d1)-IT Jis rytoj pyksta. 0 0 2 1 3 6 

  Jis rytoj bąla iš baimės. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj serga. 0 0 1 3 2 6 

  Jis rytoj galvoja. 0 0 2 1 3 6 

  Jis rytoj sėdi prie lango. 0 1 0 3 2 6 

  Rytoj lyja. 1 1 0 3 1 6 

  Jis rytoj šaukia. 0 1 2 1 2 6 

(d1)-T Jis rytoj daro kėdę. 2 2 1 1 0 6 

  Jis rytoj laidoja tėvą. 4 1 1 0 0 6 

  Jis rytoj rašo laišką. 1 2 3 0 0 6 

  Jis rytoj vykdo planą. 1 2 2 1 0 6 

  Jis rytoj perka knygą. 1 4 0 1 0 6 

  Jis rytoj dainuoja dainą. 1 1 3 1 0 6 

(d2)-IT Jis rytoj eina pas gydytoją. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj lipa nuo kalno. 1 4 0 1 0 6 

  Jis rytoj važiuoja pas draugą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj bėga pas draugą. 1 3 1 1 0 6 

  Jis rytoj plaukia į Klaipėdą. 3 2 1 0 0 6 

(d2)-T Jis rytoj varo karves į ganyklą. 3 2 0 1 0 6 

  Jis rytoj meta tinklus. 3 2 1 0 0 6 

  Jis rytoj veža malkas pas mus. 1 3 2 0 0 6 
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  Jis rytoj neša maišus į vagoną. 1 3 0 2 0 6 

  Jis rytoj veda vaiką į teatrą. 4 1 0 1 0 6 

(e)-IT Jis rytoj ateidinėja pas mane. 0 0 2 1 3 6 

  Jis rytoj išvažinėja į Kauną. 0 0 0 3 3 6 

(e)-T Jis rytoj įkalbinėja tėvą. 0 0 1 3 2 6 

  Jis rytoj atidarinėja langą. 0 0 2 3 1 6 

  Jis rytoj įrodinėja teoriją / teoremą. 2 0 1 2 1 6 

  Jis rytoj perrašinėja laišką savo kambaryje. 1 0 2 3 0 6 

  Jis rytoj supirkinėja daržoves. 1 1 1 3 0 6 

  Jis rytoj atiminėja iš jos žaislus. 0 0 1 3 2 6 

 

3.3  未来テンス 

 前節でも述べたように，ロシア語とリトアニア語の間には，未来形の形成法において重

要なアスペクト的相違がある．ロシア語の特徴は，動詞アスペクトに依存する 2 つの未来

形，すなわち，PFV 動詞の単純未来形，および，IPFV 動詞の複合未来形が存在することに

ある．たとえば，ロシア語の PFV 動詞の未来形 on na-piš-et「彼は書く，書き終えるだろう」

（<na-pisat’「書く，書き終える」）に対して，IPFV 動詞の未来形 on bud-et pisat’「彼は書く，

書いているだろう」< pisa-t’「書く，書いている」）．これに対して，リトアニア語には，す

べての動詞に共通する，接尾辞-s-をともなう屈折的な未来形のみがある．たとえば，jis 

pa-rašy-s「彼は書く，書き終えるだろう」< pa-rašy-ti「書く，書き終える」，rašy-s 「彼は書

く，書いているだろう」< rašy-ti「書く，書いている」）．すなわち，リトアニア語において

は，接頭辞づけはアスペクト的意味を変えるに過ぎず，未来というテンス的な文法的意味

は，接尾辞-s-をともなう屈折変化形によって表されるのである． 

 ロシア語では，PFV 動詞は，本来の現在テンスの語尾をともなった形式によって未来テ

ンスを表す．過去形の場合には，接頭辞は〈PFV〉の意味を示し，文法的な過去テンスの意

味は語尾によって表される（例．on čita-l「彼は読んでいた」に対して on pro-čita-l「彼は読

み終えた」）が，未来形の場合には，接頭辞は〈PFV〉の意味を示すと同時に，動詞に文法

的な〈未来〉の意味を付加することによって，テンス的な文法的機能と結びついていると

言える（例．on čita-et「彼は読んでいる」に対して on pro-čita-et「彼は読み終えるだろう」）．

一方，リトアニア語では，多くの場合，接頭辞づけは文法的機能には結びつかず，〈限界性〉

の意味を動詞に付加するのみである．例文(26)を対照． 

 

(26) a. Russ. Ja  rabota-ju  i  izuča-ju  lingvistiku 

私は.1SG.NOM 働く-PRS.1SG そして 勉強する-PRS.1SG 言語学を.F.SG.ACC 

v   universitete.  

～で 大学.M.SG.LOC 
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Lith. Aš  dirb-u   ir  studijuoj-u  kalbotyrą 

私は.1SG.NOM 働く-PRS.1SG そして 勉強する-PRS.1SG 言語学を.F.SG.ACC 

universitete. 

～で 大学.M.SG.LOC 

「私は，働きながら，大学で言語学を勉強している．」 

b. Russ. Ja  bud-u  rabotat’ i  bud-u  izučat’  lingvistiku 

    私は.1SG.NOM be-FUT.1SG 読む.INF そして be-FUT.1SG 勉強する.INF 言語学を.F.SG.ACC 

v  universitete. 

～で  大学.M.SG.LOC 

Lith. Aš  dirb-siu   ir  studijuo-siu  kalbotyrą 

私は.1SG.NOM 働く-FUT.1SG そして 勉強する- FUT.1SG 言語学を.F.SG.ACC 

universitete. 

大学で.M.SG.LOC 

「私は，働きながら，大学で言語学を勉強する予定だ．」 

c. Russ. Ja  po-rabota-ju,  a potom po-stupl-ju 

    私は.1SG.NOM PREF-働く-FUT.1SG それで それから 入学する（PREF-行く・進む）-FUT.1SG 

v  universitet. 

～へ  大学.M.SG.ACC 

Lith. Aš  pa-dirbė-siu,  o paskui  į-sto-siu    

私は.1SG.NOM PREF-働く-FUT.1SG それで それから 入学する（PREF-立つ）-FUT.1SG 

į   universitetą. 

～へ 大学.M.SG.ACC 

「私は，しばらく働いてから，大学に入学する予定だ．」 

 

未来テンスにおけるロシア語との基本的な対応をまとめると，以下のようになる： 

 

・ロシア語の PFV 動詞の未来形に対応するリトアニア語の未来形 

(i)  有接頭辞・派生的限界動詞の未来形（例文(27)） 

(ii)  移動を表す無接頭辞・非限界動詞（移動動詞）の未来形（例文(28)） 

(iii) 本来的限界動詞の未来形（例文(29)） 

 

(27) a. Russ. On   pri-ed-et   k  nam  zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-来る（PREF-行く）-FUT.3SG ～の所へ  私たち.1PL.DAT 明日 

Lith. Jis   at-važiuo-s   pas  mus  rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-来る（PREF-行く）-FUT.3 ～の所へ  私たち.1PL.DAT 明日 

  「明日，彼は私たちの所に（乗り物で）来るだろう．」 
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b. Russ. On   pri-d-jot   v  školu   zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-来る（PREF-行く）-FUT.3SG ～へ  学校.F.SG.ACC 明日 

Lith. Jis   at-ei-s    į  mokyklą  rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-来る（PREF-行く）-FUT.3 ～へ  学校.F.SG.ACC 明日 

  「明日，彼は学校に（歩いて）来る（だろう）．」 

c. Russ. On   vy-nes-et   knigu   zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM 持ち出す（PREF-運ぶ）-FUT.3SG 本を.F.SG.ACC 明日 

Lith. Jis   iš-ne-š    knygą   rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM 持ち出す（PREF-運ぶ）-FUT.3 本を.F.SG.ACC 明日 

  「明日，彼は本を持ち出す（だろう）．」 

(28) a. Russ. On   po-ed-et   v  gorod   zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM 出かける（PREF-行く）-FUT.3SG ～へ  町.M.SG.ACC 明日 

Lith. Jis   važiuo-s   į  miestą   rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM 行く-FUT.3   ～へ  町.M.SG.ACC 明日 

  「明日，彼は町へ（乗り物で）出かける（だろう）．」 

b. Russ. On   cejčas  po-jd-jot   guljat’. 

彼は.3M.SG.NOM 今 出かける（PREF-行く）-FUT.3SG 散歩する.INF 

Lith. Jis   dabar  ei-s   pa-si-vaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM 今 行く-FUT.3  PREF-REFL-散歩する.INF 

  「今，彼は散歩に出かける（だろう）．」 

(29) a. Russ. On   ej   dast   knigu   zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM 彼女に.3F.SG.DAT 与える. FUT.3SG 本を.F.SG.ACC 明日 

Lith. Jis   jai   duo-s   knygą  rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM 彼女に.3F.SG.DAT 与える-FUT.3 本を.F.SG.ACC 明日 

「明日，彼は彼女に本を与える（だろう）．」 

b. Russ. On   poluč-it   knigu   zavtra. 

彼は.3M.SG.NOM 得る-FUT.3SG 本を.F.SG.ACC 明日 

Lith. Jis   gau-s   knygą   rytoj. 

彼は.3M.SG.NOM 得る-FUT.3  本を.F.SG.ACC 明日 

  「明日，彼は本を得る（だろう）．」 

 

(ii)に関しては，例文(28)のように，リトアニア語の移動を表す無接頭辞・非限界動詞（移

動動詞）の未来形は，目的地（ゴール）を表す前置詞句や状況語によって〈限界性〉が与

えられた場合に，ロシア語の移動を表す有接頭辞・PFV 動詞の未来形に対応することがあ

る．たとえば，上の例文(28)では，ロシア語の出発を意味する接頭辞をともなった移動動詞 

on po-ed-et「彼は（乗り物で）出かける」，および，po-jd-jot「（歩いて）出かける」は，意
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志的な動作の未来における始発を表す．一方，リトアニア語では，これに類似した意味を

もつ接頭辞をともなった動詞 jis nu-važiuo-s「彼は（乗り物で）出かける」や nu-ei-s「（歩い

て）出かける」は用いられず，一般的にはロシア語の IPFV 動詞の複合未来形（例．Russ. budu 

exat’ 「（私は）（乗り物で）行く」，budu idti「（私は）（歩いて）行く」）に対応するはずの，

無接頭辞・非限界動詞が用いられるのである．とくに，すでに進行中の移動の動作の後で，

別の方向に移動することを表す場合，ロシア語では PFV 動詞の未来形が用いられるのに対

して，リトアニア語では無接頭辞・非限界動詞の未来形が用いられる．例文(30)を参照． 

 

(30) Russ.  Sejčas ja   id-u   v  universitet,  

今 私は.1SG.NOM 行く-PRS.1SG ～へ  大学.M.SG.ACC 

a   potom   po-jd-u   v  biblioteku. 

それで その後  PREF-行く-FUT.1SG ～へ  図書館.F.SG.ACC 

Lith.  Dabar    ein-u  į  universitetą,  

今   行く-PRS.1SG ～へ  大学.M.SG.ACC 

o   paskui  ei-siu   į  biblioteką. 

それで  その後  行く-FUT.1SG ～へ  図書館.F.SG.ACC 

  「私は今，大学に（歩いて）行くところだが，その後で図書館に行く．」 

   

 また，(iii)リトアニア語の本来的限界動詞の未来形に関しては，まず，このタイプのリト

アニア語の限界動詞は，一般的に，現在形では〈IPFV〉意味をもつが，未来形と一般過去

形では〈PFV〉意味をもつ．よって，未来形は，ロシア語の PFV 動詞の単純未来形に対応

する（例文(31)）．ただし，リトアニア語の本来的限界動詞の未来形は，動作の過程という

〈IPFV〉意味をもつこともあり，その際は，ロシア語の IPFV 動詞が対応する（例文(32)）． 

 

(31) a. Russ. Kogda   on  za-konč-it  čitat’,   

～時    彼は.3M.SG.NOM PREF-終える-FUT.3SG 読む.INF  

on  sraz  skaž-et   mne. 

       彼は.3M.SG.NOM すぐに  言う-FUT.3SG 私に.1SG.DAT 

Lith. Kai  jis  baig-s   skaityti,   

～時  彼は.3M.SG.NOM 終える-FUT.3 読む.INF  

iškart  pa-saky-s  man. 

       すぐに  PREF-言う-FUT.3 私に.1SG.DAT 

「彼は，読み終わったら，私に言うだろう．」 

    b. Russ. Zavtra ja   vern-u-s’  s  raboty  v pjat’. 

      明日  私は.1SG.NOM 戻る-FUT.1SG-REFL ～から 仕事.F.SG.GEN  5 時に 
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Lith. Rytoj    aš   grį-šiu   iš  darbo      penktą. 

      明日  私は.1SG.NOM 戻る-FUT.1SG ～から 仕事.M.SG.GEN  5 時に 

  「明日，私は 5 時に仕事から戻る．」 

(32) a. Russ. Kogda  on  bud-et   za-kanč-iva-t’   čitat’,  

～時   彼は.3M.SG.NOM be-FUT.3SG  PREF-終える-ITER-INF 読む.INF  

ja  načn-u   gotovit’   užin. 

私は.1SG.NOM 始める-FUT.1SG 準備する.INF 夕食を.M.SG.ACC 

Lith. Kai   jis  baig-s    skaityti, 

～時   彼は.3M.SG.NOM 終える-FUT.3  読む.INF  

aš  pradė-siu  ruošti   vakarienę. 

私は.1SG.NOM 始める-FUT.1SG 準備する.INF 夕食を.M.SG.ACC 

   「彼が読み終わる（読み終わりつつある）頃，私は夕飯の支度を始める．」 

b. Russ. Zavtra  ja   bud-u  vozvraščat’-sja   domoj  

      明日  私は.1SG.NOM be-FUT.1SG 戻る.INF-REFL 家に 

čerez  les   i pole. 

      ～を通って 森.M.SG.ACC そして 野原.N.SG.ACC 

Lith. Rytoj   aš   grį-šiu   namo   

      明日  私は.1SG.NOM 戻る.FUT.1SG 家に 

per    mišką  ir lauką. 

～を通って 森.M.SG.ACC そして 野原.M.SG.ACC 

  「私は森と野原を通って家に帰る．」 

 

リトアニア語では，このような本来的限界動詞に接頭辞を付加することがある．それら

の有接頭辞・限界動詞の未来形（例．jis pa-baig-s「彼は終える，終えてしまう」）は常に〈PFV〉

であり，〈IPFV〉ではあり得ない．ただし，このタイプの有接頭辞動詞は〈限界性〉を強調・

強化する場合にしか用いられない．たとえば，以下の例文(33a)では，表される場面の〈限

界性〉を強調するために有接頭辞動詞の未来形も自然に用いられるが，例文(33b)では，表

される場面の〈限界性〉は強調されないため，無接頭辞動詞の未来形のみが用いられる． 

 

(33) a. Russ. Ja   skoro  za-konč-u   tu  rabotu. 

      私は.1SG.NOM すぐに PREF-終える-FUT.1SG  その 仕事を.F.SG.ACC 

Lith. Aš   greit  {baig-siu / pa-baig-siu}  tą  darbą. 

      私は.1SG.NOM すぐに 終える/PREF-終える-FUT.1SG その 仕事を.M.SG.ACC 

  「すぐに私はその仕事を終えてしまう．」 

b. Russ. Možet byt’,  ty   uže bud-eš’   za-kanč-iva-t’   tu  rabotu 

      もしかして 君.2SG.NOM すでに be-FUT.2SG PREF-終える-ITER-INF その 仕事を.F.SG.ACC 
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   čerez nedelju? 

   1 週間後 

Lith. Gal   tu    jau  baig-si   tą  darbą  

      もしかして 君.2SG.NOM すでに 終える-FUT.2SG その 仕事を.M.SG.ACC 

   po savaitės? 

   1 週間後 

  「もしかして，1 週間後には，君はその仕事を終えるだろうか？」 

 

・ロシア語の IPFV 動詞の未来形に対応するリトアニア語の未来形 

(iv) 本来的非限界動詞の未来形（例文(34)，(35)） 

(v) 接尾辞が反復の意味を表す派生的非限界動詞（反復動詞）の未来形（例文(36)） 

 

(34) a. Russ. Ja   bud-u  žit’  i  rabotat’  v Kaunase. 

       私は.1SG.NOM  be-FUT.1SG 暮らす.INF そして 働く.INF  ～で カウナス.M.SG.LOC 

Lith. Aš   gyven-siu  ir  dirb-siu  Kaune. 

        私は.1SG.NOM  暮らす-FUT.1SG そして 働く-FUT.1SG カウナスで.M.SG.LOC 

  「私は，カウナスで暮し，働くだろう．」 

    b. Russ. Večerom  on   bud-et  čitat’  knigu,  

       夕方に  彼は.3M.SG.NOM be-FUT.3SG 読む.INF 本を.F.SG.ACC 

a  ona   bud-et  slušat’  muzyku. 

一方 彼女.3F.SG.NOM be-FUT.3SG 聴く.INF 音楽を.F.SG.ACC 

Lith. Vakare   jis   skaity-s   knygą,  

       夕方に  彼は.3M.SG.NOM 読む-FUT.3  本を.F.SG.ACC 

o  ji   klausy-si-s  muzikos. 

それで 彼女.3F.SG.NOM 聴く-FUT.3-REFL 音楽を.F.SG.GEN 

  「夕方には，彼は本を読み，彼女は音楽を聴くだろう．」 

(35)  Russ. On   bud-et  vy-gljade-t’   xorošo v  kostjume. 

          彼は.3M.SG.NOM be-FUT.3SG 見える（PREF-眺める）.INF よく ~で スーツ.M.SG.LOC 

Lith. Jis   gerai  at-rody-s   su    kostiumu. 

          彼は.3M.SG.NOM よく  見える（PREF-眺める）-FUT.3 ~をともなって スーツ.M.SG.INS 

  「彼はスーツ姿で（恰好が）よく見えるだろう．」 

(36)   Russ. On  dolgo bud-et  pere-pis-yva-t’   pis’mo. 

            彼は.3M.SG.NOM  長いこと be-FUT.3SG 書き直す（PREF-書く）-ITER-INF 手紙を.M.SG.ACC 

Lith. Jis   ilgai per-raš-inė-s     laišką. 

            彼は.3M.SG.NOM  長いこと 書き直す（PREF-書く）-ITER-FUT.3  手紙を.M.SG.ACC 

  「彼は長いこと手紙を書き直しているだろう．」 
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(iv)に関して，移動動詞の場合，リトアニア語では，一方向的な移動の動作の過程に焦点

を当てるときは，無接頭辞・非限界動詞の未来形（例．Lith. aš važiuo-s-iu「私は（乗り物で）

行く」，ei-s-iu「（歩いて）行く」）が用いられ，ロシア語では IPFV 動詞の複合未来形（例．

Russ. ja budu exat’「私は（乗り物で）行く」，budu idti「（歩いて）行く」）が用いられる．す

でに挙げた例文(28)および(30)と，以下の例文(37)を対照． 

 

(37) a. Russ. Do  universiteta   my    bud-em  idti        čas. 

       ～まで 大学.M.SG.GEN  私たちは.1PL.NOM be-FUT.1PL（歩いて）行く.INF    1 時間 

Lith. Iki  universiteto   mes   ei-sime      valandą. 

       ～まで 大学.M.SG.GEN  私たちは.1PL.NOM （歩いて）行く-FUT.1PL     1 時間 

   「私たちは大学まで 1 時間かけて（歩いて）行く．」 

    b. Russ. Do  Tokio   bud-em  letet’   desjat’ časov. 

       ～まで 東京.N.SG.GEN be-FUT.1PL（飛んで）行く.INF    10 時間 

Lith. Iki  Tokijo   skri-sime   dešimt valandų. 

       ～まで 東京.M.SG.GEN be-FUT.1PL（飛んで）行く     10 時間 

   「（私たちは）東京まで 10 時間かけて（飛んで）行く．」 

 

以上のことから，リトアニア語の移動を表す無接頭辞・非限界動詞から作られた未来形は，

①移動の動作の開始，および，②その過程の意味を表し得ることが分かる（例文(28)，(30)，

(37)を参照）．それらの意味はロシア語では異なったアスペクトの動詞によって表し分けら

れる．すなわち，①移動の動作の開始は，有接頭辞・PFV 動詞の単純未来形（例．ja po-jdu

「私は（歩いて）行く，出かける」，po-edu「私は（乗り物で）行く，出かける」）によって，

一方，②移動の動作の過程は，無接頭辞・IPFV 動詞の複合未来形（ja budu idti「私は（歩い

て）行く，行くところだろう」，budu exat’「私は（乗り物で）行く，行くところだろう」）

によって伝えられる．ロシア語との比較によって，このタイプのリトアニア語の動詞の未

来形のアスペクト的帰属は，動詞のアスペクト的意味と未来テンスの組み合わせによって

決定されることがより明確になる． 

さて，以下の表 3-14 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が未来形によって〈未来〉の〈持続性〉の意味を表し得

るかについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，全体として見れば，限界

動詞は未来の持続を表す状況語と共起しにくいのに対して，非限界動詞はこれと共起しや

すいことが明らかになった． 
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表 3-14. アンケート[1]－(3)未来形における〈持続性〉の表現 

(3)未来形が未来の持続を表す状況語（「明日一日中」）と共起

するか．「彼は明日一日中～するだろう．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis rytoj visą dieną išgis. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną supyks. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną išbals iš baimės. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną susirgs. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną pagalvos. 1 1 0 1 3 6 

  Jis rytoj visą dieną pasėdės prie lango. 1 0 1 1 3 6 

  Rytoj visą dieną palis. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną pašauks. 0 0 1 2 3 6 

(a)-T Jis rytoj visą dieną padarys kėdę. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną palaidos tėvą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną parašys laišką. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną įvykdys planą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną nupirks knygą. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną uždainuos dainą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną padainuos dainą. 0 0 0 2 4 6 

(b1)-IT Pienas rytoj visą dieną prarūgs. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną peršals. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną sustos Rygoje. 0 1 0 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną pabėgs iš namų. 0 0 0 1 5 6 

(b1)-T Jis rytoj visą dieną įkalbės tėvą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną atidarys langą. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną įrodys teoriją / teoremą. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj visą dieną perrašys laišką. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną supirks daržoves. 0 0 0 3 3 6 

  Jis rytoj visą dieną atims iš jos žaislą. 0 0 0 1 5 6 

(b2)-IT Jis rytoj visą dieną ateis pas mane. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną nulips nuo kalno. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną išvažiuos į Kauną. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną pribėgs prie tėvo. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną atplauks į Klaipėdą. 0 0 0 1 5 6 

(b2)-T Jis rytoj visą dieną išvarys karves į ganyklą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną užmes tinklus. 0 1 0 1 4 6 

  Jis rytoj visą dieną atveš malkas pas mus. 0 0 0 1 5 6 
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  Jis rytoj visą dieną įneš maišus į vagoną. 0 0 0 1 5 6 

  Jis rytoj visą dieną nuves vaiką į teatrą. 0 0 0 2 4 6 

(c)-IT Jis rytoj visą dieną mirs. 0 0 2 1 3 6 

  Kūdikis rytoj visą dieną gims. 0 0 0 2 4 6 

  Jis rytoj visą dieną grįš namo. 0 1 0 1 4 6 

  Jis rytoj visą dieną virs darbščiu žmogumi. 0 0 0 1 5 6 

  Vanduo rytoj visą dieną dings. 0 1 0 1 4 6 

  Jis rytoj visą dieną liks namie. 2 3 0 0 1 6 

(c)-T Jis rytoj visą dieną baigs darbą. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną pradės darbą. 0 0 1 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną ras darbą. 0 1 0 2 3 6 

  Jis rytoj visą dieną gaus darbo. 1 1 1 2 1 6 

  Jis rytoj visą dieną duos jai darbo. 2 1 0 2 1 6 

(d1)-IT Jis rytoj visą dieną pyks. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną bals iš baimės. 1 2 1 2 0 6 

  Jis rytoj visą dieną sirgs. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną galvos. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną sėdės prie lango. 5 0 0 1 0 6 

  Rytoj visą dieną lis. 6 0 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną šauks. 3 2 1 0 0 6 

(d1)-T Jis rytoj visą dieną darys kėdę. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną laidos tėvą. 1 3 2 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną rašys laišką. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną vykdys planą. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną pirks knygą. 0 3 2 1 0 6 

  Jis rytoj visą dieną dainuos dainą. 3 3 0 0 0 6 

(d2)-IT Jis rytoj visą dieną eis pas gydytoją. 0 2 2 2 0 6 

  Jis rytoj visą dieną lips nuo kalno. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną važiuos pas draugą. 4 1 0 1 0 6 

  Jis rytoj visą dieną bėgs pas draugą. 3 2 1 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną plauks į Klaipėdą. 4 1 1 0 0 6 

(d2)-T Jis rytoj visą dieną varys karves į ganyklą. 3 3 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną mes tinklus. 3 3 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną veš malkas pas mus. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną neš maišus į vagoną. 5 1 0 0 0 6 
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  Jis rytoj visą dieną ves vaiką į teatrą. 0 0 5 1 0 6 

(e)-IT Jis rytoj visą dieną ateidinės pas mane. 0 0 2 2 2 6 

  Jis rytoj visą dieną išvažinės į Kauną. 0 0 3 1 2 6 

(e)-T Jis rytoj visą dieną įkalbinės tėvą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną atidarinės langą. 2 2 2 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną įrodinės teoriją / teoremą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną perrašinės laišką savo kambaryje. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną supirkinės daržoves. 4 2 0 0 0 6 

  Jis rytoj visą dieną atiminės iš jos žaislus. 3 3 0 0 0 6 

 

3.4  過去テンス 

現代ロシア語の過去テンスの形式は，他のテンス形式のように人称語尾をもたず，性の

カテゴリーを有している点で，テンス形式の体系全体から見て特異な位置を占める．他の

スラヴ諸語もある程度ロシア語と似通った状況にあり，リトアニア語を含むバルト諸語と

は異なっている．一方，現代リトアニア語の過去形の特異性は，2 つの形式，すなわち，一

般過去形と習慣過去形が存在することである．一般過去形は，その形式自体は〈習慣性〉

の点で無標であるが，共起する状況語やコンテクストによっては，習慣的場面を表し得る．

それに対し，接尾辞 -dav- をともなう習慣過去形は，〈習慣性〉の点で有標の形式であり，

一義的には，時間的遠隔性をともなった過去，すなわち，遠過去の意味をともなった習慣

的な場面を表す．この習慣過去形はリトアニア語に特有のもので，他のインド・ヨーロッ

パ諸語にはこのような過去形は認められず，親縁語であるラトヴィア語にも存在しない．  

リトアニア語の規範的なアカデミー文法とその伝統に従う従来の研究においては，この

接尾辞 -dav- をともなう過去テンスは，過去に繰り返された動作を表わす「多回的（頻回

的）過去テンス past frequentative tense」（Lith. būtasis dažninis laikas; Russ. prošedšee 

mnogokratnoe vremja）と定義されている．一方，これに対して無標の過去テンスは「一回的

過去テンス past single-time tense」（Lith. būtasis kartinis laikas; Russ. prošedšee odnokratnoe 

vremja）と呼ばれてきた．「多回的」の他には，「反復的 iterative」（Dambriūnas 1959，1960; 

Geniušienė 1989），および，「インパーフェクト imperfect」（あるいは imperfectum consuetudinis）

（Senn 1949; Safarewicz 1967）といった用語も用いられる． 

筆者の見るところ，これらの用語はリトアニア語の動詞の 2 つの過去形の特質を十分に

伝えるものではない．なぜなら，リトアニア語では無標の過去形は，一回的な意味を表す

のみならず，とくに，「何度も」，「しばしば」タイプの状況語をともなって，多回的・反復

的意味も表し得る．また，接尾辞 -dav- をともなう過去形は，「ときに」，「まれに」タイプ

の状況語をともなって，非多回的・非頻回的な（Xrakovskij（1997）の用語で「中断的

discontinuative」）反復的意味を表し得るし，「ずっと」，「絶えず」，「決して（～ない）」タイ

プの状況語をともなって，非反復的（持続的）意味をも表し得るからである． 
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実際，この問題を扱う研究者の多くが，この習慣過去形を第一義的には過去に繰り返さ

れた場面を表すものとみなす一方で，この形式が少なくとも習慣的な意味を含意すること

ができるという点で同意している．たとえば，Geniušienė（1997：230）は，この形式は「習

慣性と遠過去の含みをともなって，過去に不定回数繰り返された場面を表すために用いら

れる」（[it] serves to express situations repeated an indeterminate number of times in the past, with 

an implication of habituality and a remote past）と述べている．しかしながら，筆者は，過去の

論文（松谷［＝櫻井］1995，櫻井 1997，1998，1999a，1999b；Sakurai 2014）において論じ

たように，この形式の本質は反復を表すことよりもその習慣的性質にあると考え，これを

「習慣過去テンス」とし，無標の過去テンスを「一般過去テンス」と称する． 

従来のリトアニア語とロシア語の対照アスペクト研究では，2 つの言語の過去テンスにお

ける対応関係に対して，次のように規定されている．すなわち，①リトアニア語の「動詞

アスペクト」の対の形成の中心的手段は，ロシア語と同様に接頭辞づけと接尾辞づけであ

る，②リトアニア語の 2 つの過去形もまた，動詞アスペクトの対に相当する機能をもち，「反

復的意味をもつ」接尾辞-dav- は「IPFV 化」の機能をもつ，という 2 点である．この問題

に関してはさらに第 6 章で詳しく論じるのであるが，ここではまず，本論文におけるリト

アニア語の動詞のアスペクト的特性の解釈に従い，過去テンスにおけるロシア語の動詞ア

スペクトとの基本的な対応を大まかにまとめてみよう： 

 

・ロシア語の PFV 動詞の過去形に対応するリトアニア語の過去形 

(i)  有接頭辞・派生的限界動詞の一般過去形（例文(38)） 

(ii) 点的意味をもつ接尾辞をともなった有接尾辞・派生的限界動詞（瞬間動詞）の一般過去

形（例文(39)） 

(iii) 本来的限界動詞の一般過去形（例文(40)） 

 

(38) a. Russ.  On   pro-čita-l  knigu. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-読む-PST.M.SG 本を.F.SG.ACC 

Lith.  Jis   per-skait-ė  knygą. 

彼は.3M.SG.NOM PREF-読む-PST.3 本を.F.SG.ACC 

「彼は本を読み終えた．」 

b. Russ.  On   pri-njos     knigu. 

彼は.3M.SG.NOM 持って来る（PREF-持ち運ぶ）.PST.M.SG 本を.F.SG.ACC 

   Lith.  Jis   at-neš-ė     knygą. 

彼は.3M.SG.NOM 持って来る（PREF-持ち運ぶ）-PST.3 本を.F.SG.ACC 

  「彼は本を（歩いて）持って来た．」 

c. Russ.  On   vo-šjo-l    v  komnatu. 

彼は.3M.SG.NOM 入る（PREF-行く）-PST.M.SG ～へ 部屋.F.SG.ACC 
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Lith.  Jis   į-ėj-o    į  kambarį. 

彼は.3M.SG.NOM 入る（PREF-行く）-PST.3 ～へ 部屋.M.SG.ACC 

  「彼は部屋に（歩いて）入った．」 

d. Russ.  On    u-exa-l. 

彼は.3M.SG.NOM  出発する（PREF-行く）-PST.M.SG 

Lith.  Jis    iš-važiav-o. 

彼は.3M.SG.NOM 出発する（PREF-行く）-PST.3 

「彼は（乗り物で）出発した．」 

(39) a. Russ.  On    stuk-nu-l   v  dver’. 

彼は.3M.SG.NOM 1 回叩く（叩く-SUFF）-PST.M.SG ～へ ドア.F.SG.ACC 

Lith.  Jis    stuk-telė-j-o   į  duris 

彼は.3M.SG.NOM 1 回叩く（叩く-SUFF）-PST.3 ～へ ドア.F.PL.ACC 

  「彼はドアを 1 回叩いた．」 

b. Russ.  On    vskrik-nu-l. 

彼は.3M.SG.NOM 1 回叫ぶ（叫ぶ-SUFF）-PST.M.SG 

Lith.  Jis    šūk-telė-j-o. 

彼は.3M.SG.NOM 1 回叫ぶ（叫ぶ-SUFF）-PST.3 

  「彼は（1 回）叫んだ．」 

(40) a. Russ.  On    pro-pa-l. 

彼は.3M.SG.NOM 消える（PERF-落ちる）-PST.M.SG 

Lith.  Jis    ding-o. 

彼は.3M.SG.NOM 消える-PST.3 

  「彼は消えた．」 

   b. Russ.  On    na-šjo-l    ključ. 

彼は.3M.SG.NOM 見つける（PREF-行く）-PST.M.SG 鍵を.M.SG.ACC 

Lith.  Jis    rad-o    raktą. 

彼は.3M.SG.NOM 見つける-PST.3  鍵を.M.SG.ACC 

  「彼は鍵を見つけた．」 

    c. Russ.  On    sta-l   vračom. 

彼は.3M.SG.NOM なる-PST.M.SG 医者.M.SG.INS 

Lith.  Jis    tap-o   gydytoju. 

彼は.3M.SG.NOM なる-PST.3  医者.M.SG.INS 

  「彼は医者になった．」 

    d. Russ.  On    umer. 

彼は.3M.SG.NOM 死ぬ.PST.M.SG 
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Lith.  Jis    mir-ė. 

彼は.3M.SG.NOM 死ぬ-PST.3 

「彼は死んだ．」 

 

・ロシア語の IPFV 動詞の過去形に対応するリトアニア語の過去形 

(iv) 本来的非限界動詞の一般過去形（例文(41)，(42)） 

(v) 反復的意味をもつ接尾辞をともなった有接尾辞・派生的非限界動詞（反復動詞）の一般

過去形（例文(43)） 

(vi) あらゆるタイプの動詞から形成された習慣過去形（例文(44)から(47)） 

 

(41) a. Russ.  On    čita-l   knigu. 

彼は.3M.SG.NOM 読む-PST.M.SG 本を.F.SG.ACC  

Lith.  Jis    skait-ė   knygą. 

彼は.3M.SG.NOM 読む-PST.3  本を.F.SG.ACC 

  「彼は本を読んだ・読んでいた．」 

b. Russ.  On    šjo-l   v  školu. 

彼は.3M.SG.NOM 行く-PST.M.SG ～へ 学校.F.SG.ACC 

Lith.  Jis    ėj-o   į  mokyklą. 

彼は.3M.SG.NOM 行く-PST.1SG ～へ 学校.F.SG.ACC 

  「彼は学校へ（歩いて）行った，行くところだった．」 

(42)  Russ.  On    ran’še vsegda xorošo  vy-gljade-l. 

彼は.3M.SG.NOM かつては いつも よく 見える（PREF-眺める）-PST.M.SG 

Lith.  Jis    anksčiau visada gerai  at-rod-ė. 

彼は.3M.SG.NOM かつては いつも よく 見える（PREF-見せる）-PST.3 

  「彼はかつてはいつも（調子が）よく見えた．」 

(43)  Russ.  On    vsegda pere-pis-yva-l    pis’ma. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも 書き直す（PREF-書く）-ITER-PST.M.SG 手紙を.N.PL.ACC 

Lith.   Jis    visada per-raš-inėj-o    laiškus. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも 書き直す（PREF-書く）-ITER-PST.3 手紙を.M.PL.ACC 

  「彼はいつも手紙を（反復的に）書き直していた．」 

(44) a. Russ.  On    vsegda pro-čit-yva-l   vse pis’ma. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも PREF-読む-ITER-PST.M.SG すべての 手紙を.N.PL.ACC 

Lith.  Jis    visada per-skaity-dav-o   visus  laiškus. 

彼は.3M.SG.NOM   いつも PREF-読む-HABIT-PST.3 すべての 手紙を.M.PL.ACC 

「彼はいつもすべての手紙を（反復的に）読んだものだった．」 
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b. Russ.  On    pri-xodi-l    k   nam. 

彼は.3M.SG.NOM   来る（PREF-通う）-PST.M.SG  ～の所へ  私たち.1PL.DAT 

Lith.  Jis    at-ei-dav-o    pas   mus. 

彼は.3M.SG.NOM   来る（PREF-行く）-HABIT-PST.3  ～の所へ 私たち.1PL.ACC 

「彼は私たちの所へ来たものだった．」 

(45) a. Russ.  On    na-xodi-l    kluč 

彼は.3M.SG.NOM   見つける（PREF-通う）-PST.M.SG  鍵を.M.SG.ACC 

i  snova ego  terja-l. 

そして また それを.3M.SG.ACC なくす-PST.M.SG 

Lith.  Jis    ras-dav-o   raktą. 

彼は.3M.SG.NOM   見つける-HABIT-PST.3  鍵を.M.SG.ACC 

ir  vėl jį  pa-mes-dav-o. 

そして また それを.ACC なくす（PREF-投げる）-HABIT-PST.3 

  「彼は鍵を見つけてはまたなくしたものだった．」 

   b. Russ.   On    vsegda bystro  za-kanč-iva-l   rabotu. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも 素早く PREF-終える-ITER-PST.M.SG 仕事を.F.SG.ACC 

Lith.   Jis    visada greitai  baig-dav-o   darbą. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも 素早く 終える-HABIT-PST.3  仕事を.M.SG.ACC 

  「彼はいつも素早く仕事を終えたものだった．」 

   c. Russ.   Ljudi   často umira-li  ot grippa. 

人々は.M.PL.NOM しばしば 死ぬ-PST.PL ～から インフルエンザ.M.SG.GEN 

Lith.   Žmonės   dažnai mir-dav-o   nuo  gripo. 

人々は.M.PL.NOM しばしば 死ぬ-HABIT-PST.3 ～から インフルエンザ.M.SG.GEN 

「人々はしばしばインフルエンザで死んだものだった．」 

(46) a. Russ.  Po večeram on   čit-yva-l  knigi. 

夜ごと 彼は.3M.SG.NOM 読む-ITER-PST.M.SG 本を.F.PL.ACC  

Lith.  Vakarais jis   skaity-dav-o  knygas. 

夜ごと 彼は.3M.SG.NOM 読む-HABIT-PST.3 本を.F.PL.ACC  

「彼は夜ごと本を読んだものだった．」 

b. Russ.   On    xodi-l   k  vraču. 

彼は.3M.SG.NOM   通う-PST.M.SG ～の所へ 医者.M.SG.DAT 

Lith.   Jis    ei-dav-o   pas  gydytoją. 

彼は.3M.SG.NOM   行く-HABIT-PST.3 ～の所へ 医者.M.SG.ACC 

「彼は医者に通っていた・行ったものだった．」 

(47) Russ.  Ran’še on   často pere-pis-yva-l      pis’ma. 

かつて  彼は.3M.SG.NOM しばしば 書き直す（PREF-書く）-ITER-PST.M.SG 手紙を.N.PL.ACC 
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Lith.  Anksčiau jis   dažnai {per-rašy-dav-o /  

     かつて  彼は.3M.SG.NOM しばしば  書き直す（PREF-書く）-HABIT-PST.3  

per-raš-inė-dav-o}   laiškus. 

書き直す（PREF-書く）-ITER-HABIT-PST.3    手紙を.M.PL.ACC 

  「かつて彼はしばしば手紙を書き直したものだった．」 

 

さて，以上の(i)から(v)のリトアニア語の一般過去形とロシア語の過去形の対応関係を見

る限りでは，接頭辞・接尾辞づけによる動詞の「PFV 化・IPFV 化」の機能，および，動詞

のアスペクト的な対の形成のプロセスは，リトアニア語とロシア語，2 つの言語において基

本的に共通しており，従来の解釈に問題はない，という印象を受けるかもしれない．だが，

(vi)のリトアニア語の習慣過去形とロシア語の過去形の対応関係は，リトアニア語とロシア

語，2 つの言語のアスペクト・テンス体系には根本的な相違があることを示している． 

 この過去テンスにおける対応について，たとえば Musteikis（Mustejkis 1972）は，2 つの

言語の動詞アスペクトが本質的に類似するものであるという伝統的な解釈に従いつつも，

リトアニア語では同一の動詞の不定形から 2 つの過去形が作られるのに対して，ロシア語

でそれに対応するのは，異なる動詞の不定形から作られた同一の過去テンスの形式である

という相違点を重視している．また，Musteikis は習慣過去形（彼の規定では「反復的動作

を表す多回的過去形」）が，例(47)の per-raš-inė-dav-o のように有接尾辞・反復動詞から形成

された場合に関して「二重の反復性の表現」と解釈し，「ロシア語には対応する形式がない」

ことを 2 つの言語間の重要な相違点として挙げている（Mustejkis 1972: 141）． 

 筆者が重要視するのは，①リトアニア語の習慣過去形に機能意味論的に対応するのは，

基本的に，ロシア語の IPFV 動詞の過去形が〈習慣性〉というアスペクト・テンス的意味を

有する場合に限られる，②リトアニア語の 2 つの過去形はいずれも語彙的制約なくあらゆ

る動詞から形成される，という 2 点である．実際に対訳テクストを観察すると，リトアニ

ア語の非限界動詞の一般過去形と習慣過去形がアスペクトの点で対立せず，いずれもロシ

ア語の同一の IPFV 動詞の過去形に対応する例が多くある．リトアニア語の習慣過去形のも

つ意味がロシア語では形式的には表現されない（すなわち，有接尾辞・反復動詞が対応し

ない）ことも少なくない．リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去形のアスペクト的

機能を，反復を意味する接尾辞をともなったロシア語の IPFV 動詞と同一視してきた従来の

研究の問題点は，習慣過去形が動作のみならず状態も十分に表し得るという事実に端的に

表れている．例文(48)を参照．  

 

(48) a. Russ.  Každoe utro  on   beža-l   v  školu. 

      毎朝  彼は.3M.SG.NOM 走る-PST.M.SG ～へ 学校.F.SG.ACC 

              čerez park. 

              ~を通って 公園.M.SG.ACC 
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Lith.  Kiekvieną rytą jis       {bėg-o / bėg-dav-o}     į  mokyklą. 

      毎朝  彼は.3M.SG.NOM     走る-PST.3/走る-HABIT-PST.3 ～へ 学校.F.SG.ACC 

      pro  parką. 

              ~を通って 公園.M.SG.ACC 

  「毎朝，彼は学校へ走って行ったものだ．」 

    b. Russ.  Ran’še   on   vsegda by-l    doma. 

       かつて 彼は.3M.SG.NOM いつも いる-PST.M.SG  家に 

Lith.  Anksčiau  jis   visada {buv-o / bū-dav-o}  namie. 

      かつて 彼は.3M.SG.NOM いつも いる-PST.3/いる-HABIT-PST.3 家に 

  「かつて彼はいつも家にいたものだ．」 

 

以上の考察の結果から，リトアニア語の接尾辞 -dav- を単純に「IPFV 化」というアスペク

ト的な対立の文法的手段と呼ぶことはできないことは確かである．この問題については，

第 6 章において，詳しく論じることにする． 

さて，以下の表 3-15 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が一般過去形によって〈過去〉の〈持続性〉の意味を表

し得るかについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，全体として見れば，

限界動詞は過去の持続を表す状況語と共起しにくいのに対して，非限界動詞はこれと共起

しやすいことが明らかになった． 

 

表 3-15. アンケート[1]－(4)一般過去形における〈持続性〉の表現 

(4)一般過去形が過去の持続を表す状況語（「昨日ずっと」）と

共起するか．「彼は昨日ずっと～していた．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis vakar visą dieną išgijo. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną supyko. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną išbalo iš baimės. 0 1 0 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną susirgo. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną pagalvojo. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną pasėdėjo prie lango. 0 1 0 1 4 6 

  Vakar visą dieną palijo. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną pašaukė. 0 0 0 2 4 6 

(a)-T Jis vakar visą dieną padarė kėdę. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną palaidojo tėvą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną parašė laišką. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną įvykdė planą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną nupirko knygą. 0 0 0 2 4 6 
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  Jis vakar visą dieną uždainavo dainą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną padainavo dainą. 0 0 1 1 4 6 

(b1)-IT Pienas vakar visą dieną prarūgo. 0 0 0 1 5 6 

  Jis vakar visą dieną peršalo. 0 0 0 1 5 6 

  Jis vakar visą dieną sustojo Rygoje. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną pabėgo iš namų. 0 0 0 2 4 6 

(b1)-T Jis vakar visą dieną įkalbėjo tėvą. 2 0 0 0 4 6 

  Jis vakar visą dieną atidarė langą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną įrodė teoriją / teoremą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną perrašė laišką. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną supirko daržoves. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną atėmė iš jos žaislą. 0 0 0 1 5 6 

(b2)-IT Jis vakar visą dieną atėjo pas mane. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną nulipo nuo kalno. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną išvažiavo į Kauną. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną pribėgo prie tėvo. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną atplaukė į Klaipėdą. 0 0 0 2 4 6 

(b2)-T Jis vakar visą dieną išvarė karves į ganyklą. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną užmetė tinklus. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną atvežė malkas pas mus. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną įnešė maišus į vagoną. 0 0 0 2 4 6 

  Jis vakar visą dieną nuvedė  vaiką į teatrą. 0 0 0 2 4 6 

(c)-IT Jis vakar visą dieną mirė. 0 0 1 1 4 6 

  Kūdikis vakar visą dieną gimė. 0 0 0 1 5 6 

  Jis vakar visą dieną grįžo namo. 0 0 1 1 4 6 

  Jis vakar visą dieną virto darbščiu žmogumi. 0 0 0 2 4 6 

  Vanduo vakar visą dieną dingo. 0 1 0 2 3 6 

  Jis vakar visą dieną liko namie. 3 1 1 0 1 6 

(c)-T Jis vakar visą dieną baigė darbą. 0 0 1 2 3 6 

  Jis vakar visą dieną pradėjo darbą. 0 0 0 3 3 6 

  Jis vakar visą dieną rado darbą. 0 0 1 2 3 6 

  Jis vakar visą dieną gavo darbo. 0 1 1 2 2 6 

  Jis vakar visą dieną davė jai darbo. 1 1 1 2 1 6 

(d1)-IT Jis vakar visą dieną pyko. 6 0 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną balo iš baimės. 4 2 0 0 0 6 
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  Jis vakar visą dieną sirgo. 6 0 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną galvojo. 6 0 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną sėdėjo prie lango. 4 0 1 1 0 6 

  Vakar visą dieną lijo. 6 0 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną šaukė. 4 1 1 0 0 6 

(d1)-T Jis vakar visą dieną darė kėdę. 6 0 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną laidojo tėvą. 3 1 2 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną rašė laišką. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną vykdė planą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną pirko knygą. 2 0 4 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną dainavo dainą. 4 2 0 0 0 6 

(d2)-IT Jis vakar visą dieną ėjo pas gydytoją. 4 0 2 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną lipo nuo kalno. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną važiavo pas draugą. 3 2 1 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną bėgo pas draugą. 3 1 2 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną plaukė į Klaipėdą. 4 2 0 0 0 6 

(d2)-T Jis vakar visą dieną varė karves į ganyklą. 4 2 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną metė tinklus. 4 1 1 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną vežė malkas pas mus. 4 2 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną nešė maišus į vagoną. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną vedė vaiką į teatrą. 1 2 3 0 0 6 

(e)-IT Jis vakar visą dieną ateidinėjo pas mane. 0 2 2 0 2 6 

  Jis vakar visą dieną išvažinėjo į Kauną. 0 1 2 1 2 6 

(e)-T Jis vakar visą dieną įkalbinėjo tėvą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną atidarinėjo langą. 3 0 3 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną įrodinėjo teoriją / teoremą. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną perrašinėjo laišką savo kambaryje. 4 2 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną supirkinėjo daržoves. 5 1 0 0 0 6 

  Jis vakar visą dieną atiminėjo iš jos žaislus. 5 1 0 0 0 6 

 

また，以下の表 3-16 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が習慣過去形によって非習慣的な近過去の〈IPFV 反復性〉

の意味を表し得るかについて調査した結果をまとめたものである．非習慣的な多数回の状
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況語との共起可能性は，〈限界性〉の程度の高い限界動詞の場合に若干高いが，全体として，

習慣過去形とこのタイプの状況語との共起可能性は高くないという結果が出た56． 

 

表 3-16. アンケート[1]－(5)習慣過去形における非習慣的な〈IPFV 反復性〉の表現 

(5)習慣過去形が過去の非習慣的な多数回の状況語（「昨日何度

も」）と共起するか．「彼は昨日何度も～していた．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis vakar daug kartų supykdavo. 0 1 3 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų išbaldavo iš baimės. 1 2 1 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų susirgdavo. 0 0 4 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų pagalvodavo. 2 2 0 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų pasėdėdavo prie lango. 1 2 1 1 0 5 

  Vakar daug kartų palydavo. 0 3 0 1 1 5 

  Jis vakar daug kartų pašaukdavo. 1 2 1 1 0 5 

(a)-T Jis vakar daug kartų padarydavo kėdes. 0 0 2 1 2 5 

  Jis vakar daug kartų palaidodavo žmones. 0 0 2 1 2 5 

  Jis vakar daug kartų parašydavo laiškus. 0 0 2 1 2 5 

  Jis vakar daug kartų įvykdydavo bausmes. 0 0 2 1 2 5 

  Jis vakar daug kartų nupirkdavo knygas. 0 0 2 1 2 5 

  Jis vakar daug kartų uždainuodavo dainą. 2 2 0 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų padainuodavo dainą. 0 2 2 1 0 5 

(b1)-IT Pienas vakar daug kartų prarūgdavo. 0 0 3 1 1 5 

  Jis vakar daug kartų peršaldavo. 0 0 1 3 1 5 

  Traukinys vakar daug kartų sustodavo stotelėse. 0 2 2 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų pabėgdavo iš namų. 0 1 1 2 1 5 

(b1)-T Jis vakar daug kartų įkalbėdavo tėvą. 0 1 1 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų atidarydavo langą. 0 3 0 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų įrodydavo teoriją / teoremą. 0 2 0 2 1 5 

  Jis vakar daug kartų perrašydavo laišką. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų supirkdavo daržoves. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų atimdavo iš jos žaislą. 0 3 0 1 1 5 

(b2)-IT Jis vakar daug kartų ateidavo pas mane. 1 1 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų nulipdavo nuo kalno. 0 1 2 2 0 5 

                                                   

 
56 6 人の回答者のうちの１人は，「(5)のすべての文がかなり不自然であるが，文法的に間違っているとは言

えない．コンテクストによっては自然な文になり得るようである．単文では判断しかねる」とコメント

し，すべての文に関して無回答とした． 
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  Jis vakar daug kartų išvažiuodavo į Kauną. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų pribėgdavo prie tėvo. 1 3 0 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų atplaukdavo į krantą. 1 2 1 1 0 5 

(b2)-T Jis vakar daug kartų išvarydavo karves į ganyklą. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų užmesdavo tinklus. 0 3 0 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų atveždavo malkas pas mus. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų įnešdavo maišus į vagoną. 0 1 1 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų nuvesdavo vaiką į teatrą. 1 1 1 2 0 5 

(c)-IT Jis vakar daug kartų mirdavo iš baimės. 0 1 2 2 0 5 

  Kūdikiai vakar daug kartų gimdavo ligoninėje. 0 0 0 4 1 5 

  Jis vakar daug kartų grįždavo namo. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų virsdavo darbščiu žmogumi. 0 0 1 3 1 5 

  Vanduo vakar daug kartų dingdavo. 0 3 1 1 0 5 

  Jis vakar daug kartų likdavo namie. 0 1 1 3 0 5 

(c)-T Jis vakar daug kartų baigdavo darbą greitai. 0 1 1 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų pradėdavo naują darbą. 0 3 0 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų rasdavo naują darbą. 0 1 0 3 1 5 

  Jis vakar daug kartų gaudavo naują darbą. 0 2 0 2 1 5 

  Jis vakar daug kartų duodavo jai darbo. 0 2 0 3 0 5 

(d1)-IT Jis vakar daug kartų pykdavo. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų baldavo iš baimės. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų sirgdavo. 0 0 1 3 1 5 

  Jis vakar daug kartų galvodavo. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų sėdėdavo prie lango. 1 2 1 1 0 5 

  Vakar daug kartų lydavo. 0 0 2 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų šaukdavo. 0 2 1 2 0 5 

(d1)-T Jis vakar daug kartų darydavo kėdes. 0 1 0 3 1 5 

  Jis vakar daug kartų laidodavo žmones. 0 1 0 3 1 5 

  Jis vakar daug kartų rašydavo laiškus. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų vykdydavo bausmes. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų pirkdavo knygas. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų dainuodavo dainą. 0 2 1 2 0 5 

(d2)-IT Jis vakar daug kartų eidavo pas gydytoją. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų lipdavo nuo kalno. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų važiuodavo pas draugą. 0 1 0 4 0 5 
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  Jis vakar daug kartų bėgdavo pas draugą. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų plaukdavo į Klaipėdą. 0 1 0 4 0 5 

(d2)-T Jis vakar daug kartų varydavo karves į ganyklą. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų mesdavo tinklus. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų veždavo malkas pas mus. 0 1 2 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų nešdavo maišus į vagoną. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų vesdavo vaiką į teatrą. 0 1 2 2 0 5 

(e)-IT Jis vakar daug kartų ateidinėdavo pas mane. 0 0 3 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų išvažinėdavo į Kauną. 0 0 3 2 0 5 

(e)-T Jis vakar daug kartų įkalbinėdavo tėvą. 0 1 1 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų atidarinėdavo langą. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų įrodinėdavo teoriją / teoremą. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų perrašinėdavo laišką savo kambaryje. 0 2 1 2 0 5 

  Jis vakar daug kartų supirkinėdavo daržoves. 0 2 0 3 0 5 

  Jis vakar daug kartų atiminėdavo iš jos žaislus. 0 2 0 3 0 5 

 

3.5  分析的テンス 

さて，リトアニア語は，以上のような，基本的な単純テンスの諸形式と並んで，be 動詞

に相当する存在・連辞動詞 būti と形容詞的分詞からなる分析的形式を有している（分詞の

アスペクト的時間表現については第 4 章で，また，分析的パーフェクト形の意味と機能に

ついては第 5 章で詳しく述べる）．本節では，このリトアニア語の分析的テンス形式とロシ

ア語の対応する形式を概観する． 

まず，ここで問題とするリトアニア語の存在・連辞動詞 būti と形容詞的分詞を組み合わ

せた分析的形式については，研究者間でその名称や解釈をめぐって見解の不一致がみられ

る．規範的なアカデミー文法とその伝統に従う研究においては，būti と能動態の形容詞的分

詞を組み合わせた形式のうち，過去能動分詞をともなうものは「複合的終了テンス57」（Lith. 

sudėtiniai atliktiniai laikai；Russ. složnye zaveršitel’nye vremena），現在能動分詞をともなうもの

は「複合的始発テンス」（Lith. sudėtiniai pradėtiniai laikai；Russ. složnye načinatel’nye vremena）

と称されている．一方，būti と受動態の形容詞的分詞を組み合わせた分析的形式は，その意

味に基づいた特別な名称が与えられておらず，「現在／過去分詞をともなった」「受動態の

複合的テンス形式」（Lith. sudėtinės neveikiamosios rūšies formos；Russ. složnye formy vremjon 

stradatel’nogo zaloga）という，統一性を欠いた呼ばれ方がなされてきた． 

                                                   

 
57 アカデミー文法を始め伝統的に用いられてきた「複合的テンス compound tense」という用語に関しても

批判が多く（Paulauskienė 1979），現在では「分析的テンス analytic (analytical) tense」という呼び方がほぼ

定着している． 
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一方，アカデミー文法の英語による縮約版（LG）ではこの点が修正され，過去能動分詞

をともなう形式は「複合的パーフェクト・テンス compound perfect tenses」，現在能動分詞を

ともなう形式は「複合的継続テンス compound continuative tenses」，過去受動分詞をともなう

形式は「複合的パーフェクト受動テンス compound perfect passive tenses」，現在受動分詞をと

もなう形式は「複合的インパーフェクト受動テンス compound imperfect passive tenses」，とい

う用語が充てられている．能動／受動の過去分詞をともなう形式に関しては，Geniušienė & 

Nedjalkov (1988)，Geniušienė (Genjušene 1990)，Sližienė (1995)等もまた，類型論的なアスペ

クト・テンス研究において一般的な「パーフェクト」という用語を用い，この形式の意味

および機能を伝統的解釈でのいわゆる「動詞アスペクト」との関係性から分析している． 

本論文では，すでに論じてきた通り，〈パーフェクト〉を，先行する時間面と後続する時

間面の関係を表わす，複合的なアスペクト・テンス・カテゴリーとみなす．〈パーフェクト〉

の意味の基本は，ある過去の場面がひきつづき現在の場面にまで結果・効力を残している

ことを表すことにある．このように機能意味論的側面から〈パーフェクト〉を規定するこ

とを前提に，本論文では，リトアニア語の būti と過去能動分詞を組み合わせた分析的テン

ス形式を，「パーフェクト形 perfect forms」と呼ぶ．一方，従来「複合的始発テンス」ある

いは「複合的継続テンス」と呼ばれてきた，接頭辞 be-を付加した現在能動分詞をともなっ

た形式を，「進行パーフェクト形 perfect progressive form」と呼ぶ．それは，この分析的形式

は，始発的・持続的動作のみならず，試みたものの中断された動作も表わし，ちょうど〈パ

ーフェクト性〉と〈進行性〉を組み合わせたような意味・機能を有しているためである．

一方，受動態については，本論文では，アカデミー文法の英語縮約版（LG）に倣い，būti

と過去受動分詞を組み合わせた形式を「パーフェクト受動形 perfect passive forms」，būti と

現在受動分詞を組み合わせた形式を「インパーフェクト受動形」と呼ぶ． 

分析的なパーフェクト形において，存在・連辞動詞 būti は，現在／一般過去／習慣過去

／未来の各テンス形を取る．ただし，進行パーフェクト形に限っては，būti が現在形である

ことはまれであり，過去形が最も多く，次が未来形である．分析的なパーフェクトの各テ

ンス形は，基本的に〈発話時点〉以外の基準時点，すなわち，〈設定時点〉によって決定さ

れる相対的な意味と同時に，それ自身で意味が決まる絶対的テンスとしての意味ももつ，

「絶対的－相対的時間表現」をおこなう．リトアニア語とロシア語，2 つの言語のアスペク

ト・テンス体系を対照してみると，ロシア語は，一般的なテンス形式が〈パーフェクト〉

の表現を担っており，特別なパーフェクトの形式をもたない点でリトアニア語とは異なる． 

それでは，以下，3.5.1 節で能動態の分析的テンスの諸形式について考察し，3.5.2 節で受

動態の分析的テンスの諸形式についての考察をおこなう． 

 

3.5.1 能動態の分析的テンス 

本論文におけるリトアニア語の動詞のアスペクト的解釈に従って，〈パーフェクト〉の表

現におけるロシア語の動詞アスペクトとの基本的な対応をまとめると，以下のようになる： 
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・ロシア語の PFV 動詞の過去形に対応するリトアニア語のパーフェクト形 

(i)  限界動詞の現在パーフェクト形（例文(49)） 

(ii)  限界動詞の一般過去パーフェクト形（例文(50)） 

 

(49)  Russ. On   uže s-dela-l   stul. 

彼は.3M.SG.NOM すでに PREF-作る-PST.M.SG 椅子を.M.SG.ACC 

Lith. Jis   jau  [yr-a]  pa-dar-ęs    

彼は.3M.SG.NOM すでに be-PRS.3 PREF-作る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

kėdę. 

椅子を.F.SG.ACC 

  「彼はすでに椅子を作り終えている．」 

(50)  Russ. K tomu vremeni on   uže s-dela-l   stul. 

そのときには    彼は.3M.SG.NOM すでに PREF-作る-PST.M.SG 椅子を.M.SG.ACC 

Lith. Iki to laiko jis   jau buv-o pa-dar-ęs         

そのときには   彼は.3M.SG.NOM  すでに be-PST.3 PREF-作る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

kėdę. 

椅子を.M.SG.ACC 

  「そのときには，彼はすでに椅子を作り終えていた．」 

 

・ロシア語の PFV 動詞の未来形に対応するリトアニア語のパーフェクト形 

(iii) 限界動詞の未来パーフェクト形（例文(51)） 

 

(51) Russ. K tomu vremeni   on   uže s-dela-et  stul. 

そのときには     彼は.3M.SG.NOM すでに PREF-作る-FUT.3SG 椅子を.M.SG.ACC 

Lith. Iki to laiko   jis   jau bu-s  pa-dar-ęs         

そのときには  彼は.3M.SG.NOM すでに be-FUT.3 PREF-作る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

kėdę. 

椅子を.M.SG.ACC 

「そのときには，彼はすでに椅子を作り終えているだろう．」 

 

・ロシア語の IPFV 動詞の過去形に対応するリトアニア語のパーフェクト形 

(iv) 非限界動詞の現在パーフェクト形（例文(52)） 

(v)  非限界動詞の一般過去／習慣過去パーフェクト形（例文(53)） 

(vi) 可逆的な動作を表す限界動詞の一般過去／習慣過去パーフェクト形（例文(54)） 

(vii) 限界動詞の一般過去／習慣過去進行パーフェクト形（例文(55)） 
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(52)  Russ. On   kogda-to ži-l   v  Londone. 

彼は.3M.SG.NOM いつだか 住む-PST.M.SG ～に ロンドン.M.SG.LOC 

Lith. Jis   kažkada [yr-a]  gyven-ęs   Londone. 

彼は.3M.SG.NOM いつだか be-PRS.3 住む-ACT.PST..PTCP.M.SG.NOM ロンドンに.M.SG.LOC 

  「彼は（すでに）ロンドンに住んだことがある．」 

(53)  Russ. On   kogda-to ži-l   v  Londone. 

彼は.3M.SG.NOM いつだか 住む-PST.M.SG ～に ロンドン.M.SG.LOC 

 Lith. Jis   kažkada buv-o  gyven-ęs   Londone. 

彼は.3M.SG.NOM いつだか be-PST.3 住む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ロンドンに.M.SG.LOC 

  「彼は（すでに）ロンドンに住んだことがあった．」 

(54)  Russ. On   u-ezža-l       

彼は.3M.SG.NOM 出かけている（PREF-行く）-PST.M.SG  

na  nedelju   v  London. 

～で 週.F.SG.ACC ～へ ロンドン.M.SG.ACC 

      Lith. Jis   {buv-o / bu-dav-o} iš-važiav-ęs     

彼は.3M.SG.NOM be-PST / HABIT-PST.3  出かける（PREF-行く）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

savaitei  į  Londoną. 

1 週間で  ～へ ロンドン.M.SG.ACC 

    「彼は 1 週間の予定でロンドンに出かけていた／出かけていたものだった．」 

(55)  Russ. Kogda  ja  po-zvoni-l, 

～とき  私が.1SG.NOM PREF-電話する-PST.M.SG 

on   uže sobira-l-sja   u-ezžat’ 

彼は.3M.SG.NOM すでに つもりである-PST.M.SG-REFL PREF-出かける.INF 

v  London. 

～に ロンドン.M.SG.ACC 

      Lith. Kai  aš   pa-skambin-au, 

～とき  私が.1SG.NOM PREF-電話する-PST.3 

jis   jau  buv-o  be-iš-važiuoj-ąs 

彼は.3M.SG.NOM すでに be-PST.3 PREF-出かける（PREF-行く）-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 

į  Londoną. 

～に ロンドン.M.SG.ACC 

    「私が電話したとき，彼はすでにロンドンに出かける（出かけようとしている）とこ

ろだった．」 

 

 



132 

・ロシア語の IPFV 動詞の未来形に対応するリトアニア語のパーフェクト形 

(viii) 非限界動詞の未来パーフェクト形（例文(56)） 

 

(56) Russ. On   uže bud-et žit’   v  London 

彼は.3M.SG.NOM すでに be-FUT.3SG 住む.INF  ～に ロンドン.M.SG.LOC 

    Lith.  Jis   jau  bu-s  gyven-ęs   Londone. 

彼は.3M.SG.NOM すでに be-FUT.3 住む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ロンドンに.M.SG.INS 

    「彼はすでにロンドンに住んでいる（住んだことがある）だろう．」 

 

以上のように，リトアニア語の限界動詞派生の過去分詞をともなうパーフェクト形は，

まず，言及されるある時点よりも前に完了・完成し，その結果状態が残存しているような

場面，すなわち，〈結果のパーフェクト〉の意味を表すが，このような場合，ロシア語では

PFV 動詞が用いられる．一方，リトアニア語の非限界動詞派生の過去分詞をともなうパー

フェクト形は，言及されるある時点よりも前に生起し，その効果が残存しているような場

面，すなわち，〈経験・不定のパーフェクト〉の意味を表すが，このような意味を表す場合，

ロシア語では IPFV 動詞が用いられる． 

なお，上に示したように，先行する場面において完了・完結した動作の結果状態が残存

しており，取り消されたり他の動作に置き換えられたりしていないことを意味する場合は，

原則として，リトアニア語の限界動詞の現在／一般過去パーフェクト形に対して，ロシア

語の PFV 動詞の過去形が対応する（例文(57)）．ただし，（先行する）過去において完了・

完結した動作と同時に，その結果状態がある期間残存したにもかかわらず，取り消された

かあるいは他の動作に置き換えられたことを意味する場合は，リトアニア語では限界動詞

の一般過去パーフェクト形が用いられ，ロシア語では，PFV 動詞ではなく，反復を表す IPFV

動詞の過去形が用いられる．このような対応の典型的な例は，「行く―来る」，「持って来る

―持ち去る」といった，移動を表す限界動詞の場合である（例文(58)）．同様の対応は，移

動動詞以外にも，「開ける―閉める」，「点ける―消す」などの可逆可能な意味をもつ動詞に

見られる（例文(59)）． 

 

(57) a. Russ. On   u-exa-l     v  London. 

彼は.3M.SG.NOM 出かける（PREF-行く）-PST.M.SG  ～へ ロンドン.M.SG.ACC 

      Lith. Jis   [yr-a]  iš-važiav-ęs 

彼は.3M.SG.NOM be-PRS.3 出かける（PREF-行く）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

į  Londoną. 

～へ ロンドン.M.SG.ACC 

    「彼はロンドンに出かけている（戻っていない）．」 
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b. Russ. On   pri-exa-l   v  gorod. 

        彼は.3M.SG.NOM 来る（PREF-行く）-PST.M.SG ～へ 町.M.SG.ACC 

Lith. Jis   [yr-a]  at-važiav-ęs    į   miestą. 

        彼は.3M.SG.NOM be-PRS.3 来る（PREF-行く）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～へ 町.M.SG.ACC 

    「彼は町に来ている（今もいる）．」 

(58) a. Russ. On   pri-xodi-l   k  nam. 

        彼は.3M.SG.NOM 来ている（PREF-行く）-PST.M.SG ～の所へ 私たち.1PL.DAT 

Lith. Jis   buv-o  at-ėj-ęs    

        彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 来る（PREF-行く）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

pas   mus. 

～の所へ 私たち.1PL.ACC 

    「彼は私たちの所に来ていた（が，今はもういない）．」 

b. Russ. On   pri-eža-l    v  gorod. 

        彼は.3M.SG.NOM 来ている（PREF-行く）-PST.M.SG  ～へ 町.M.SG.ACC 

Lith. Jis   buv-o  at-važiav-ęs         

        彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 来る（PREF-行く）-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

į  miestą. 

～へ 町.M.SG.ACC 

    「彼は町に来ていた（が，今はもういない）．」 

(59) a. Russ. On   otkryva-l  okno. 

        彼は.3M.SG.NOM 開けている-PST.M.SG 窓を.N.SG.ACC 

Lith. Jis   buv-o  atidar-ęs   langą. 

         彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 開ける-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 窓を.M.SG.ACC 

    「彼は窓を開けていた（が，閉めた）．」 

b. Russ. Kto   vključa-l   televizor  bez  menja? 

        誰が.NOM つけている-PST.M.SG  テレビを.M.SG.ACC ~なしで 私.1SG.GEN 

Lith. Kas   buv-o  įjung-ęs     televizorių 

誰が.NOM be-PST.3 つけている-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM テレビを.M.SG.ACC  

be   manęs? 

        ~なしで  私.1SG.GEN 

   「私がいないとき，誰がテレビをつけていたのか？」（テレビは今は消えている．） 

 

このように，過去において完了・完結もしくは開始されたが，取り消されたかあるいは他

の動作によって置き換えられたり中止されたりした動作を表す場合に，リトアニア語では，

分析的な一般過去パーフェクト形が用いられるのに対して，ロシア語では IPFV 動詞の過去

形が用いられる．このような場合に，リトアニア語で（伝統的に「IPFV 動詞」とみなされ
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てきた）非限界動詞の一般過去形が用いられることはないことは，2 つの言語の動詞のアス

ペクト的特性における相違を理解する上で重要である． 

さて，以下の表 3-17 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞がパーフェクト形によって〈持続性〉の意味を表し得る

かについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，全体として見れば，限界動

詞のパーフェクト形は持続を表す状況語と共起しやすいのに対して，非限界動詞，とりわ

け反復動詞はこれと共起しにくいことが明らかになった58． 

 

表 3-17. アンケート[1]－(6)パーフェクト形における〈持続性〉の表現 

(6)現在パーフェクト形が持続を表す状況語（「その時／朝／昨

夕から」）と共起するか．「彼はその時から～している．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis nuo to laiko [yra] išgijęs. 2 2 1 0 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] supykęs. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] išbalęs. 3 2 0 0 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] susirgęs. 2 2 0 1 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] pagalvojęs apie ją. 0 2 2 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] pasėdėjęs prie lango. 0 2 1 1 1 5 

  Nuo to laiko [yra] paliję. 0 4 0 1 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] pašaukęs. 0 0 3 0 2 5 

(a)-T Jis nuo to laiko [yra] padaręs kėdę. 0 4 0 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] palaidojęs tėvą. 0 4 0 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] parašęs laišką. 2 1 1 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] įvykdęs planą. 2 1 1 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] nupirkęs knygą. 2 2 0 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] uždainavęs dainą. 0 1 2 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] padainavęs dainą. 0 3 0 1 1 5 

(b1)-IT Pienas nuo ryto [yra] prarūgęs. 3 2 0 0 0 5 

  Jis nuo vakar vakaro [yra] peršalęs. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo vakar vakaro [yra] sustojęs Rygoje. 3 1 1 0 0 5 

  Jis nuo vakar vakaro [yra] pabėgęs iš namų. 5 0 0 0 0 5 

(b1)-T Jis nuo to laiko [yra] įkalbėjęs tėvą. 3 0 1 0 1 5 

                                                   

 
58 回答者のうちの１人は，「(6)のような分析的形式は，単純テンスの一般過去形で表された他の文に対す

る相対的な表現をおこなうものである．よって，(6)のすべての文は，文法的に間違っているわけではな

く，コンテクストによっては自然な文になり得るが，単文では判断しかねる」とコメントし，すべての

文に関して無回答とした．同じ回答者が，(7)（表 3-18），(8)（表 3-19）のすべての文についても同様の

理由で容認度を無回答とした． 
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  Jis nuo ryto [yra] atidaręs langą. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] įrodęs teoriją / teoremą. 3 1 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] perrašęs laišką. 0 4 1 0 0 5 

  Jis nuo to laiko [yra] supirkęs daržoves. 0 1 1 1 2 5 

  Jis nuo ryto [yra] atėmęs iš jos žaislą. 1 2 0 2 0 5 

(b2)-IT Jis nuo ryto [yra] atėjęs pas mane. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] nulipęs nuo kalno. 3 1 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] išvažiavęs į Kauną. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo tos akimirkos [yra] pribėgęs prie tėvo. 0 3 1 1 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] atplaukęs į Klaipėdą. 4 1 0 0 0 5 

(b2)-T Jis nuo ryto [yra] išvaręs karves į ganyklą. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] užmetęs tinklus. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] atvežęs malkas pas mus.  2 2 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] įnešęs maišą į vagoną. 2 2 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] nuvedęs vaiką į teatrą. 3 1 1 0 0 5 

(c)-IT Jis nuo ryto [yra] miręs. 0 1 2 1 1 5 

  Kūdikis nuo ryto [yra] gimęs. 0 1 2 2 0 5 

  Jis nuo vakar vakaro [yra] grįžęs namo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] virtęs darbščiu žmogumi. 0 0 2 1 2 5 

  Vanduo nuo ryto [yra] dingęs. 4 1 0 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] likęs namie. 3 2 0 0 0 5 

(c)-T Jis nuo vakar vakaro [yra] baigęs darbą. 2 2 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] pradėjęs darbą. 0 5 0 0 0 5 

  Jis nuo vakar ryto [yra] radęs darbą. 2 2 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] gavęs darbo. 4 0 1 0 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] davęs jai darbo. 3 2 0 0 0 5 

(d1)-IT Jis nuo ryto [yra] pykęs. 0 1 2 2 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] balęs. 0 0 1 4 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] sirgęs. 0 1 1 2 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] galvojęs. 0 1 3 1 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] sėdėjęs prie lango. 0 2 2 1 0 5 

  Nuo ryto [yra] liję. 0 2 1 2 0 5 

  Jis nuo ryto [yra] šaukęs.  0 1 3 1 0 5 

(d1)-T Jis nuo to laiko [yra] daręs kėdę. 1 3 0 0 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] laidojęs tėvą. 0 0 1 3 1 5 
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  Jis nuo to laiko [yra] rašęs laišką. 1 2 0 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] vykdęs planą. 1 1 1 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] pirkęs knygą. 1 0 2 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] dainavęs dainą. 1 0 3 0 1 5 

(d2)-IT Jis nuo ryto [yra] ėjęs pas gydytoją. 0 3 1 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] lipęs nuo kalno. 0 3 1 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] važiavęs pas draugą. 0 3 1 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] bėgęs pas draugą. 0 2 2 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] plaukęs į Klaipėdą. 1 2 1 0 1 5 

(d2)-T Jis nuo ryto [yra] varęs karves į ganyklą. 0 1 3 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] metęs tinklus. 0 1 3 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] vežęs malkas pas mus. 0 2 2 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] nešęs maišus į vagoną. 0 2 2 0 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] vedęs vaiką į teatrą. 0 0 4 0 1 5 

(e)-IT Jis nuo ryto [yra] ateidinėjęs pas mane. 0 0 1 2 2 5 

  Jis nuo ryto [yra] išvažinėjęs į Kauną. 0 1 0 2 2 5 

(e)-T Jis nuo to laiko [yra] įkalbinėjęs tėvą. 1 1 1 1 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] atidarinėjęs langą. 1 1 1 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] įrodinėjęs teoriją / teoremą. 0 3 0 1 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] perrašinėjęs laišką. 0 2 1 1 1 5 

  Jis nuo to laiko [yra] supirkinėjęs daržoves. 1 1 1 1 1 5 

  Jis nuo ryto [yra] atiminėjęs iš jos žaislus. 0 1 1 2 1 5 

 

また，以下の表 3-18 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が進行パーフェクト形によって〈過去〉の〈進行性〉の

意味を表し得るかについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，全体として

見れば，限界動詞は「～しつつあった（分析的テンスの進行パーフェクト形）が，～しな

かった（単純テンスの一般過去形）」という文でより自然に用いられるのに対して，非限界

動詞，とりわけ反復動詞はこのような文では用いられにくいことが明らかになった． 

 

表 3-18. アンケート[1]－(7)進行パーフェクト形における〈進行性〉の表現 

(7)過去進行パーフェクト形が過去の進行的場面を表すか． 

「彼は～しつつあったが，～しなかった．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jis jau buvo beišgyjąs, bet neišgijo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo besupykstąs, bet nesupyko.  3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beišbąląs, bet neišbalo. 2 2 1 0 0 5 
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  Jis jau buvo besusergąs, bet nesusirgo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bepagalvojąs apie ją, bet nepagalvojo.  3 0 1 1 0 5 

  Jis jau buvo bepasėdįs prie lango, bet nepasėdėjo. 2 0 0 2 1 5 

  Jau buvo bepalyją, bet nepalijo.  2 1 1 1 0 5 

  Jis jau buvo bepašaukiąs, bet nepašaukė. 2 2 1 0 0 5 

(a)-T Jis jau buvo bepadarąs klaidą, bet nepadarė. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bepalaidojąs tėvą, bet nepalaidojo. 2 1 0 0 2 5 

  Jis jau buvo beparašąs laišką, bet neparašė. 3 0 1 1 0 5 

  Jis jau buvo beįvykdąs planą, bet neįvykdė. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo benuperkąs knygą, bet nenupirko. 3 1 0 1 0 5 

  Jis jau buvo beuždainuojąs dainą, bet neuždainavo. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bepadainuojąs dainą, bet nepadainavo.  3 1 1 0 0 5 

(b1)-IT Pienas jau buvo beprarūgstąs, bet neprarūgo. 1 1 1 1 1 5 

  Jis jau buvo beperšąląs, bet neperšalo. 1 2 1 1 0 5 

  Jis jau buvo besustojąs Rygoje, bet nesustojo. 2 2 0 1 0 5 

  Jis jau buvo bepabėgąs iš namų, bet nepabėgo. 2 2 0 1 0 5 

(b1)-T Jis jau buvo beįkalbąs tėvą, bet neįkalbėjo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beatidarąs langą, bet neatidarė. 5 0 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beįrodąs teoriją / teoremą, bet neįrodė. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beperrašąs laišką, bet neperrašė. 3 1 1 0 0 5 

  Jis jau buvo besuperkąs tas daržoves, bet nesupirko. 2 3 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beatimąs iš jos žaislą, bet neatėmė. 3 1 1 0 0 5 

(b2)-IT Jis jau buvo beateinąs pas mane, bet neatėjo. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo benulipąs nuo kalno, bet nenulipo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beišvažiuojąs į Kauną, bet neišvažiavo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bepribėgąs prie tėvo, bet nepribėgo. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beatplaukiąs į Klaipėdą, bet neatplaukė. 3 2 0 0 0 5 

(b2)-T Jis jau buvo beišvarąs karves į ganyklą, bet neišvarė. 3 1 1 0 0 5 

  Jis jau buvo beužmetąs tinklus, bet neužmetė. 3 1 1 0 0 5 

  Jis jau buvo beatvežąs malkas pas mus, bet neatvežė. 3 1 1 0 0 5 

  Jis jau buvo beįnešąs maišus į vagoną, bet neįnešė. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo benuvedąs vaiką į teatrą, bet nenuvedė. 3 2 0 0 0 5 

(c)-IT Jis jau buvo bemirštąs, bet nemirė. 3 1 0 1 0 5 

  Kūdikis jau buvo begimstąs, bet negimė. 2 0 0 3 0 5 

  Jis jau buvo begrįžtąs namo, bet negrįžo. 3 1 0 1 0 5 
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  Jis jau buvo bevirstąs darbščiu žmogumi, bet nevirto. 2 0 1 1 1 5 

  Vanduo jau buvo bedingstąs, bet nedingo. 2 2 1 0 0 5 

(c)-T Jis jau buvo bebaigiąs darbą, bet nebaigė. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bepradedąs darbą, bet nepradėjo. 4 1 0 0 0 5 

  Jis jau buvo berandąs darbą, bet nerado. 2 1 2 0 0 5 

  Jis jau buvo begaunąs darbo, bet negavo. 3 2 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beduodąs jai darbo, bet nedavė. 3 2 0 0 0 5 

(d1)-IT Jis jau buvo bežilstąs, bet nežilo. 0 1 1 1 2 5 

  Jis jau buvo bepykstąs, bet nepyko. 0 1 2 0 2 5 

  Jis jau buvo bebąląs, bet nebalo. 0 1 2 0 2 5 

  Jis jau buvo besergąs, bet nesirgo.  0 2 1 1 1 5 

  Jis jau buvo besėdįs prie lango, bet nesėdėjo. 0 1 1 2 1 5 

  Jau buvo belyją, bet nelijo. 1 3 0 0 1 5 

  Jis jau buvo bešaukiąs, bet nešaukė. 0 3 1 0 1 5 

(d1)-T Jis jau buvo bedarąs kėdę, bet nedarė. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo belaidojąs tėvą, bet nelaidojo. 0 3 0 1 1 5 

  Jis jau buvo berašąs laišką, bet nerašė. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bevykdąs planą, bet nevykdė. 0 2 3 0 0 5 

  Jis jau buvo beperkąs daržoves, bet nepirko. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo beperkąs knygą, bet nepirko.  1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bedainuojąs, bet nedainavo. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bedainuojąs dainą, bet nedainavo. 1 3 1 0 0 5 

(d2)-IT Jis jau buvo beeinąs pas gydytoją, bet nėjo.  1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo beeinąs gatve, bet nėjo. 1 2 1 1 0 5 

  Jis jau buvo belipąs nuo kalno, bet nelipo. 1 4 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bevažiuojąs pas draugą, bet nevažiavo. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bevažiuojąs prospektu, bet nevažiavo. 1 4 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bebėgąs pas draugą, bet nebėgo. 1 4 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beplaukiąs į Klaipėdą, bet neplaukė. 1 4 0 0 0 5 

  Jis jau buvo beplaukiąs upe, bet neplaukė. 1 4 0 0 0 5 

(d2)-T Jis jau buvo bevarąs karves į ganyklą, bet nevarė. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bemetąs tinklus, bet nemetė. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo bevežąs malkas pas mus, bet nevežė. 1 3 1 0 0 5 

  Jis jau buvo benešąs maišus į vagoną, bet nenešė. 1 4 0 0 0 5 

  Jis jau buvo bevedąs vaiką į teatrą, bet nevedė. 1 3 1 0 0 5 
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(e)-IT Jis jau buvo beateidinėjąs pas mane, bet neateidinėjo.  0 0 1 1 3 5 

  Jis jau buvo beišvažinėjąs į Kauną, bet neišvažinėjo. 0 0 1 1 3 5 

(e)-T Jis jau buvo beįkalbinėjąs tėvą, bet neįkalbinėjo. 0 1 0 1 3 5 

  Jis jau buvo beatidarinėjąs langą, bet neatidarinėjo. 0 1 0 1 3 5 

  Jis jau buvo beįrodinėjąs teoriją / teoremą, bet neįrodinėjo. 0 1 1 0 3 5 

  Jis jau buvo beperrašinėjąs laišką, bet neperrašinėjo. 1 0 1 0 3 5 

  Jis jau buvo besupirkinėjąs daržoves, bet nesupirkinėjo. 1 0 1 1 2 5 

  Jis jau buvo beatiminėjąs iš jos žaislus, bet neatiminėjo. 0 1 0 2 2 5 

 

3.5.2  受動態の分析的テンス 

リトアニア語では，ロシア語とは異なり，現在受動分詞および過去受動分詞はいずれも，

限界動詞／非限界動詞の区別なく形成可能であり，テンスを表す存在・連辞動詞 būti との

組み合わせによって分析的形式を構成する．リトアニア語の現在受動分詞および過去受動

分詞をともなう 2 つのタイプの受動文の意味の相違は，アスペクト的なものである．それ

に対して，ロシア語では，PFV 動詞の場合は存在・連辞動詞 byt’と過去受動分詞（短語尾形）

を組み合わせた分析的形式によって，また，IPFV 動詞の場合は再帰接辞-sja/-s’をともなう

いわゆる再帰動詞によって，受動文が形成される．リトアニア語とロシア語，2 つの言語の

受動文におけるアスペクト的時間表現は，以下のようにまとめられる．  

 

・ロシア語の PFV 動詞の過去受動分詞（短語尾形）に対応するリトアニア語のパーフェク

ト受動形 

(i) 限界動詞のパーフェクト受動形 

（現在テンスは例文(59)，過去テンスは例文(60)，未来テンスは例文(61)） 

 

(59)  Russ.  Dom      uže   postroe-n. 

家は.M.SG.NOM すでに 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

      Lith.  Namas     jau    [yr-a]  pastaty-tas. 

家は.M.SG.NOM すでに  be-PRS.3 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「家はすでに建てられている（建ててある，完成している）．」 

(60) a. Russ.  Dom     by-l    postroe-n              god nazad. 

家は.M.SG.NOM be-PST.M.SG 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG 1 年前に 

Lith.  Namas     buv-o  pastaty-tas               prieš metus. 

家は.M.SG.NOM  be-PST.3 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 1 年前に 

「家は 1 年前に建てられた（建ててあった，完成していた）．」 

b. Russ.  V tot den’ on  by-l   privezjo-n     

その日  彼は.3M.SG.NOM be-PST.M.SG 運んで来る-PASS.PST.PTCP.M.SG 
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        v Vil’njus    i poxorone-n  tam.  

～へ ヴィリニュス.M.SG.ACC そして 埋葬する-PASS.PST.PTCP.M.SG  そこに 

Lith.  Tą dieną jis   buv-o  atvež-tas    

その日  彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 運んで来る-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM  

      į   Vilnių    ir  ten  palaido-tas. 

～へ ヴィリニュス.M.SG.ACC そして そこに 埋葬する-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「その日，彼はヴィリニュスへ運ばれ，そこに埋葬された．」 

(61) a. Russ.  Dom     skoro  bud-et  postroe-n. 

家は.M.SG.NOM まもなく be-FUT.3SG   建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG 

Lith.  Namas     netrukus bu-s  pastaty-tas. 

家は.M.SG.NOM まもなく be-FUT.3 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「家はまもなく建てられるだろう（建ててあるだろう，完成しているだろう）．」 

b. Russ.  Okno   s utra  bud-et otkry-to. 

窓は.N.SG.NOM  朝から  be-FUT.3SG 開ける-PASS.PST.PTCP.N.SG 

       Lith.  Langas        nuo ryto bu-s  atidary-tas. 

窓は.M.SG.NOM  朝から  be-FUT.3 開ける-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「窓は朝から開けてあるだろう．」 

 

・ロシア語の IPFV 再帰動詞に対応するリトアニア語のインパーフェクト受動形 

(ii) 非限界動詞のインパーフェクト受動形 

（現在テンスは例文(62)，過去テンスは(63)，未来テンスは(64)） 

 

(62)  Russ.  Dom        sejčas    stro-it-sja. 

家は.M.SG.NOM 今    建てる-PRS.3SG-REFL 

      Lith.  Namas    dabar   [yr-a]  stato-mas. 

家は.M.SG.NOM 今    be-PRS.3 建てる-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM 

「家は現在建てられているところだ（建設中だ）．」 

(63) a. Russ.  Dom        dolgo    stroi-l-sja. 

家は.M.SG.NOM 長いこと 建てる-PST.M.SG-REFL 

      Lith.  Namas    ilgai   buv-o  stato-mas. 

家は.M.SG.NOM 長いこと be-PST.3 建てる-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM 

「家は長いこと建てられていた（建設中だった）．」 

   b. Russ.  V to vremeni  doma         dolgo     

当時  家々は.M.PL.NOM 長いこと  

stroi-li-s’. 

建てる-PST.PL-REFL 



141 

      Lith.  Tuo metu     namai    ilgai    

当時  家々は.M.PL.NOM 長いこと 

būd-dav-o   stato-mi. 

be-HABIT-PST.3    建てる-PASS.PRS.PTCP.M.PL.NOM 

「当時，家々は長い時間をかけて建てられていた．」 

(64) Russ.  Dom        skoro  bud-et    stroit’-sja. 

家は.M.SG.NOM まもなく be-FUT.3SG  建てる.INF-REFL 

      Lith.  Namas       netrukus bus  stato-mas. 

家は.M.SG.NOM まもなく be-FUT.3 建てる-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM  

「家はまもなく建てられつつあるだろう（建設中になるだろう）．」 

 

以上のように，ロシア語では，PFV 動詞から形成された過去受動分詞（短語尾形）が〈PFV〉

あるいは〈パーフェクト〉の受身の動作を表す．リトアニア語では，存在・連辞動詞 būti

と過去受動分詞を組み合わせた分析的なパーフェクト受動形が，限界動詞・非限界動詞い

ずれからも形成され，〈PFV〉あるいは〈パーフェクト〉の受身の動作を表すのに用いられ

る．また，ロシア語では，IPFV 動詞の場合，再帰動詞が〈IPFV〉の受身の動作を表すのに

用いられるが，リトアニア語では再帰動詞は基本的に受動表現には用いられない．リトア

ニア語では，存在・連辞動詞と現在受動分詞を組み合わせた分析的形式が，限界動詞・非

限界動詞いずれからも形成され，〈IPFV〉の受身の動作を表す．  

さて，以下の表 3-19 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が分析的なパーフェクト受動形によって〈持続性〉の意

味を表し得るかについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，全体として見

れば，自動詞よりも他動詞の方が容認度が高いこと，また，限界動詞のパーフェクト受動

形は持続を表す状況語と共起しやすいのに対して，非限界動詞，とりわけ反復動詞はこれ

と共起しにくいことが分かった．インタヴューの結果明らかになったところでは，表 3-19

にはそのような傾向が反映されていないのは，非限界動詞から形成されたパーフェクト受

動形が〈経験・不定のパーフェクト〉の意味をもつ場合，あるいは，間接法的な分詞の用

法の場合，持続を表す状況語と共起できるためである（「朝から雨が（一度は）降った」，「朝

から雨が降ったそうだ・ようだ」）．この点に関しては，さらなる調査を要するであろう． 

 

表 3-19. アンケート[1]－(8)パーフェクト受動形における〈持続性〉の表現 

(8)現在パーフェクト受動形が持続を表す状況語（「その時／朝

／昨夕から」）と共起するか．「その時から～されている．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jo nuo to laiko [yra] išgyta. 1 3 1 0 0 5 

  Jo nuo to laiko [yra] supykta. 1 3 1 0 0 5 

  Jo nuo to laiko [yra] išbalta. 0 2 2 0 1 5 



142 

  Jo nuo to laiko [yra] susirgta. 0 4 1 0 0 5 

  Jo nuo to laiko [yra] pagalvota apie ją. 1 2 2 0 0 5 

  Jo nuo to laiko [yra] pasėdėta prie lango. 1 2 1 1 0 5 

  Nuo to laiko [yra] palyta. 2 1 2 0 0 5 

  Jo nuo to laiko [yra] pašaukta. 0 0 4 1 0 5 

(a)-T Kėdė nuo to laiko [yra] (jo) padaryta. 3 1 1 0 0 5 

  Tėvas nuo to laiko [yra] (jo) palaidotas. 1 1 2 1 0 5 

  Laiškas nuo to laiko [yra] (jo) parašytas. 2 3 0 0 0 5 

  Planas nuo to laiko [yra] (jo) įvykdytas. 2 3 0 0 0 5 

  Knyga nuo to laiko [yra] (jo) nupirkta. 1 2 2 0 0 5 

  Daina nuo to laiko [yra] (jo) uždainuota. 0 0 4 0 1 5 

  Daina nuo to laiko [yra] (jo) padainuota. 1 1 2 1 0 5 

(b1)-IT Pieno nuo ryto [yra] prarūgta. 1 3 0 1 0 5 

  Jo nuo vakar vakaro [yra] peršalta. 0 4 1 0 0 5 

  Jo nuo vakar vakaro [yra] sustota Rygoje. 0 4 1 0 0 5 

  Jo nuo vakar vakaro [yra] pabėgta iš namų. 1 4 0 0 0 5 

(b1)-T Tėvas nuo to laiko [yra] (jo) įkalbėtas. 3 1 1 0 0 5 

  Langas nuo ryto [yra] (jo) atidarytas. 4 1 0 0 0 5 

  Teorija nuo to laiko [yra] (jo) įrodyta. 4 1 0 0 0 5 

  Laiškas nuo ryto [yra] (jo) perrašytas. 3 2 0 0 0 5 

  Knygos nuo to laiko [yra] (jo) supirktos. 2 3 0 0 0 5 

  Žaislas nuo ryto [yra] (jo) iš jos atimtas. 3 2 0 0 0 5 

(b2)-IT Jo nuo ryto [yra] ateita pas mane. 1 4 0 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] nulipta nuo kalno. 1 3 1 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] išvažiuota į Kauną. 1 4 0 0 0 5 

  Jo nuo tos akimirkos [yra] pribėgta prie tėvo. 0 1 2 2 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] atplaukta į Klaipėdą. 1 3 1 0 0 5 

(b2)-T Karvės nuo ryto [yra] (jo) išvarytos į ganyklą. 4 1 0 0 0 5 

  Tinklai nuo ryto [yra] (jo) užmesti. 4 1 0 0 0 5 

  Malkos nuo ryto [yra] (jo) atvežtos pas mus. 4 1 0 0 0 5 

  Daiktai nuo ryto [yra] (jo) įnešti į vagoną. 4 1 0 0 0 5 

  Vaikas nuo ryto [yra] (jo) nuvestas į teatrą. 3 1 1 0 0 5 

(c)-IT Jo nuo ryto [yra] mirta. 1 0 2 0 2 5 

  Kūdikio nuo ryto [yra] gimta. 0 0 3 0 2 5 

  Jo nuo vakar vakaro [yra] grįžta namo. 1 2 2 0 0 5 



143 

  Jo nuo ryto [yra] virsta darbščiu žmogumi. 0 1 2 1 1 5 

  Vandens nuo ryto [yra] dingta. 0 1 3 0 1 5 

  Jo nuo ryto [yra] likta namie. 1 1 3 0 0 5 

(c)-T Darbas nuo vakar vakaro [yra] (jo) baigtas. 5 0 0 0 0 5 

  Darbas nuo ryto [yra] (jo) pradėtas. 4 1 0 0 0 5 

  Darbas nuo vakar ryto [yra] (jo) rastas. 0 1 4 0 0 5 

  Darbo nuo ryto [yra] (jo) gauta. 0 2 3 0 0 5 

  Darbo nuo ryto [yra] (jo) jai duota. 2 3 0 0 0 5 

(d1)-IT Jo nuo ryto [yra] pykta. 0 2 3 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] balta. 0 1 3 0 1 5 

  Jo nuo ryto [yra] sirgta. 0 2 3 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] galvota. 0 2 3 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] sėdėta prie lango. 3 1 1 0 0 5 

  Nuo ryto [yra] lyta. 2 2 1 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] šaukta. 1 2 2 0 0 5 

(d1)-T Kėdė nuo to laiko [yra] (jo) daryta. 0 4 1 0 0 5 

  Tėvas nuo to laiko [yra] (jo) laidotas. 0 0 3 2 0 5 

  Laiškas nuo to laiko [yra] (jo) rašytas. 0 4 1 0 0 5 

  Planas nuo to laiko [yra] (jo) vykdytas. 0 4 1 0 0 5 

  Knyga nuo to laiko [yra] (jo) pirkta. 0 0 5 0 0 5 

  Daina nuo to laiko [yra] (jo) dainuota. 0 2 3 0 0 5 

(d2)-IT Jo nuo ryto [yra] eita pas gydytoją. 2 2 1 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] lipta nuo kalno. 2 2 1 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] važiuota pas draugą. 2 3 0 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] bėgta pas draugą. 1 3 1 0 0 5 

  Jo nuo ryto [yra] plaukta į Klaipėdą. 2 3 0 0 0 5 

(d2)-T Karvės nuo ryto [yra] (jo) varytos į ganyklą. 2 2 1 0 0 5 

  Tinklai nuo ryto [yra] (jo) mesti. 2 2 1 0 0 5 

  Malkos nuo ryto [yra] (jo) vežtos pas mus. 2 3 0 0 0 5 

  Daiktai nuo ryto [yra] (jo) nešti į vagoną. 2 3 0 0 0 5 

  Vaikas nuo ryto [yra] (jo) vestas į teatrą. 0 3 2 0 0 5 

(e)-IT Jo nuo ryto [yra] ateidinėta pas mane. 0 1 1 0 3 5 

  Jo nuo ryto [yra] išvažinėta į Kauną. 0 1 1 1 2 5 

(e)-T Tėvas nuo to laiko [yra] (jo) įkalbinėtas. 2 3 0 0 0 5 

  Langas nuo ryto [yra] (jo) atidarinėtas. 1 1 3 0 0 5 
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  Teorija nuo to laiko [yra] (jo) įrodinėta. 1 4 0 0 0 5 

  Laiškas nuo ryto [yra] (jo) perrašinėtas. 2 2 0 1 0 5 

  Knygos nuo to laiko [yra] (jo) supirkinėtos. 2 2 0 1 0 5 

  Žaislai nuo ryto [yra] (jo) iš jos atiminėti. 0 2 1 1 1 5 

 

また，以下の表 3-20 は，リトアニア語のアンケート[1]で，本論文の動詞のアスペクト的

分類に従って，どのタイプの動詞が分析的なインパーフェクト受動形によって〈現在〉の

〈持続性〉の意味を表し得るかについて調査した結果をまとめたものである．調査の結果，

全体として見れば，限界動詞の中でも〈限界性〉の程度の高い有接頭辞・限界動詞(a)は，

現在の持続を表す状況語と共起しにくいのに対して，〈限界性〉の程度の低い限界動詞や非

限界動詞は，そのような状況語と共起しやすいこと，また，自動詞よりも他動詞の方が容

認度が高いことが明らかになった． 

 

表 3-20. アンケート[1]－(9)インパーフェクト受動形における〈持続性〉の表現 

(9)現在インパーフェクト受動形が現在の持続を表す状況語（「現

在」）と共起するか．「現在～されている．」 
++ + ? ?? * 合計 

(a)-IT Jo šiuo metu [yra] išgyjama. 0 0 1 4 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] supykstama. 0 0 1 3 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] išbąlama iš baimės. 0 0 1 3 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] susergama. 0 0 0 4 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] pagalvojama apie ją. 0 0 0 5 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] pasėdima prie lango. 0 0 0 4 2 6 

  Šiuo metu [yra] palyjama. 0 0 0 4 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] pašaukiama. 0 0 0 4 2 6 

(a)-T Kėdė šiuo metu [yra] (jo) padaroma. 0 1 3 2 0 6 

  Tėvas šiuo metu [yra] (jo) palaidojamas. 0 0 4 1 1 6 

  Laiškas šiuo metu [yra] (jo) parašomas. 0 0 4 2 0 6 

  Planas šiuo metu [yra] (jo) įvykdomas. 0 2 3 1 0 6 

  Knyga šiuo metu [yra] (jo) nuperkama. 0 2 3 1 0 6 

  Daina šiuo metu [yra] (jo) uždainuojama. 0 2 3 1 0 6 

  Daina šiuo metu [yra] (jo) padainuojama. 0 1 3 1 1 6 

(b1)-IT Pieno šiuo metu [yra] prarūgstama. 0 0 2 2 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] peršąlama. 0 0 2 3 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] sustojama Rygoje. 0 2 1 2 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] pabėgama iš namų. 0 1 2 2 1 6 

(b1)-T Tėvas šiuo metu [yra] (jo) įkalbamas. 0 1 3 2 0 6 
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  Langas šiuo metu [yra] (jo) atidaromas. 1 3 1 1 0 6 

  Teorija šiuo metu [yra] (jo) įrodoma. 0 2 2 1 1 6 

  Laiškas šiuo metu [yra] (jo) perrašomas. 1 2 1 1 1 6 

  Knygos šiuo metu [yra] (jo) superkamos. 1 3 1 1 0 6 

  Žaislas šiuo metu [yra] (jo) iš jos atimamas.  1 1 2 2 0 6 

(b2)-IT Jo šiuo metu [yra] ateinama pas mane. 0 1 2 3 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] nulipama nuo kalno. 0 1 2 3 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] išvažiuojama į Kauną. 0 2 2 2 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] pribėgama prie tėvo. 0 1 2 3 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] atplaukiama į Klaipėdą. 0 2 2 2 0 6 

(b2)-T Karvės šiuo metu [yra] (jo) išvaromos į ganyklą. 2 3 1 0 0 6 

  Tinklai šiuo metu [yra] (jo) užmetami. 2 3 1 0 0 6 

  Malkos šiuo metu [yra] (jo) atvežamos pas mus. 1 4 1 0 0 6 

  Maišai šiuo metu [yra] (jo) įnešami į vagoną. 2 2 2 0 0 6 

  Vaikas šiuo metu [yra] (jo) nuvedamas į teatrą. 1 2 3 0 0 6 

(c)-IT Jo šiuo metu [yra] mirštama. 0 3 1 0 2 6 

  Kūdikio šiuo metu [yra] gimstama. 0 3 1 1 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] grįžtama namo. 0 4 0 1 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] virstama darbščiu žmogumi. 0 1 1 2 2 6 

  Vandens šiuo metu [yra] dingstama. 0 0 2 1 3 6 

  Jo šiuo metu [yra] liekama namie. 0 0 3 2 1 6 

(c)-T Darbas šiuo metu [yra] (jo) baigiamas. 3 2 0 0 1 6 

  Darbas šiuo metu [yra] (jo) pradedamas. 3 2 0 0 1 6 

  Darbas šiuo metu [yra] (jo) randamas. 0 0 3 2 1 6 

  Darbas šiuo metu [yra] (jo) gaunamas. 0 1 3 1 1 6 

  Darbas šiuo metu [yra] (jo) duodamas jai. 0 1 3 1 1 6 

(d1)-IT Jo šiuo metu [yra] pykstama. 0 3 2 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] bąlama. 0 2 2 1 1 6 

  Jo šiuo metu [yra] sergama. 0 2 3 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] galvojama. 0 0 5 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] sėdima prie lango. 0 2 3 1 0 6 

  Šiuo metu [yra] lyjama. 0 0 4 2 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] šaukiama. 0 1 4 1 0 6 

(d1)-T Kėdė šiuo metu [yra] (jo) daroma. 3 3 0 0 0 6 

  Tėvas šiuo metu [yra] (jo) laidojamas. 2 3 1 0 0 6 
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  Laiškas šiuo metu [yra] (jo) rašomas. 4 2 0 0 0 6 

  Planas šiuo metu [yra] (jo) vykdomas. 4 1 1 0 0 6 

  Knyga šiuo metu [yra] (jo) perkama. 3 2 1 0 0 6 

  Daina šiuo metu [yra] (jo) dainuojama. 2 3 1 0 0 6 

(d2)-IT Jo šiuo metu [yra] einama pas gydytoją. 0 3 2 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] lipama nuo kalno. 0 3 2 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] važiuojama pas draugą. 0 3 2 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] bėgama pas draugą. 0 3 2 1 0 6 

  Jo šiuo metu [yra] plaukiama į Klaipėdą. 0 3 2 1 0 6 

(d2)-T Karvės šiuo metu [yra] (jo) varomos į ganyklą. 4 2 0 0 0 6 

  Tinklai šiuo metu [yra] (jo) metami. 3 2 1 0 0 6 

  Malkos šiuo metu [yra] (jo) vežamos pas mus. 3 3 0 0 0 6 

  Maišai šiuo metu [yra] (jo) nešami į vagoną. 3 3 0 0 0 6 

  Vaikas šiuo metu [yra] (jo) vedamas į teatrą. 3 3 0 0 0 6 

(e)-IT Jo šiuo metu [yra] ateidinėjama pas mane. 0 1 2 1 2 6 

  Jo šiuo metu [yra] išvažinėjama į Kauną. 0 2 1 2 1 6 

(e)-T Tėvas šiuo metu [yra] (jo) įkalbinėjamas. 0 5 1 0 0 6 

  Langas šiuo metu [yra] (jo) atidarinėjamas.  0 4 2 0 0 6 

  Teorija šiuo metu [yra] (jo) įrodinėjama. 2 3 1 0 0 6 

  Laiškas šiuo metu [yra] (jo) perrašinėjamas. 3 2 1 0 0 6 

  Knygos šiuo metu [yra] (jo) supirkinėjamos. 2 2 2 0 0 6 

  Žaislai šiuo metu [yra] (jo) iš jos atiminėjami. 0 2 3 1 0 6 

 

3.6 アスペクト・テンス体系とタクシス的機能 

本章で以上に考察したように，リトアニア語とロシア語は，アスペクトのカテゴリーが

動詞の語形成と密接に結びついている点で共通し，〈PFV：IPFV〉の対立を表現する形式的

手段はこれらの言語において部分的に一致するものの，テンスとの関係性のあり方を対照

すれば，2 つの言語に本質的な相違があることは明らかである．ロシア語では，有接頭辞・

PFV 動詞と，それに接尾辞を付加して IPFV 動詞を形成する，アスペクトの形成の第 2 段階

のレベルにおいて，かなりの程度に語彙的制約を克服している．それに対して，リトアニ

ア語においては，少なくとも現在のところ，アスペクト的な動詞の対の形成における語彙

的制約は相対的に強いものであり，それが動詞アスペクトという文法的・形態論的なカテ

ゴリーへの発達の妨げとなっていると考えられる． 

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： 
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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[1]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． 

 

以上に示したアンケート調査[1]の結果は，表 3-21 のようにまとめられる．  
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表 3-21. アンケート調査[1]の結果：アスペクト的動詞分類に従った各テンス形式における

時間的状況語との共起可能性 

 時間的意味 

（状況語の 

  タイプ） 

アスペクト的動詞分類 

(a) (b1) (b2) (c) (d1) (d2) (e) 

IT T IT T IT T IT T IT T IT T IT T 

(1)現在形 
現在の持続（「現

在」） 
?? ?? ?? + + ? + + ++ ++ ++ ++ ? ++ 

(2)現在形59 未来（「明日」） * * ?? ?? ++ + 
++ ++ 

?? + ++ ++ * ?? 
?? ?? 

(3)未来形 
未来の持続（「明

日 1 日中」） 
* * * * * * * * ++ ++ ++ ++ ? ++ 

(4)一般過去形 
過去の持続（昨日

1 日中）） 
* * * * * * * * ++ ++ ++ ++ ?? ++ 

(5) 習慣過去形 
非習慣的・多数回

（「昨日何度も」） 
+ ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? 

(6)現在パーフェ

クト形 

持続（「その時以

来」，「朝から」，

「昨夕から」） 

+ + ++ + ++ ++ + ++ ? ? + ? ?? ? 

(7)過去進行パー

フェクト形 

過去の進行（「～

しつつあったが，

～しなかった」） 

++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ? + + + * * 

(8)現在パーフェ

クト受動形 

持続（「その時以

来」，「朝から」，

「昨夕から」） 

+ ? + ++ + ++ ? ? ? ? + + * + 

(9)現在インパー

フェクト受動形 

現在の持続（「現

在」） 
?? ? ?? + ?? + ? ? ? + + ++ ?? + 

 

※表中の動詞分類を表す記号は， (a)派生的限界動詞（基動詞と語義が同一の動詞），(b) 派生的限界動詞

（基動詞と語義が異なる動詞；(b2)と(d2)は移動（運搬）動詞），(c)本来的限界動詞，(d) 本来的非限界動

詞，(e)派生的非限界動詞（反復動詞）を示す．第 2 章（2.5）の(34)を参照． 

 

 さて，リトアニア語の動詞のアスペクト的特性およびテンス形式のアスペクト的機能を

より明確に説明するために，本論文では，タクシスという，さらにもう一つの時間的カテ

ゴリーを重視している．先に述べたとおり（0.3.7），タクシスの概念は，Jakobson（1957），

Maslov（1978）をはじめ一般的には，伝達される場面を他の伝達される場面との関連にお

いて特徴づける，〈同時性－先行性－後続性〉といった時間関係（Maslov の用語で「時間順

的な相互関係」）として想定されているが，本論文では Bondarko（1987）と同様にタクシス

を「連鎖的な複数の場面間における相関的な時間関係」としてより広義に用いている．  

Maslov（1978），Bondarko（1987）らが詳しく論じているように，タクシスはアスペクト

と相関的に結びついており，アスペクト形式はふつうタクシスを表し分ける機能をもって

いる．ロシア語に関して言えば，一般的に，動詞アスペクトの 2 項対立は，典型的には PFV

動詞が〈順次性〉，IPFV 動詞が〈同時性〉のタクシスと結びつくことによって，複数場面間

                                                   

 
59 (c)本来的限界動詞は，意志動詞の場合に限り，現在形において未来をごく自然に表し得る（++）． 
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の通時的・共時的 perspective を区別して表す．ロシア語とリトアニア語を比較すると，2 つ

の言語の動詞のアスペクト的な対の意味論的な相違が，タクシス的機能の違いに直結して

いることが分かる．すなわち，〈PFV／IPFV〉というアスペクト対立，そして，〈順次性／

同時性〉のタクシスが，ロシア語では主に動詞アスペクトによって表し分けられるのに対

して，リトアニア語では動詞のアスペクト的意味とテンス形式との組み合せによって表し

分けられるのである．一般的に，〈PFV〉意味をもつ複数の場面の間には順次的（継起的）

関係がみとめられる（例文(65)）．そのような場面の順次的（継起的）関係が主節と従属節

の間に結ばれることもある（例文(66)）． 

 

(65) a. Russ. On   peresta-l  pisat’  i   

彼は.3M.SG.NOM やめる-PST.M.SG 書く.INF そして  

pozvoni-l    ej. 

電話する-PST.M.SG 彼女に.3F.SG.DAT  

Lith. Jis   nustoj-o  rašyti  ir   

彼は.3M.SG.NOM やめる-PST.3 書く.INF そして  

jai  paskambin-o. 

彼女に.3F.SG.DAT 電話する-PST.3 

   「彼は書くのをやめて，彼女に電話した．」 

b. Russ. On   vstret-it   ejo   na  vokzale,  

           彼は.3M.SG.NOM 迎える-FUT.3SG 彼女を.3F.SG.ACC ～で 駅.M.SG.LOC 

i  oni   pojd-ut   domoj. 

そして 彼らは.3PL.NOM 行く-FUT.3PL 家へ 

Lith. Jis   sutik-s   ją   stotyje,  

           彼は.3M.SG.NOM 迎える-FUT.3 彼女を.3F.SG.ACC 駅で.F.SG.LOC 

ir  jie   parei-s   namo. 

そして 彼らは.3PL.NOM 帰る-FUT.3  家へ 

「彼は彼女を迎え，彼らは一緒に家に帰ってくる．」 

(66) a. Russ. Kak tol’ko ja   prišjo-l   domoj,   

       ～や否や  私は.1SG.NOM 来る-PST.M.SG 家へ  

ja  srazu že ljog   spat’. 

私は.1SG.NOM すぐに 横たわる.PST.M.SG 眠る.INF 

Lith. Kai tik    aš   parėj-au  namo,   

       ～や否や 私は.1SG.NOM 帰る-PST.1SG 家へ  

iškart  atsigul-iau miegoti. 

すぐに 横たわる-PST.1SG 眠る.INF 

   「私は家に戻るや否や，すぐに就寝した．」 
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b. Russ. Kogda  ja   okonči-l   izučat’  russkij jazyk 

       ～とき  私は.1SG.NOM 終える-PST.M.SG 勉強する.INF ロシア語を.M.SG.ACC 

v  Rossii,  ja   nača-l   prepodavat’  

   ～で ロシア.F.SG.LOC 私は.1SG.NOM 始める-PST.M.SG 教える.INF 

     ego   na  rodine. 

それを.3M.SG.ACC ～で 故郷.F.SG.LOC 

Lith. Kai aš   baig-iau  studijuoti  rusų kalbą  

       ～とき 私は.1SG.NOM 終える-PST.1SG 勉強する.INF ロシア語を.F.SG.ACC 

Rusijoje,  pradėj-au  ją   dėstyti   

   ロシアで.F.SG.LOC 始める-PST.1SG それを.3F.SG.ACC 教える.INF  

tėvynėje. 

故郷で.F.SG.LOC 

   「私はロシアでのロシア語の勉強を終えると，故郷でそれを教え始めた．」 

 

ただし，〈PFV〉意味をもつ場面も，常にそれぞれの場面の間に順次的関係があるわけで

はなく，たとえば，任意の順で場面を列挙して述べたり，前に述べられた場面の言い換え，

説明，状況描写，補足等をおこなうこともある．例文(67)を参照． 

 

(67) a. Russ. Pered obedom  zašjo-l   Petras 

      昼食の前に   寄る-PST.M.SG ペートラスが.NOM 

   i  prinjos   knigu. 

   そして 持って来る.PST.M.SG 本を.F.SG.ACC 

Lith. Prieš pietus  užėj-o   Petras 

      昼食の前に   寄る-PST.3  ペートラスが.NOM 

ir  atneš-ė   knygą. 

   そして 持って来る -PST.3 本を.F.SG.ACC 

  「昼食の前に，ペートラスが立ち寄って本を持ってきた．」 

b. Russ. On   uexa-l   i  ne  ostavi-l  ključ. 

彼は.3M.SG.NOM 出発する-PST.M.SG そして NEG 置く-PST.M.SG 鍵を.M.SG.ACC 

Lith. Jis   išvyk-o   ir  ne-palik-o  rakto. 

彼は.3M.SG.NOM 出発する-PST.3 そして NEG-置く-PST.3 鍵を.M.SG.GEN 

「彼は鍵を置かないで出かけて行った．」 

 

さて，〈PFV〉の意味をもつ場面が，一般的には，順次的（継起的）場面の連鎖を形成す

るのに対し，〈IPFV〉場面は，同時的な場面の関係を形成する（例文(68)）．場面の〈同時性〉

が主節と従属節によって表されることもある（例文(69)）． 
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(68) a. Russ. On   side-l   u   okna  

彼は.3M.SG.NOM 座っている-PST.M.SG ～のそばに  窓.N.SG.GEN 

i   čita-l   gazetu. 

そして  読む-PST.M.SG 新聞を.F.SG.ACC 

Lith. Jis   sėdėj-o   prie   lango   

彼は.3M.SG.NOM 座っている-PST.3 ～のそばに  窓.M.SG.GEN 

ir   skait-ė   laikraštį. 

そして  読む-PST.3  新聞を.M.SG.ACC 

   「彼は窓辺に座って新聞を読んでいた．」 

    b. Russ. Ja   bud-u  sidet’    u   okna   

      私は.1SG.NOM be-FUT.1SG 座っている.INF ～のところに 窓.N.SG.GEN 

i   čitat’   knigu. 

そして  読む.INF  本を.F.SG.ACC 

Lith. Aš   sėdė-siu      prie   lango   

      私は.1SG.NOM 座っている-FUT.1SG  ～のところに 窓.M.SG.GEN 

ir   skaity-siu  knygą. 

そして  読む-FUT.1SG 本を.F.SG.ACC 

「私は窓辺に座って本を読もう．」 

(69) a. Russ. Poka  on   rasskazyva-l  etu  istoriju,  

～間 彼が.3M.SG.NOM 話す-PST.M.SG この 話を.F.SG.ACC 

vse   sluša-li   ego. 

みんなは.PL.NOM 聞く-PST.PL 彼を.3M.SG.ACC 

Lith. Kol  jis   pasakoj-o  šią istoriją,  

～間 彼が.3M.SG.NOM 話す-PST.3  この 話を.F.SG.ACC 

visi   jo   klaus-ė-si. 

みんなは.PL.NOM 彼を.3M.SG.GEN 聞く-PST.3-REFL 

   「彼がこの話をしている間，みんなは彼の言うことを聞いていた．」 

b. Russ. Kogda  ja   pisa-l   sočinenie, 

       ～とき   私が.1SG.NOM 書く-PST.M.SG 作文を.N.SG.ACC 

sestra  gotovi-la  obed. 

妹は.F.SG.NOM 準備する-PST.F.SG 昼食を.F.SG.ACC 

Lith. Kol   aš   raš-iau   rašinį, 

       ～とき   私が.1SG.NOM 書く-PST.1SG 作文を.M.SG.ACC 

    sesuo  ruoš-ė   pietus. 

妹は.F.SG.NOM 準備する-PST.3 昼食を.M.PL.ACC 

  「私が作文を書いているとき，妹は昼食の準備をしていた．」 
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 ただし，〈IPFV〉場面であっても，「～後で」，「それから」といった〈順次性〉に関わる

接続詞，あるいは，「その後」といった状況語や副詞を用いることによって，場面が順次的

関係を結ぶことが示されることもある．例文(70)を参照． 

(70) Russ. Ja   snačala  čita-l  knigu, 

        私は.1SG.NOM はじめに  読む-PST.M.SG 本を.F.SG.ACC 

   a  potom  pisa-l   pis’mo. 

     それで それから 書く-PST.M.SG 手紙を.N.SG.ACC 

Lith. Aš   iš pradžių  skaič-iau  knygą,   

        私は.1SG.NOM はじめに  読む-PST.1SG 本を.F.SG.ACC 

o  paskui  raš-iau   laišką. 

     それで それから 書く-PST.1SG 手紙を.M.SG.ACC 

  「私ははじめは本を読んでいたが，それから手紙を書いていた．」 

 

さて，ロシア語とリトアニア語，2 つの言語の動詞のアスペクト的な対の意味論的な相違

が，タクシス的機能の違いに直結していることは，次のような例を比較してみると明らか

になる．例文(71)と(72)では，〈順次性／同時性〉のタクシスが，ロシア語では vyjti－vyxodit’

「出て行く」，končit’sja－končat’sja「終わる」という PFV 動詞と IPFV 動詞の対によって，

リトアニア語ではそれぞれ išeiti，baigtis という限界動詞と過去形／現在形の組み合せ，す

なわち，同じ動詞の異なるテンス形によって表されていることが分かる．例文(73)では，〈順

次性〉のタクシスによって 2 つの場面が継起関係で結ばれているのに対して，例文(74)では，

〈同時性〉のタクシスによって共起関係がみとめられる．  

 

(71) Russ. Gosti       vyš-li           iz   komnaty. 

 客たちが.M.PL.NOM 出る-PST.PL ～から  部屋.F.SG.GEN 

Svad’ba      konči-la-s’.  

結婚式は.F.SG.NOM 終える-PST.F.SG-REFL 

    Lith.  Svečiai  išėj-o   iš  kambario.    

客たちが.M.PL.NOM 出る-PST.3   ～から  部屋.F.SG.GEN 

Vestuvės  baig-ė-si. 

結婚式は.F.PL.NOM  終える-PST.3-REFL 

「客たちが部屋から出て行った．結婚式は終わった．｣ 

(72) Russ. Gosti   vyxod-jat  iz  komnaty. 

客たちが.M.PL.NOM 出る-PRS.3PL ～から  部屋.F.SG.GEN 

     Svad’ba  konča-et-sja. 

結婚式は.F.SG.NOM 終える-PRS.3SG-REFL 
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    Lith.  Svečiai  išein-a   iš  kambario.  

客たちが.M.PL.NOM 出る-PRS.3  ～から  部屋.M.SG.GEN 

   Vestuvės  baig-ia-si. 

結婚式は.F.PL.NOM 終える-PRS.3-REFL 

｢客たちが部屋から出て行くところだ．結婚式は終わりつつある．｣ 

 

これらの例を通じて，〈PFV／IPFV〉というアスペクト対立，そして，〈順次性／同時性〉

のタクシスが，ロシア語では主に動詞アスペクトによって表し分けられるのに対して，リ

トアニア語では動詞のアスペクト的意味とテンス形式との組み合せによって表し分けられ

ることが分かる． 

 また，〈パーフェクト〉については，アスペクト的な意味とタクシスの関係が次のように

想定される．まず，アスペクト的には，ある場面の〈全一性・完成性〉という〈PFV〉意味

と，その結果・効力の〈持続性〉という〈IPFV〉意味を表し，これと相関してタクシス的

には〈先行性〉と〈同時性〉の両方と結びついている．たとえば，例文(73)の「彼はすでに

本を読み終えており，その話を知っている」という例を見てみよう．この「彼はすでに本

を読み終えている」という〈パーフェクト〉を表す文においては，「読み終えた」という過

去の〈PFV〉動作が，現在に〈IPFV〉な結果状態として残存していることを意味する．「彼

は知っている」という〈IPFV〉場面に対して，「読み終えた」という過去の〈PFV〉動作自

体は先行するが，〈IPFV〉である結果の状態は同時的な関係をもつ（タクシス：〈先行性〉

＋〈同時性〉）．このような〈パーフェクト〉の複合的アスペクト・タクシス的要素も，ロ

シア語では動詞アスペクトと基本的なテンス形式の組み合せによって表される．(74)も参照． 

 

(73) Russ.  Petras   zna-et  etu istoriju: 

ペートラスは.M.SG.NOM   知っている-PRS.3SG この 話を.F.SG.ACC 

on   uže   pročita-l     knigu 

     彼は.3M.SG.NOM   すでに   読み終える-PST.M.SG 本を.F.SG.ACC 

   Lith.   Petras  žin-o  šią istoriją: 

            ペートラスは.M.SG.NOM   知っている-PRS.3 この 話を.F.SG.ACC 

jis          jau   [yr-a]  perskait-ęs          knygą 

     彼は.3M.SG.NOM  すでに   be-PRS.3  読み終える-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

「彼はこの話を知っている：すでに本を読み終えているのだ．」 

(74)  Russ.  Kogda  ja   prišjo-l   domoj,   

        ～とき 私が.1SG.NOM 来る-PST.M.SG 家へ 

vse   uže  obeda-li. 

            みんなは.PL.NOM すでに 昼食を食べる-PST.PL 
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Lith.  Kai   aš   parėj-au  namo,   

        ～とき 私が.1SG.NOM 帰る-PST.1SG 家へ 

visi    jau  buv-o  papietav-ę. 

               みんなは.PL.NOM  すでに be-PST.3 昼食を食べる-ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM 

  「私が家に戻ったとき，みんなはすでに昼食をすませていた．」 

 

さらに，リトアニア語の習慣過去形については，アスペクト的な意味とタクシスの関係

が次のように想定される．まず，この形式のもつ〈習慣性〉の意味は，個々の〈PFV〉場面

あるいは〈IPFV〉場面が，全体としては〈IPFV〉である，長期間にわたって特徴的な習慣

的場面を構成しているという点で，〈パーフェクト性〉とはまた異なるタイプの複合的なア

スペクト的意味である．これと相関してタクシス的には個々の場面の〈順次性〉と〈同時

性〉を含意する複合的な〈同時性〉を表す．たとえば，例文(75)を見ると，「彼がやって来

た」という〈PFV〉場面と，「私が朝食を食べていた」という〈IPFV〉場面が，全体として

は習慣的な〈IPFV〉場面としてテクストにおいては〈同時性〉のタクシスを表している．

このような〈習慣性〉の複合的アスペクト・タクシス的要素も，ロシア語では，やはり，

動詞アスペクトと基本的な過去形の組み合せによって表される．例文(76)も参照． 

 

(75) Russ.  On  vsegda  prixodi-l, 

彼は.3M.SG.NOM いつも   来る-PST.M.SG 

kogda  ja  zavtraka-la. 

          ～時  私が.1SG.NOM 朝食を食べる-PST.F.SG 

On  by-l  eščjo studentom. 

          彼は.3M.SG.NOM be-PST.M.SG まだ 学生.M.SG.INS 

Lith.   Jis       visada  atei-dav-o, 

          彼は.3M.SG.NOM いつも    来る-HABIT-PST.3 

kai  aš  pusryčiau-dav-au. 

          ～時  私が.1SG.NOM 朝食を食べる-HABIT-PST.1SG 

Jis  dar buv-o studentas. 

          彼は.3M.SG.NOM まだ be-PST.3 学生.M.SG.NOM 

「彼はいつも私が朝食を食べているときやって来たものだ．彼はまだ学生だった．」 

(76) Russ.  Kogda ja  čita-la  ili pisa-la      knigi, 

~時 私が.1SG.NOM   読む-PST.F.SG または   書く-PST.F.SG     本を.F.PL.NOM 

on  vsegda side-l   u  okna. 

彼は.3M.SG.NOM  いつも   座っている-PST.M.SG    ～のそばに 窓.N.SG.GEN 

Doma  by-lo   xorošo. 

家で    be-PST.N.SG  よい.ADJ.N.SG 



155 

Lith.  Kai aš  skaity-dav-au ar rašy-dav-au  knygas, 

~時 私が.1SG.NOM   読む-HABIT-PST.1SG または   書く-HABIT-PST.1SG 本を.F.PL.ACC 

jis        visada   sėdė-dav-o      prie  lango. 

彼は.3M.SG.NOM いつも    座っている-HABIT-PST.3  ～のそばに 窓.M.SG.GEN 

Namie  buv-o   gera. 

家で    be-PST.3   よい.ADJ.N 

「私は本を読んだり書いたりしていたが，彼はいつも窓際に座っていたものだった．

家はよかった．」 

 

以上に例証したことは，2 つの言語の動詞のアスペクト的な対の意味・機能における相違を

明確に示すものである．  

本章における考察のまとめとして，ロシア語とリトアニア語におけるアスペクトとタク

シスの基本的関係を図示すると，それぞれ図 3-21 および 3-22 のようになる． 

 

表 3-21. ロシア語のアスペクト・テンス体系とタクシスの相関性 

 

[能動態]        〈パーフェクト〉 

 

   アスペクト 

テンス 

〈PFV〉 〈IPFV〉 

PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 未来形 複合未来形 

現在             現在形 

過去 過去形 過去形 

  

タクシス： 〈順次性〉 〈同時性〉 

 

[受動態] 

   アスペクト 

テンス 

〈PFV〉／〈パーフェクト〉 〈IPFV〉 

PFV 動詞 IPFV 動詞 

未来 byt’の未来形＋過去受動分詞（短語尾形） 再帰動詞の未来形 

現在 過去受動分詞（短語尾形） 再帰動詞の現在形 

過去 byt’の過去形＋過去受動分詞（短語尾形） 再帰動詞の過去形 

  

タクシス： 〈順次性〉／〈先行性＋同時性〉 〈同時性〉 
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表 3-22. リトアニア語のアスペクト・テンス体系とタクシスの相関性 

 

[能動態] 

   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 

  

タクシス： 〈順次性〉 〈同時性〉 

 

 

   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 未来進行パーフェクト形 

現在 現在パーフェクト形                

過去 一般過去パーフェクト形 一般過去進行パーフェクト形 

                           ＋ 

      〈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 

  

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 

  

タクシス： 〈順次性〉／〈先行性＋同時性〉 〈同時性〉 
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4. 分詞のアスペクト的時間表現 

 

4.1 はじめに 

本章では，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

考察する．分詞は，動詞から形成された形容詞品詞であり，動詞と形容詞の機能を合わせ

もっている．一般的に言語研究においては「分詞 participle」という用語は形容詞的形態を

もつものに限定して用いられるが，ここでは，副詞的な形態をもついわゆる「副分詞 gerund」

も広義の「分詞」として考察の対象とする60． 

まず，リトアニア語とロシア語はいずれも，類型論的に見て，分詞の形態が豊富である

と同時にその使用頻度が高い言語に分類される．だが，両者を比較すれば，リトアニア語

のアスペクト的時間表現における分詞の役割は，ロシア語のそれよりも大きい．リトアニ

ア語では，現代語の話し言葉においても分詞がごく頻繁に用いられ，また，ギリシア語や

ラテン語等のインド・ヨーロッパ語族の古典語の文法で絶対分詞構文と呼ばれた，主節と

は独立して副詞節を構成する分詞（リトアニア語では意味上の主語として与格を取る）の

使用も今なお一般的であることは特筆に値する．  

また，リトアニア語とロシア語，2 つの言語には，多くの言語に一般的に見られる現在分

詞と過去分詞が存在する他，いずれの形容詞的分詞にも能動態と受動態の区別があること

が共通の特徴として挙げられる．したがって，インド・ヨーロッパ語族の諸言語に一般的

に観察されるように，現在分詞が能動の意味を表示し，過去分詞が受動の意味を表示する

という現象は，リトアニア語とロシア語には見られない．ただし，現在分詞や過去分詞の

「現在」あるいは「過去」という名称にもかかわらず，これらの分詞の違いは，いずれの

言語でも，テンスというよりもアスペクトおよびタクシスに関わるものである．実際には，

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呼んだ方が言語の実態

に近いだろう．だが，混乱を避けるため，本論文では，慣例的な過去分詞・現在分詞とい

う名称をいずれの言語の分詞に対しても適用することにする． 

さらに，本論文では，ヴォイスを，動詞の表す動作と，その動作を起こす動作主，およ

び，その動作を受ける受動者の間の意味関係として広義に捉え，2 つの言語における分詞の

時間表現とヴォイスの関係についても言及する61．ヴォイスによって表される文法的意味の

観点からすれば，典型的には，能動態は，ある動作が主語 subject（＝動作主 agent）の意志

のもとに発生し，対象 object（＝受動者 patient）に何らかの影響をもたらすことを示す．他

                                                   

 
60わが国のスラヴ語研究の伝統的な用語では，一般的に，形容詞的分詞は「形動詞」，副詞的分詞は「副動

詞」と称されるが，本論文ではリトアニア語との対照分析を分かりやすくするため，ロシア語について

も統一的に「分詞」および「副分詞」という用語を採用する．従って，慣習的に用いられてきた「被動

形動詞現在／過去」という呼び方についてはここではリトアニア語と同様に「現在／過去受動分詞」と

し，「完了体／不完了体副動詞」についても「過去／現在副分詞」のように呼ぶ． 
61 このようにヴォイスを広義に捉えた場合，これとアスペクトの問題には，必然的に，他動・自動の問題

の他に，使役，再帰に関する問題も絡んでくるのであるが，この点についてはまた稿を改めて論じる（櫻

井 2012，2014）． 
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方，受動態は，動作が主語（＝受動者）の意志によらず，他の要素（動作主）によってお

こなわれ，それが主語に何らかの影響をもたらすことを示す．ただし，定語的機能をもつ

分詞において，ヴォイスの対立は，主語を明示する対格言語としての文法関係の確立を前

提としない原初的な段階，いわば純粋な意味の対立として現れる．分詞の時間表現とヴォ

イスとの相関性の観点から 2 つの言語を比較対照すると，リトアニア語では，現在／過去

の能動／受動分詞という 4 タイプの基本的な分詞形（すなわち，現在能動分詞，過去能動

分詞，現在受動分詞，過去受動分詞）がすべて述語的に用いられ得る点で，ヴォイス的意

味の表現においても分詞がより重要な役割を担っていると言える． 

以下，本章では，まず 4.2 節でリトアニア語の分詞の基本的特徴について概説する．次に

4.3 節では，テンスおよびヴォイスとの関係性に着目しつつ，分詞のアスペクト的特性の全

容を示す．また，4.4 節では，状況語的機能をもつ過去分詞における相対的時間表現に焦点

を絞り，アスペクトとタクシス的機能の相関性を中心にした論考を試みる．さらに，4.5 節

では，分析的テンス形式における能動―受動の対応について考察する．最後に，4.6 節で本

章の内容をまとめる． 

 

4.2 分詞の基本的特徴 

 

4.2.1 分詞の形態論的特徴 

本論文では，リトアニア語とロシア語の分詞を，形態論的特徴に従って以下の 2 タイプ

に大きく分類する． 

 

(a) 形容詞的分詞（いわゆる「分詞」Lith. dalyvis / Russ. pričastie）： 

性・数・格による活用がある．能動態と受動態がある． 

(b) 副詞的分詞（いわゆる「副分詞」Lith. padalyvis / Russ. deepričastie）： 

活用がなく不変化である．能動態のみで受動態をもたない． 

 

リトアニア語の分詞は種類の点でロシア語よりも豊富であり，後者にはない未来分詞，

習慣過去分詞，半分詞がある62．なお，リトアニア語の「半分詞 half-participle」（Lith. pusdalyvis）

はその名称が示す通り，(a)形容詞的分詞と(b)副詞的分詞の中間に位置するものであり，性・

数による活用があるが，つねに主格で用いられ，状況語的機能しかもたない．表 4-1 と表

4-2 を対照されたい．なお，ここに挙げた例はすべて「読む」を意味する動詞から形成され

た分詞形である．形容詞的分詞の例は男性単数主格形を示す．半分詞は，状況語的に機能

する現在能動分詞として扱い，形態的側面からは形容詞的分詞に含んでおく． 

                                                   

 
62 リトアニア語のには，他に，必要分詞と呼ばれる形容詞的分詞があるが（例．skaity-tinas「読むべき，

読む必要がある」），アスペクト的時間表現には直接関わらないのでここでは考察の対象から外す． 
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表 4-1. ロシア語の形容詞的分詞と副詞的分詞 

 (a) 形容詞的分詞 (b) 副詞的分詞 

能動態 受動態 能動態 

現在 
現在能動分詞 

čita-juščij 

現在受動分詞 

čita-emyj 

現在副分詞 

čita-ja 

過去 
過去能動分詞 

čita-všij 

過去受動分詞 

čita-nnyj 

過去副分詞 

pro-čita-v 

 

表 4-2. リトアニア語の形容詞的分詞と副詞的分詞 

 (a) 形容詞的分詞 (b) 副詞的分詞 

能動態 受動態 能動態 

現在 

現在能動分詞 

skait-ąs (skait-antis) 現在受動分詞 

skaito-mas 

現在副分詞 

skait-ant 半分詞（状況語的機能） 

skaity-damas 

過去 
過去能動分詞 

skait-ęs 

過去受動分詞 

skaity-tas 

過去副分詞 

skaič-ius 

未来 
未来能動分詞 

skaity-siąs 

未来受動分詞 

skaity-simas 

未来副分詞 

skaity-siant 

習慣過去 
習慣過去能動分詞 

skaity-davęs 
             

習慣過去副分詞 

skaity-davus 

 

4.2.2 分詞の統語論的特徴 

また，本論文では，分詞の主な統語論的機能として，1) 定語的 attributive 機能，2) 状況

語的 adverbial 機能（アカデミー文法では，「半述語的 semi-predicative」として扱われている），

3) 述語的 predicative 機能の 3 つを扱う．König & van der Auwera（1990: 347）によれば，こ

れらの機能の基礎をなしているのは状況語的機能であり，他のすべての機能は以下の図 4-1

のように密接に関連している（図のタイトルおよび用語の和訳は本論文筆者による）． 

 

図 4-1．分詞の統語論的機能（König & van der Auwera 1990 を改変） 

 

                           目的語対結 object nexus 

 

述語的機能 predicative      状況語的機能 adverbial  SS 用法     DS 用法 absolutes 

 

                        定語的機能 attributive/apposition 
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分詞の形式とこれらの統語論的機能の関係は，リトアニア語とロシア語の間でいくつかの

重要な相違が見られる．なお，ここでは，相違点を明確にするために，リトアニア語とロ

シア語に共通して存在する分詞形を主に取り上げる． 

 

1) 定語的機能 

いずれの言語でも，定語的機能をもつ分詞は，関係する名詞の性・数・格に一致する．

リトアニア語の形容詞的分詞の限定形（3 人称代名詞形を付加して形成）は，文字通り名詞

を限定・特定するために用いられる（例．非限定形 perskait-ęs「読み終えた」に対する限定

形 perskait-usysis）．ロシア語では，リトアニア語の限定形と起源を同じくするいわゆる長語

尾形が定語的機能をもち，非限定形である短語尾形が述語的機能をもつ．ただし，現代ロ

シア語では短語尾形をもつのは受動分詞に限られ（例．短語尾形 pročita-n に対する長語尾

形 pročita-nnyj「読み終えられた」），能動分詞は長語尾形のみをもつ（例．pročita-všij「読み

終えた」）．  

 

(1) Russ. drug,        pro-čita-všij             knigu 

友人.M.SG.NOM  PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM   本を.F.SG.ACC 

Lith. draugas,    per-skait-ęs             knygą 

友人.M.SG.NOM  PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

「本を読み終えた友人」 

(2) Russ. pro-čita-nnaja           kniga 

      PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM   本.F.SG.NOM 

Lith.  per-skaity-ta             knyga 

      PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM 本.F.SG.NOM 

「読み終えられた（すでに読んである）本」 

 

2) 半述語的－状況語的機能63 

リトアニア語の形容詞的分詞は，状況語的に機能する際，述語の主動詞と同一の主語（主

格）をもち，格だけでなく，数・性に関しても主語と一致する（例文(3)）．これを以下，König 

& van der Auwera（1990）に従い，主語が同一の用法 same-subject use，略して「SS 用法」と

呼ぶことにする．リトアニア語の形容詞的分詞のうち，唯一，現在能動分詞は状況語的機

能をもたず，伝統的に半分詞と呼ばれる状況語的機能に専用の分詞（機能上は現在能動分

詞）が，これに代わって用いられる．半分詞は，性・数を区別するが格変化はもたない（例

文(4)）．一方，上で述べたように，副詞的分詞は不変化である．リトアニア語の副詞的分詞

                                                   

 
63Ambrazas（1990）によれば，現代リトアニア標準語のテクストに現われる分詞のうち，状況語的機能で用

いられているものが最も多く，約 50～55％を占めるということである．  
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は，主動詞と同一の主語をもたず意味上の主語を与格で示す（例文(5)）．これは König & van 

der Auwera を含み一般的には絶対用法 absolutes と呼ばれるが，本論文では，主語が同一で

ない用法 different-subject use，略して「DS 用法」と呼ぶことにする．リトアニア語とは異な

り，ロシア語の副詞的分詞（「副動詞」）は SS 用法の専用の形式である（例文(3)）．現代ロ

シア語には DS 用法の分詞形は一般的に存在しない． 

 

(3) Russ.  Pro-čita-v       knigu,   

      PREF-読む-ADV.PST.PTCP   本を.F.SG.ACC    

on         vyše-l       poguljat’. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.M.SG 散歩する.INF 

Lith. Per-skait-ęs          knygą,   

      PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  本を.F.SG.ACC   

jis        išėj-o       pasivaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM   出かける-PST.3  散歩する.INF 

「本を読み終えて，彼は散歩に出かけた．」 

(4) Russ.  On  e-l,   čita-ja    knigu. 

      彼は.3M.SG.NOM   食べる-PST.M.SG 読む-ADV.PRS.PTCP  本を.F.SG.ACC 

Lith. Jis   valg-ė      skaity-damas        knygą. 

      彼は.3M.SG.NOM   食べる-PST.3 読む-HALF.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

「本を読みながら，彼は食べていた．」 

(5) Lith. Man   per-skaič-ius      knygą, 

    私が.1SG.DAT  PREF-読む-ADV.PST.PTCP 本を.F.SG.ACC 

     jis          tuojau  atėj-o   jos       pasiskolinti. 

           彼は.3M.SG.NOM  すぐに  来る-PST.3  それを.3F.SG.GEN  借りる.INF 

「私が本を読み終えると，彼はすぐにそれを借りに来た．」 

 

リトアニア語の半述語的機能にはさらに，伝統的に補語的（説明的）機能と呼ばれる場

合がある．König & van der Auwera（1990）の用語では目的語対結 object nexus に相当する機

能であるが，現代語では，状況語的機能に比べてまれにしか用いられないので，本論文で

は扱わないことにする．例文(6)を参照64． 

 

 

 

                                                   

 
64 例文(6)は，アカデミー文法の英語縮約版からの引用(LG: 367)であるが，インフォーマントによれば，き

わめて不自然，あるいは，意味不明であるという．このような補語的機能をもつ分詞を含む文は，リト

アニア語学の専門家を除き，ネイティヴ・スピーカーでも文意を理解困難なこともあるようである． 
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(6) a.  Tėvas  sak-ė-si       gerai   gyven-ąs.  

    父は.M.SG.NOM   言う-PST.3-REFL よく 暮らしている-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 

「父は（自分は）よい暮らしをしていると言った．」 

b.  Sak-iau       tėvą    gerai   gyven-ant. 

    聞く-PST.1SG  父は.M.SG.ACC よく 暮らしている-PRES.ADV.PTCP 

「父はよく（元気に）暮らしていると（私は）言った．」 

 

3) 述語的機能 

リトアニア語では，能動分詞・受動分詞のいずれも述語的機能をもち，存在・連辞動詞

būti と結合して分析的な形式を形成する．それに対して，ロシア語では，分詞の述語的機能

はリトアニア語に比べるとはるかに制約的であり，基本的に，能動分詞は述語的機能をも

たず，受動分詞の短語尾形のみが述語的機能をもつ65．ロシア語では述語的機能をもつ分詞

は存在・連辞動詞 byt’の現在形をともなわず，リトアニア語でも būti の 3 人称現在形は現れ

ないことが多い．  

 

(7) Lith.  Jis      jau   [yr-a]  per-skait-ęs           knygą. 

      彼は.3M.SG.NOM  すでに  be-PRS.3 PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

  「彼は（その）本をすでに読み終えている．」 

(8) Russ. Kniga   uže    pro-čita-na. 

      本は.F.SG.NOM すでに  PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG 

Lith.  Knyga   jau  [yr-a]  per-skaity-ta. 

      本は.F.SG.NOM すでに  be-PRS.3 PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM 

   「（その）本はすでに読み終えられている（すでに読んである）．」 

 

 なお，分詞の述語的機能としては，存在・連辞動詞 būti と結びついた分析的形式による

パーフェクトの表現の他に，いわゆる間接 oblique 法（あるいは，関係法，伝聞法，斜格法

とも呼ばれる）の用法がある．この用法は，民話や民謡などフォークロアのテクストに特

徴的であるが，現代リトアニア語ではまれにしか用いられないので，本論文では考察の対

象としない．以下に，リトアニア語の間接法としての分詞の用法の例を挙げておく66． 

 

 

                                                   

 
65 ロシア語の一般的な過去形は，よく知られるように，本来は存在・連辞動詞 byt’と結びついてパーフェ

クト形を形成していた過去能動分詞（いわゆる l-分詞）であったが，単なる過去形として再カテゴリー化

され，現代語では完全に動詞のテンス体系に組み込まれている． 
66 例文(9)は，アカデミー文法の英語縮約版からの引用(LG: 370－371)である．このような分詞の間接法的

用法は，民話などフォークロア作品に多く残っているため，ネイティヴ・スピーカーなら理解可能であ

る．ただし，日常会話ではこのような分詞の使用はまれである． 
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(9) a. Girdėj-au, tu  es-ąs   

      聞く-PST.1SG 君が.2SG.NOM be-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  

mokytas  žmogus.       

学のある.M.SG.NOM 人.M.SG.NOM 

「（私は）君が学のある人だと聞いた．」 

b. Čia  daug grybų   buv-ę. 

   ここに 沢山 キノコが.M.PL.GEN be-ACT.PST.PTCP.N 

「ここにはキノコが沢山あった（生えていた）そうだ．」 

 

以上のように，リトアニア語とロシア語の分詞の基本的な統語論的機能と形式の関係は，

定語的機能においてはある程度共通するものの，状況語的機能および述語的機能において

は異なるところが多い．通時的な観点からすれば，バルト・スラヴ諸語では，定語的分詞

と述語的分詞の間の形式的な差異化，特定の形式に対する状況語的機能の固定化といった，

統語論的機能を反映した形式的な分化のプロセスが観察される．このような傾向は，リト

アニア語よりもロシア語においてより明確に表れていると言えよう．表 4-3 と表 4-4 を対照． 

 

表 4-3. ロシア語の分詞の基本的な統語論的機能 

 能動態 受動態 

 定語的機能 形容詞的分詞・長語尾形 形容詞的分詞・長語尾形 

 状況語的機能 
SS 用法 副詞的分詞 

          
DS 用法           

 述語的機能           形容詞的分詞・短語尾形 

 

表 4-4. リトアニア語の分詞の基本的な統語論的機能 

 能動態 受動態 

 定語的機能 形容詞的分詞（限定形派生可） 形容詞的分詞（限定形派生可） 

 状況語的機能 
SS 用法 形容詞的分詞 形容詞的分詞 

DS 用法 副詞的分詞           

 述語的機能 形容詞的分詞 形容詞的分詞 

 

 さらに，König & van der Auwera（1990）の図を改変した，前掲の図 4-1 に基づいて，リト

アニア語とロシア語の分詞の主な形態と統語論的機能の基本的関係を図式化すると，以下

の図 4-2 および 4-3 のようになるであろう． 
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図 4-2. ロシア語の分詞の形態と統語論的機能の基本的関係 

副詞的分詞 

 

述語的機能          状況語的機能（SS 用法） 

 

                     定語的機能            

 

       形容詞的分詞     

 

図 4-3. リトアニア語の分詞の形態と統語論的機能の基本的関係 

                 副詞的分詞 

 

述語的機能          状況語的機能（SS 用法）         状況語的機能（DS 用法） 

 

                     定語的機能            

 

形容詞的分詞  

 

4.3  分詞のアスペクト的特性 

 

4.3.1  先行研究における解釈の問題点 

4.1 節で概観したように，リトアニア語とロシア語いずれにおいても，分詞はその形態・

機能において動詞と形容詞および副詞としての特徴をあわせもっている．いずれの言語の

規範文法においても，分詞はテンスおよびヴォイスのカテゴリーを動詞と共有すると説明

されているが，たとえば，過去能動分詞，現在受動分詞，といった分詞形が，それぞれの

形態に従ってテンス的・ヴォイス的区別を表示する機能をもっているかと言えば，実際は

必ずしもそうではない．アスペクトについても同様で，アスペクト的な接辞を付加されて

いても，分詞は定形動詞のように明確なアスペクト対立を表すものではない． 

分詞のアスペクト的・テンス的区別は，定語的機能をもつ場合にはより曖昧であり，述

語的機能をもつ場合にはより明確に示される．リトアニア語では，現在／過去の能動／受

動分詞という 4 つのタイプの基本的な分詞形が，基本的に，定語的機能のみならず，半述

語的および述語的機能をもっており，この言語の時間表現においてきわめて重要な役割を

担っている．それに対し，ロシア語では，基本的に，状況語的機能をもつのは能動分詞の

み，述語的機能をもつのは受動分詞のみであるから，分詞の時間表現はより限定的なもの

である． 

 もとより，Musteikis（Mustejkis 1972）を始めとする従来のリトアニア語とロシア語の対
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照研究においては，本論文ですでに述べてきたようなリトアニア語とロシア語のアスペク

ト・テンス体系における相違が十分に認識されていなかった．たとえば，Musteikis は，い

ずれの言語においても，分詞は動詞と同様に形式的に表されたアスペクト・テンス・ヴォ

イスのカテゴリーを有するが，これらのカテゴリーは分詞においては動詞とは異なった現

れ方をすると認めている．だが，その一方で，Musteikis は，分詞において文法的なアスペ

クトのカテゴリーは動詞と異なった独自の表現形式をもたず，動詞からそのまま引きつが

れると述べ，PFV／IPFV 動詞から形成された分詞はそれぞれ基本的に〈PFV／IPFV〉意味

をもつとしている．  

 一方，バルト・スラヴ諸語の比較言語学的観点を導入した研究のうち，たとえば Ambrazas

（1990）は，分詞のアスペクトについて，〈PFV〉意味は過去分詞，〈IPFV〉意味は現在分

詞に特徴的であると指摘しており，形態と意味の関係をより注意深く扱っている．また，

Ambrazas と同様に，形態のみならず意味の観点からバルト・スラヴ諸語の分詞のアスペク

トを扱った研究としては，さらに，Hewson & Bubenik（1997）が挙げられるが，Ambrazas

がバルト・スラヴ語学の伝統に従ってアスペクト・カテゴリーを動詞の対にのみ見ている

のに対し，Hewson & Bubenik は一般アスペクト論の視点からアスペクトの概念を広義に捉

えた上で，基本的な 4 タイプの分詞を(10)のように再解釈している（括弧［ ］内は本論文

の用語法による名称）． 

 

(10) Perfective participle ［過去能動分詞］   ‘worked’ 

  Imperfective participle ［現在能動分詞］  ‘working’ 

  Potential participle ［現在受動分詞］ ‘workable, worked’ 

  Retrospective participle ［過去受動分詞］ ‘having been worked’ 

 

Hewson & Bubenik によれば，分詞は意味論的にはテンス・ヴォイス的区別をもたず，アス

ペクトのみを表すという．この解釈は，動詞と分詞のアスペクト的特性を区別しないアカ

デミー文法を始めとする従来の研究に見られる規定とは異なり，分詞自体のアスペクトを

取り上げている点で注目に値する．だが，筆者の考えるところ，以下のような点で不適切

である．①過去／現在能動分詞に対する「Perfective／Imperfective」という規定はこれらの

分詞が〈PFV：IPFV〉意味において対立するかのような誤解を与える．これは事実に反す

る．②第一の点と関連するが，従来「パーフェクト perfect」に相当する概念としてしばし

ば用いられてきた「回顧的 Retrospective」として過去受動分詞のみを想定している点も問題

である．過去受動分詞を〈パーフェクト〉の意味を表す特別な分詞とみなすならば，過去

能動分詞も同様に扱うべきであろう．③現在受動分詞に対する「潜在的・可能的 potential」

という解釈についても，現在受動分詞は，潜在的・可能的意味のみならず，顕在的・現実

的 actual 意味もごく自然に表すため，適当とは思われない． 

 さて，このような従来の解釈に共通する問題点は，(i)分詞のアスペクト，テンス，および，
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これらと密接に関係するヴォイスのカテゴリーが，動詞のアスペクト的特性との関係性を

踏まえて，形態・意味・機能の観点から総合的に捉えられてこなかったこと，(ii)分詞の時

間表現におけるリトアニア語とロシア語の機能意味論的な相違には言及していないことで

あろう．そこで次節以降では，この点に的を絞って，リトアニア語とロシア語の分詞の時

間表現についての考察を進めることにする． 

 

4.3.2  分詞の形成上のアスペクト的制約 

ここで，分詞の形成上のアスペクト的制約に目を転じてみよう．Hewson & Bubenik（1997）

のように，分詞をそのアスペクトに基づいて規定するという方法は，分詞と動詞のアスペ

クト的特性の区別が不明確になるという側面があり，用語上の混乱を引き起こすおそれが

ある．例外的に，たとえば，ロシア語の過去副分詞を指して「PFV 副動詞」という名称が

大きな問題なく受け入れられるのは，ロシア語の副詞的分詞のうち，過去副分詞は専ら PFV

動詞からのみ形成され，現在副分詞も原則として IPFV 動詞から形成されるためである．そ

れに対して，リトアニア語では，一般的にすべての分詞形がアスペクト的制約なく形成さ

れ，そのことが分詞による時間表現をより複雑なものにしている．  

このようなリトアニア語とロシア語の実態は，バルト諸語およびスラヴ諸語の分詞の共

時的分布においてはいかに位置づけられるものであろうか．Ambrazas（1990）の指摘では，

バルト・スラヴ諸語に共通した傾向として，現在分詞は「IPFV 動詞」から，過去分詞は「PFV

動詞」から形成されることが多い．これと比較すると，「IPFV 動詞」から形成された過去分

詞，および，「PFV 動詞」から形成された現在分詞は，通言語的に見てはるかにまれである

と考えられる．また，バルト・スラヴ諸語の分詞体系の特徴は，インド・ヨーロッパ諸語

において一般的に見られる現在能動分詞と過去受動分詞に加えて，過去能動分詞と現在受

動分詞をもつことであるが67，とりわけ「PFV 動詞」から形成された現在受動分詞の使用は

他の分詞と比べてまれである．だが，このような分詞の形成上の制約は，バルト諸語とス

ラヴ諸語では大きく異なり，またスラヴ語派内でも言語によって違いがある． 

 まず，形容詞的分詞については，バルト諸語は，古プロシア語およびラトヴィア語もリ

トアニア語と同様に，現在／過去のそれぞれ能動／受動分詞という 4 タイプの分詞を揃え

ており，これらすべてがアスペクト的制約なく形成される．それに対して，スラヴ諸語に

は，ロシア語と比べて使用はより制限的であるものの，現在／過去の能動／受動分詞とい

う 4 タイプの分詞を揃えているウクライナ語のような言語もあれば，ポーランド語のよう

                                                   

 
67 Ambrazas（1990）によれば，通時的には，バルト語の分詞体系は，他のインド・ヨーロッパ諸語と同様

に，動詞派生名詞類がテンスおよびヴォイスのカテゴリーに組み込まれることによって形成された．こ

の体系の基礎をなしたのは，本来は，〈動作性 activity〉（あるいは〈動作主性 agentivity〉）の意味をもつ

接尾辞*-nt-，および，〈結果性 resultativity〉の意味をもつ接尾辞*-us-および*-to-をともなった動詞派生名

詞であった．受動態の起源は，*-to-分詞の構文に現れ，*-mo-をもつ動詞派生形容詞が受動分詞に転化し

たのは，より後のことであると推定される．スラヴ語では，*-no-が〈結果性〉と〈受動性〉の意味，*-lo-

も〈結果性〉の意味をもつ．すでに古くから，バルト語とスラヴ語の間には，*-nt-と*-us-の間の対立を

除けば形式的な具現化は異なるが，類型論的特徴においては両者の分詞体系は等しいものとみなされる． 
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に過去能動分詞と現在受動分詞を事実上欠いているもの，スロヴァキア語のように現在受

動分詞を欠いているものもある．また，バルト諸語と比較して，現代スラヴ諸語には分詞

の形成上のアスペクト的制約がより厳しく，基本的に PFV 動詞からは現在分詞は形成され

ない．他方，過去分詞は原則として IPFV 動詞からも形成可能であるが，実際の使用におい

ては，PFV 動詞から形成される場合が大半を占める． 

 一方，副詞的分詞については，若干事情が異なっている．まず，バルト諸語では，古プ

ロシア語およびラトヴィア語は，現在副分詞をもつが過去副分詞はもたない．スラヴ諸語

にも，スロヴァキア語やブルガリア語のように過去副分詞を事実上欠くものもある．また，

スラヴ諸語では，副詞的分詞についても概してアスペクト的な制約が見られる．たとえば，

ポーランド語では，基本的に，現在副分詞は PFV 動詞からは形成されず，過去副分詞は IPFV

動詞からは形成されない．ブルガリア語でも，現在副分詞は PFV 動詞からは形成されない

ようである．これに対して，バルト諸語の副詞的分詞には，そのような形成上のアスペク

ト的制約は見られない． 

 以上のように，バルト諸語とは異なり，現代のスラヴ諸語では概して分詞の形成はアス

ペクト的制約を受ける．だが，時代を遡って古代教会スラヴ語においては，そのような制

約は現代語におけるほど厳しくはなく，バルト諸語と同様に，現在／過去のそれぞれ能動

／受動分詞という 4 タイプの分詞すべてが，いわゆる「PFV／IPFV 動詞」いずれからも形

成可能であったようである．これまでに論じてきたように，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呼べるほどに発達した動詞アスペクトの体系は見られないし，

古い時期のスラヴ諸語もそのようであったと予想されることから，分詞の形成上のアスペ

クト的制約と動詞アスペクトの発達との間には，密接な関係があることが推察できる． 

 リトアニア語では，上に述べたように，原則としてどの分詞形もアスペクト的制約なし

に形成される．すなわち，従来「PFV／IPFV 動詞」とみなされてきた限界／非限界動詞い

ずれからも，すべての分詞形が派生可能である．それに対して，ロシア語では，まず，形

容詞的分詞の場合，過去分詞は PFV／IPFV 動詞のいずれからも形成されるが，現在分詞は

原則として IPFV 動詞から形成される．たとえば，4.2.2 で挙げた例(1)～(5)の過去分詞は，

リトアニア語では有接頭辞・限界動詞 per-skaityti，ロシア語では有接頭辞・PFV 動詞 pro-čitat’

から形成されたものである．これらの過去分詞を，それぞれ対応する無接頭辞動詞派生の

過去分詞，すなわち，リトアニア語の非限界動詞 skaityti，ロシア語の IPFV 動詞 čitat’から

形成された過去分詞に置き換えてみよう．形容詞的分詞の場合は，ロシア語もリトアニア

語と同様に無接頭辞動詞も使用可能であり，2 つの言語の間に大きな違いは見られない．例

文(11)と(12)を参照． 

 

(11) Russ.  drug,  {čita-všij / pro-čita-všij}  knigu 

友人.M.SG.NOM 読む/PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 
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  Lith.  draugas,  {skait-ęs / per-skait-ęs}    knygą 

友人.M.SG.NOM 読む/PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

「本を読んだ（読んでいた）／読み終えた友人」 

(12) Russ. {čita-nnaja / pro-čita-nnaja}       kniga 

読む/PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

Lith. {skaity-ta / per-skaity-ta}        knyga 

読む/PREF-読む-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

   「読まれていた（読まれたことのある）／読み終えられた本」 

 

現在分詞に関しては，ロシア語では，有接頭辞・PFV 動詞 pro-čitat’からは現在分詞は形

成されない．リトアニア語では，有接頭辞・限界動詞 per-skaityti から形成された現在分詞

の使用は，コンテクストによっては不自然となることがあるが，非文法的とはみなされな

い．例文(13)と(14)を参照． 

 

(13) Russ. drug,   {čita-juščij / *pro-čita-juščij}  knigu 

友人.M.SG.NOM 読む/PREF-読む-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

Lith.  draugas,  {skait-antis / per-skait-antis}  knygą 

友人.M.SG.NOM 読む/PREF-読む-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

   「本を読んでいる／読み終えつつある友人」 

(14) Russ. {čita-emaja / *pro-čita-emaja}   kniga 

読む/PREF-読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

Lith.   {skaito-ma / per-skaito-ma68}    knyga 

読む/PREF-読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

   「読まれている／読み終えられている本」 

 

また，状況語的機能をもつ分詞の場合も，リトアニア語では，いずれの分詞もアスペク

ト的制約なく形成される．それに対して，ロシア語の副詞的分詞のうち，過去副分詞は PFV

動詞からのみ形成され，現在副分詞も通常は IPFV 動詞から形成される．ロシア語では，PFV

動詞から形成された現在副分詞はきわめてまれにしか用いられず，また概して過去副分詞

と同様のアスペクト的意味・機能をもつものである69．例文(15)，(16)，(17)を参照． 

                                                   

 
68 リトアニア語の限界動詞から形成された現在受動分詞 per-skaitoma は，「読み終えられる，読み終えるこ

とができる」という可能性を意味することがある． 

例．Šita knyga   [yr-a]    per-skaito-ma    per savaitę. 

この本は.F.SG.NOM be-PRS.3 PREF-読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM 一週間で 

「この本は一週間で読み終えられる．」 
69 ロシア語では，副詞的現在分詞を形成し得る PFV 動詞は非常に限られている．たとえば，pro-čtja は

pro-čest’（同じく「読む」を意味する PFV 動詞であるが pro-čitat’とは別の動詞）の副詞的現在分詞であ

るが，その意味・機能は過去分詞 pro-čitav「読み終えて（から）」に等しく，置換可能に用いられる． 
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(15) Russ. {*Čita-v / pro-čita-v}      knigu,   

読む/PREF-読む-ADV.PST.PTCP  本を.F.SG.ACC 

on         vyše-l      poguljat’. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.M.SG  散歩する.INF 

   Lith. {Skait-ęs / per-skait-ęs}   knygą,    

読む/PREF-読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

     jis   išėj-o    pasivaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.3  散歩する.INF 

  「本を読んで／読み終えてから，彼は散歩に出かけた．」 

(16) Russ. {Čita-ja / *pro-čita-ja}    knigu,  

読む/PREF-読む-ADV.PRS.PTCP  本を.F.SG.ACC 

       on   poše-l     guljat’. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.M.SG  散歩する.INF 

Lith. {Skaity-damas / per-skaity-damas}  knygą,   

読む/PREF-読む-HALF.PTCP.M.SG.NOM 本を.F.SG.ACC 

     jis   išėj-o    pasivaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.3  散歩する.INF 

  「本を読みながら／読み終えつつ，彼は散歩に出かけた．」 

(17) Lith. Man   {skaič-ius / per-skaič-ius}   knygą,    

私が.1SG.DAT 読む/PREF-読む-ADV.PST.PTCP  本を.F.SG.ACC 

     jis   išėj-o    pasivaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.3  散歩する.INF 

  「私が本を読んで／読み終えてから，彼は散歩に出かけた．」 

Lith.  Man   {skait-ant / per-skait-ant}   knygą,   

私が.1SG.DAT 読む/PREF-読む-ADV.PRS.PTCP  本を.F.SG.ACC 

     jis   išėj-o    pasivaikščioti. 

彼は.3M.SG.NOM  出かける-PST.3  散歩する.INF 

  「私が本を読んでいるとき／読み終えつつあるとき，彼は散歩に出かけた．」 

 

分詞の形成上のアスペクト的制約に関して，リトアニア語とロシア語の形容詞的分詞と

副詞的分詞の基本的な体系をまとめると，表 4-5，表 4-6 のようになる（例．動詞「読む」

から形成された形容詞的分詞の男性単数主格形）． 
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表 4-5. ロシア語の形容詞分詞と副詞的分詞の基本的体系 

例．čitat’/ pro-čitat’「読む」 

 (a) 形容詞的分詞 (b) 副詞的分詞 

能動態 受動態 能動態 

現在 
現在能動分詞 

čita-juščij / *pro-čita-juščij 

現在受動分詞 

čita-emyj / *pro-čita-emyj 

現在副分詞 

čita-ja / *pro-čita-ja 

過去 
過去能動分詞 

čita-všij / pro-čita-všij 

過去受動分詞 

čita-nnyj / pro-čita-nnyj 

過去副分詞 

*čita-v / pro-čita-v 

 

表 4-6. リトアニア語の形容詞分詞と副詞的分詞の基本的体系 

例．skaityti / per-skaityti「読む」 

 (a) 形容詞的分詞 (b) 副詞的分詞 

能動態 受動態 能動態 

現在 

現在能動分詞 

skait-ąs / 

per-skait-ąs(/-antis) 現在受動分詞 

skaito-mas / per-skaito-mas 

現在副分詞 

skait-ant / per-skait-ant 半分詞 

skaity-damas / 

per-skaity-damas 

過去 
過去能動分詞 

skait-ęs / per-skait-ęs 

過去受動分詞 

skaity-tas / per-skaity-tas 

過去副分詞 

skaič-ius / per-skaič-ius 

未来 
未来能動分詞 

skaity-siąs / per-skaity-siąs 

未来受動分詞 

skaity-simas / 

per-skaity-simas 

未来副分詞 

skaity-siant / 

per-skaity-siant 

習慣

過去 

習慣過去能動分詞 

skaity-davęs / 

per-skaity-davęs 

               
習慣過去副分詞 

skaity-davus / 

per-skaity-davus 

 

以上のように，ロシア語ではリトアニア語に比べて分詞の形成上のアスペクト的制約が

より厳しく，アスペクトがテンスに優越しつつあるように見受けられる．それに対して，

リトアニア語では分詞の形成上のアスペクト的制約が少ないことによって，分詞による多

様な時間表現が可能になっている．リトアニア語の分詞の時間表現は，アスペクトとテン

スの相関性において成立するのであり，分詞のアスペクト的特性を動詞から切り離して論

じることも，逆に動詞のアスペクト的特性のみに基づいて規定することもできないもので

ある． 

 

4.3.3  分詞のアスペクト的意味 

 前節 4.3.2 で考察した通り，アスペクトの問題については，リトアニア語とロシア語の分
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詞のアスペクトが機能意味論的にみて「動詞からそのまま引きつがれる」（Mustejkis 1972）

ものでないことは明らかだが，Hewson＆Bubenik の解釈したように，動詞のアスペクト的特

性と関わりなく分詞形それ自体によってのみ表されるものとも言えない．テンスに関して

は，分詞のテンスは定形動詞のテンスとは異なり，〈場面時点〉（他の用語で「出来事時点」）

と〈発話時点〉の間の直示的関係を表さず，他の時点，すなわち，〈設定時点〉との関係を

表す．定形動詞の表す絶対的時間に対して，分詞は相対的時間を指し示す機能，すなわち，

〈先行性／同時性〉タクシスを表す機能をもっている． 

 筆者は，現在分詞と過去分詞という基本的な分詞形は，次のような時間的意味・機能を

もつと考える70： 

 

(i) 現在分詞は，インパーフェクト分詞に相当する機能をもち，場面の開始限界も終了限界

も含まない中間の局面を限定し（〈限界間づけ〉），相対的な〈同時性〉のタクシスを表す． 

(ii) 過去分詞は，パーフェクト分詞に相当する機能をもち，場面の開始，終了，あるいはそ

の両方の限界的な局面，および，それに続く結果・効力の状態の局面を限定し（〈限界づ

け〉），相対的な〈先行性＋同時性〉のタクシスを表す． 

 

分詞の現在と過去という 2 つの基本的なテンスは，場面が明確に限界づけられたものかど

うか，という区別をその基礎としているが，実はこの区別は，文法的な動詞アスペクトの

PFV と IPFV の対立の基礎でもある．その意味で，動詞アスペクトと分詞のテンスには，場

面の示し方において共通性がある．それが PFV アスペクトを過去分詞に，IPFV アスペクト

を現在分詞に結びつける要因である．ロシア語では，分詞の時間表現がアスペクトによっ

て統一され，分詞のテンス的な形式の機能負担量が減少しつつある．それに対して，リト

アニア語では，ロシア語のような文法的な動詞アスペクトの体系の発達が見られず，分詞

のアスペクト的意味と機能は，基動詞のアスペクト的意味と分詞のテンス的な形式の相関

性によって成り立つものである．  

 それでは，以下， 4.3.3.1 節で現在分詞，4.3.3.2 節では過去分詞のアスペクト的意味につ

いて考察する．なお，リトアニア語の状況語的機能をもつ過去分詞の時間表現に関しては

4.4 節で詳しく論じるため，ここでは扱わない．また，これらの形容詞的分詞によって構成

される分析的なテンス形式に関しては，すでに 3 章でロシア語との対応を示したが（3.5），

それらの形式のアスペクト的意味と機能については，さらに 5 章で詳しく分析する．  

 

4.3.3.1  現在分詞のアスペクト的意味 

 現在能動分詞と現在受動分詞は，いずれもインパーフェクト分詞に相当する機能をもち，

                                                   

 
70 ここで筆者が用いる，インパーフェクトの「限界間づけ」，パーフェクトの「限界づけ」といった局面的

限定に関するいくつかの重要な概念は，Maslov (1978)からの援用である． 
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典型的には，ある場面を，単純に持続しているか，あるいは，完成に向けて進行中である

ものとして指し示す．一般的に，非限界動詞から形成された現在分詞は，ある場面が持続

中あるいは進行中であることを表す．一方，限界動詞から形成された現在分詞は，ある場

面が完成する可能性があること，その準備，計画，あるいは，試みの局面にあることを表

す．能動分詞が動作を動作主に結びつけるのに対し，受動分詞は動作を受動者に結びつけ

る．持続中あるいは進行中のアクチュアルな動作を受動者との関わりから捉えるというの

は，認知的観点からすればやはり不自然なことに思われるが，概して他の分詞に比べて現

在受動分詞の使用が一般的でないのはこのためであろう．現在能動分詞の例は，例文(20)，

また，現在受動分詞の例は例文(21)を参照． 

 

(20) a. Russ.  blest-jaščij    sneg  

輝いている-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 雪.M.SG.NOM 

Lith.  žvilg-antis    sniegas 

輝いている-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 雪.M.SG.NOM 

「輝いている雪」 

b. Russ.  mužčina,  id-uščij     po  ylice 

男.M.SG.NOM （歩いて）行く-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM ～を 道.F.SG.DAT 

     Lith.  vyras,  ein-antis    gatve 

男.M.SG.NOM （歩いて）行く-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 道を.F.SG.INS 

「道を歩いて行く男」 

c. Russ.  umira-juščaja    mat’ 

死ぬ-ACT.PRS.PTCP.F.SG.NOM  母親.F.SG.NOM 

Lith.  miršt-anti     motina 

死ぬ-ACT.PRS.PTCP.F.SG.NOM  母親.F.SG.NOM 

  「死にかけている母親」 

(21) a. Russ.  učitel’,  ljub-imyj  studentami 

先生.M.SG.NOM 愛す-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM 学生たちに.M.PL.INS 

Lith.  mokytojas,  myli-mas        studentų 

先生.M.SG.NOM 愛す-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM 学生たちに.M.PL.GEN 

  「学生たちに愛されている先生」 

b. Russ.  čita-emaja     kniga  

読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

Lith.  skaito-ma     knyga 

読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM  本.F.SG.NOM 

   「読まれている本」 
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 すでに考察してきたように，リトアニア語では，接頭辞 be-（「すでに」を意味する）を

ともなう現在能動分詞は，存在・連辞動詞 būti をともなった分析的形式を形成する．この

分析的形式は，〈進行性〉と〈パーフェクト性〉を組み合わせた意味・機能をもつため，本

論文では進行パーフェクト形と呼んでいる．ロシア語では一般的なテンス形がこれに対応

する．例文(22)を参照． 

 

(22) a. Russ. On    uže  spa-l,  

彼は.3M.SG.NOM すでに 眠っている-PST.3 

kogda  ja   prišjo-l. 

～時  私が.1SG.NOM 来る-PST.M.SG 

Lith.   Jis    buv-o  be-mieg-ąs,     

彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 PREF-眠っている-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  

kai   aš   atėj-au. 

～時  私が.1SG.NOM 来る-PST.1SG 

  「私がやって来たときには，彼はすでに眠っていた．」 

b. Russ. On    uže  bud-et  spat’,  

彼は.3M.SG.NOM すでに be-FUT.3SG 眠っている.INF 

kogda  ja   prid-u. 

～時  私が.1SG.NOM 来る-FUT.1SG 

Lith.   Jis    bu-s  be-mieg-ąs,  

彼は.3M.SG.NOM be-FUT.3 PREF-眠っている-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  

kai   aš   atei-siu. 

～時  私が.1SG.NOM 来る-FUT.1SG 

  「私がやって来るときには，彼はすでに眠っているだろう．」 

 

リトアニア語では，現在受動分詞もまた存在・連辞動詞をともない，いわゆるインパー

フェクト受動形を形成する．インパーフェクト受動形は，基本的に，〈IPFV〉場面を指し示

す．一方，ロシア語では現在受動分詞は概して述語的機能をもたず，いわゆる再帰動詞（再

帰接辞-sja/-s’をともなう）がこれに代わって用いられる．例文(23)を参照． 

 

(23) a. Russ.  Vystavka   sejčas gotov-it-sja. 

展覧会は.F.SG.NOM 今 準備する-PRS.3SG-REFL 

Lith.  Paroda   dabar [yra] ruošia-ma. 

展覧会は.F.SG.NOM 今 be-PRS.3 準備する-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM 

   「展覧会は今準備されている（準備中である）．」 
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b. Russ.  Dom  stroi-l-sja  tam  god. 

家が.M.SG.NOM 建てる-PST.M.SG-REFL そこに 1 年間 

Lith.  Namas  buv-o  stato-mas   ten  metus. 

家が.M.SG.NOM be-PST.3 建てる-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM そこに 1 年間 

   「1 年の間そこに家が建てられていた（建設中だった）．」 

 

ロシア語には，再帰動詞による受動表現と，存在・連辞動詞をともなう過去受動分詞の短

語尾形による受動表現があるが，これらの 2 つの方法は動詞のアスペクト的な違いを反映

しており，前者は IPFV 動詞，後者は PFV 動詞に特徴的である．これに対して，リトアニ

ア語の再帰動詞は受動を表さない．リトアニア語では，受動的意味は，アスペクト的制約

なく形成される現在および過去の受動分詞によって表現される． 

 

4.3.3.2  過去分詞のアスペクト的意味 

 さて，ロシア語・リトアニア語，いずれにおいても，過去受動分詞は，典型的には，あ

る先行する動作の結果・効力の状態が，受動者の領域に属していることを示す，パーフェ

クトに相当する意味をもつ分詞である．例文(24)を参照． 

 

(24) a. Russ.  otkry-toe    okno  

開ける-PASS.PST.PTCP.N.SG.NOM 窓.N.SG.NOM 

Lith.  atidary-tas    langas 

開ける-PASS.PRS.PTCP.M.SG.NOM 窓.M.SG.NOM 

  「開けられた窓」 

b. Russ. napisa-nnoe    pis’mo  

書く-PASS.PST.PTCP.N.SG.NOM 手紙.N.SG.NOM 

Lith.  parašy-tas    laiškas 

書く-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 手紙.M.SG.NOM 

   「書かれた手紙」 

c. Russ. postroe-nnyj   dom  

建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 家.M.SG.NOM 

Lith. pastaty-tas    namas 

建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 家.M.SG.NOM 

   「建てられた家」 

 

この分詞が受動態の形成において果たしている役割の中に，インド・ヨーロッパ諸語に広

く観察されるパーフェクトと受動態の間の密接な関係を見出すことができよう．パーフェ

クト特有の時間的な意味によって，過去受動分詞は，受動態という付帯的な意味をも獲得
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している．リトアニア語・ロシア語いずれにおいても，この分詞は，主語である受動者の

状態を表す，状態パーフェクト受動 stative perfect passive（Nedjalkov（1988）らの用語で，「客

体的結果相」）を形成するのに用いられる．これは，リトアニア語とロシア語の分詞の時間

表現における，最も明確な接点である．この分析的形式においては，存在・連辞動詞は，

テンスを表示する機能をもつ．過去受動分詞のこの状態の意味は，現在，過去，あるいは

未来であり得る存在・連辞動詞 būti のテンスに関係なく（ただしロシア語では存在・連辞

動詞の現在形は現れない），典型的には，先行する動作の結果としての局面にあるものとし

て，主語を指し示す．その動作は主語とは独立した他の要素によってもたらされるので，

この表現は根本的に受動である．例文(25)を参照． 

 

(25) a. Russ.  Okno  s utra  byd-et  otkry-to. 

窓は.N.SG.NOM 朝から be-FUT.3SG 開ける-PASS.PST.PTCP.N.SG 

Lith.  Langas  nuo ryto  bu-s    atidary-tas. 

窓は.M.SG.NOM 朝から be-FUT.3  開ける-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「窓は朝から開けられている（開けてある）だろう．」 

b. Russ. Tam  davno   postroe-n 

そこに ずっと前から 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG  

bol’šoj  dom. 

大きな 家が.M.SG.NOM 

Lith. Ten   seniai   [yr-a]  pastaty-tas  

そこに ずっと前から be-PRS.3 建てる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

didelis  namas. 

大きな 家が.M.SG.NOM 

   「そこにはずっと前から大きな家が建てられている（建ててある）．」 

 

 それに対して，同じくパーフェクトを意味する分詞である過去能動分詞は，先行する場

面の結果・効力としての状態が，動作主の領域に属していることを示すのである．例文(26)

を参照． 

 

(26) a. Russ. zamjorz-šee    okno  

凍りつく-ACT.PST.PTCP.N.SG.NOM 窓.N.SG.NOM 

Lith. užšal-ęs                      langas 

凍りつく-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 窓.M.SG.NOM 

  「凍りついた窓」 

b. Russ. opa-všie    list’ja  

落ちる-ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM 葉.M.PL.NOM 
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Lith. nukrit-ę    lapai 

落ちる-ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM 葉.M.PL.NOM 

   「落ちた葉々」 

c. Russ. umer-šaja    mat’ 

死ぬ-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 母親.F.SG.NOM 

Lith. mir-usi    motina 

死ぬ-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 母親.F.SG.NOM 

  「死んだ母親」 

 

リトアニア語では，自動詞から形成された過去能動分詞は，存在・連辞動詞 būti をともな

って，先行する動作の結果状態が，主語である動作主に残存していることを専ら意味する，

〈状態パーフェクト（Nedjalkov（1988）らの用語で，「主体的結果相」）〉を表すのに用いら

れる．また，自動詞または他動詞から形成された場合に，先行する動作とその結果・効力

のいずれをも表す，〈動作パーフェクト〉を表すのに用いられることもある．ロシア語では，

動詞の一般的なテンス形がこれに相当する意味をもつ．この形式も，存在・連辞動詞のテ

ンスに関係なく，先行する場面の結果状態の局面にあるものとして主語を指し示すが，そ

の場面の完成に直接関与しているのは主語であるので，この表現は根本的に能動である．

例文(27)と(28)を参照．(27)は〈状態パーフェクト〉，(28)は〈動作パーフェクト〉を意味す

る文である． 

 

(27) a. Russ. Okno  s utra   zamjorzn-et. 

窓は.N.SG.NOM 朝から  凍りつく-FUT.3SG 

Lith. Langas  nuo ryto   bu-s  užšal-ęs. 

窓は.M.SG.NOM 朝から  be-FUT.3 凍りつく-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「窓は朝から凍りついているだろう．」（〈状態パーフェクト〉） 

b. Russ. Brat  uže  uexa-l   iz  goroda. 

兄は.M.SG.NOM すでに 去る-PST.M.SG ～から 町.M.SG.GEN 

Lith.  Brolis  jau  [yr-a]  išvažiav-ęs   

兄は.M.SG.NOM すでに be-PRS.3 去る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

iš   miesto. 

～から 町.M.SG.GEN 

  「兄（弟）はすでに町から出ている（町を去っている）．」（〈状態パーフェクト〉） 

(28)  Russ.  On      uže  napisa-l        pis’mo. 

彼は.3M.SG.NOM すでに  書く-PST.M.SG      手紙を.N.SG.ACC 
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      Lith.   Jis        jau  buv-o  paraš-ęs     laišką. 

彼は.3M.SG.NOM すでに be-PST.3 書く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  手紙を.M.SG.ACC 

「彼はすでに手紙を書いて（書き終えて）いた．」（〈動作パーフェクト〉） 

 

 興味深いことに，リトアニア語とロシア語の過去分詞を比較対照してゆくと，ほぼ等し

い意味を表すにも関わらず，前者では能動分詞，後者では受動分詞が用いられる例がみと

められる．これらの例において，ロシア語の過去受動分詞は，先行する場面の結果状態が，

動作主に属していることを示すのである．また，2 つの言語がこのような対応を示す場合に，

リトアニア語では再帰接辞-si-/-s をともなう再帰動詞が現れることが多い．例(29)を参照． 

 

(29) a. Russ. ispuga-nnyj    mal’čik 

驚かせる-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 少年.M.SG.NOM 

Lith. nubud-ęs    berniukas 

驚く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  少年.M.SG.NOM 

   「驚いた（びっくりしている）少年」 

b. Russ. zaplaka-nnaja    sestra 

泣き疲れる-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM  姉.F.SG.NOM 

Lith. ap-si-verk-usi     sesuo 

PREF-REFL-泣く-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM  姉.F.SG.NOM 

   「泣き疲れた姉（妹）」 

c. Russ. Devuški   teplo  ode-ty. 

少女たちは.F.PL.NOM 暖かく 着せる-PASS.PST.PTCP.PL 

Lith. Mergaitės   šiltai  [yr-a] ap-si-reng-usios. 

少女たちは.F.PL.NOM 暖かく be-PRS.3 PREF-REFL-着せる-ACT.PST.PTCP.F.PL.NOM 

  「少女たちは，暖かい服装をしている（厚着している）．」 

 

この事実によって，ロシア語の過去分詞におけるヴォイスの対立が，リトアニア語と比べ

て，より曖昧なものになっていること，また，2 つの言語の分詞におけるヴォイス的な機能

意味論的役割の分配のあり方が異なっていることが確認できる．この現象については，さ

らに，別稿において，動詞の語彙的意味や言語の類型の観点から検討したい． 
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4.4 状況語的過去分詞71における相対的時間表現 

 

4.4.1 はじめに 

 本節では，リトアニア語とロシア語の過去分詞の状況語的（半述語的）機能を比較し，

時間表現における共通点と相違点を明らかにする．その上で，リトアニア語の状況語的過

去分詞と主動詞との組み合わせにどのような制約があるかを考察する．アカデミー文法を

始めとする従来のリトアニア語研究において全く言及されてこなかった，状況語的過去分

詞と主動詞の組み合わせに見られる意味論的制約を，とくにアスペクト性の側面から明ら

かにすると同時に，この問題には他動性も密接に関わっていることを主張する． 

原則として，リトアニア語の過去分詞は全て状況語的機能をもつ．ただし，習慣過去分

詞は使用頻度が著しく低いので，本論文では考察の対象から外す．また，状況語的機能で

の受動分詞の使用は，能動分詞に比べてまれである． 

さて，従来のリトアニア語研究では，述語の主動詞との時間的関係から，状況語的過去

分詞は次のような機能をもつものとしている： 

 

(i) 状況語的過去分詞は，述語の主動詞に対する相対的な〈先行性〉を表す． 

 

本節では，この点について，ロシア語との比較対照分析をもとに，さらに次のような主張

の展開を試みる： 

 

(ii) 状況語的過去分詞は，述語の主動詞に対する〈先行性〉のみならず〈同時性〉の相対的

時間をも表す．この分詞の意味・機能は文全体の構造の中で成立する． 

(iii) リトアニア語の形容詞的な過去分詞は，機能的にこれに類するロシア語の副詞的な過

去分詞や，リトアニア語の副詞的過去分詞（すなわち過去副分詞）に比べて，形のみな

らず意味の側面においても，述語の主動詞に対する従属性がより強い． 

 

一方，他動性との関連については，アカデミー文法やそれに従う従来の研究では，自動

詞・他動詞の規定は，直接目的語（典型的には対格）を取る動詞を他動詞，取らない動詞

を自動詞と定義し，中間的な動詞については論じられていない．だが，状況語的過去分詞

と主動詞の組み合わせにおける制約を適切に解釈するには，①他動性を項構造のみならず

意味構造からも捉える，②自動詞と他動詞を明確に二分せず他動性の程度の問題と考える

必要がある． 

そこで，ここではまず Hopper & Tompson（1980），Tsunoda（1985）の提案に従って，他

                                                   

 
71 4.2 節でも触れたように，本節で言う「状況語的過去分詞」とは，形態論的に形容詞的な過去分詞のみな

らず副詞的な過去分詞，すなわち，過去副分詞も含む用語であることに留意されたい． 
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動性の問題に原型 prototype の考えを導入する．意味論的側面からの原型的他動詞の定義は，

Tsunoda（1985:387）を採用し，「相手に及び，かつ，相手に変化を起こす動作を表す動詞」

とし，他動詞文の原型を「参加者が二人（動作者と動作の対象）またはそれ以上いる．動

作者の動作が対象に及び，かつ，対象に変化を起こす」ものとする．形式的には直接目的

語を取る動詞でも，上の条件を満たさなければ非原型的他動詞とみなす． 

 

4.4.2 分詞の状況語的機能 

 本論文では，分詞の状況語的機能の基本を「主動詞（定形動詞述語）の表す主要な場面

に付随する副次的場面を表す」こと，すなわち，文における第 2 の述語の機能として想定

する． 

 すでに述べたように（4.2.2），リトアニア語の過去分詞のうち，形容詞的分詞は，状況語

的に機能する際，述語の主動詞と同一の主語（主格）をもち（same-subject use＝SS 用法），

格だけでなく，数・性に関しても主語と一致する．一方，副詞的分詞（副分詞）は不変化

であるから，主動詞と同一の主語をもたず（different-subject use＝DS 用法），意味上の主語

を与格で示す．それに対して，ロシア語には DS 用法のための分詞形は一般的に存在しない．

ロシア語の副詞的分詞は SS 用法の専用の形式である．以下の表 4-7 を参照． 

 

表 4-7 リトアニア語とロシア語の過去分詞における状況語的機能 

 ロシア語 リトアニア語 

SS 用法 
副詞的過去分詞（過去副分詞） 

pročita-v 

形容詞的過去分詞（過去分詞） 

perskait-ęs 

DS 用法            
副詞的過去分詞（過去副分詞） 

perskaič-ius 

 

4.4.3 アスペクト的意味に従った述語の基本類型 

 本論文でこれまでに論じたリトアニア語とロシア語の動詞のアスペクト的体系における

相違を前提に，本節では，アスペクト的意味に従った述語の基本類型として，〈PFV 動作〉

（例文(33)，(34)），〈IPFV 動作〉（例文(35)，(36)），〈状態〉（例文(37)，(38)）の 3 タイプを

区別する．なお，考察に際してはアスペクト的意味の相違が最も明確になる過去テンスの

例を主に用いる．  

 

〈PFV 動作〉述語 

(33) Russ. Otec   srazu  {ljog / se-l na divan / pročita-l knigu 

 父親は.M.SG.NOM  すぐに   横になる / ソファに座る / 本を読み終える 

/ otkry-l dver’}. 

/ドアを開ける-PST.M.SG 
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Lith. Tėvas   tuojau  {atsigul-ė /atsisėd-o ant sofos /perskait-ė knygą 

父親は.M.SG.NOM  すぐに   横になる / ソファに座る / 本を読み終える 

         / atidar-ė duris}. 

/ドアを開ける-PST.3 

「父親はすぐ｛横になった／ソファに座った／本を読み終えた／ドアを開けた｝．」 

(34) Russ. Kniga  srazu  by-la  pročita-na 

本は.F.SG.NOM すぐに be-PST.F.SG 読み終える-PASS.PST.PTCP.F.SG 

Algisom. 

アルギスによって.M.SG.INS 

Lith.  Knyga      tuojau   buv-o  perskaity-ta  

本は.F.SG.NOM すぐに be-PST.3 読み終える-PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM 

Algio. 

アルギスによって.M.SG.GEN 

「本はすぐにアルギスによって読み終えられた．」 

 

〈IPFV 動作〉述語 

(35) Russ. Ona   medlenno {beža-la / sadi-la-s’ na divan / čita-la knigu 

彼女は.3F.SG.NOM ゆっくり 走っている / ソファに座るところだ / 本を読んでいる 

rva-la travu}. 

/ 草を抜いている-PST.F.SG  

Lith.  Ji            lėtai    {bėg-o / sėd-o ant sofos / skait-ė knygą 

彼女は.3F.SG.NOM ゆっくり 走っている / ソファに座るところだ / 本を読んでいる 

/ rov-ė žolę}. 

/草を抜いている-PST.3  

「彼女は｛ゆっくりと走っていた／ソファに座るところだった／本を読んでいた／草

を抜いていた｝．」 

(36) Russ. Kniga  medlenno  čita-la-s’ 

本は.F.SG.NOM ゆっくり  読む-PST.F.SG-REFL 

Algisom. 

アルギスによって.M.SG.INS 

Lith.  Knyga     lėtai     buv-o   skaito-ma  

本は.F.SG.NOM ゆっくり  be-PST.3  読む-PASS.PRS.PTCP.F.SG.NOM 

Algio. 

アルギスによって.M.SG.GEN 

「本はアルギスによってゆっくりと読まれていた．」 
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〈状態〉述語 

(37) Russ.  Mal’čik vsjo vremja {leža-l / side-l na divane  

少年は.M.SG.NOM  いつも      横になっている / ソファに座っている 

/ ime-l lošad’}. 

/ 馬を持っている-PST.M.SG 

Lith.  Berniukas    visą laiką  {gulėj-o / sėdėj-o ant sofos  

少年は.M.SG.NOM  いつも      横になっている / ソファに座っている 

/ turėj-o arklį}.  

/ 馬を持っている-PST.3 

「少年はいつも｛横になっていた／ソファに座っていた／馬を持っていた｝．」 

(38) Russ.  Dver’   vsjo vremja by-la  otkry-ta. 

ドアは.F.SG.NOM いつも      be-PST.F.SG 開ける-PASS.PST.PTCP.F.SG 

Lith.  Durys      visą laiką   buv-o  atidary-tos. 

ドアは.F.PL.NOM いつも      be-PST.3 開ける-PASS.PST.PTCP.F.PL.NOM 

「ドアはいつも開けてあった．」 

 

筆者の見るところ，この述語の基本類型と動詞の他動性とは，以下のように関係してい

る．能動文の場合，〈動作〉述語を構成する動詞は，例文(33)と(35)のように，自動詞，非原

型的他動詞，原型的他動詞いずれでもあり得るが，〈状態〉述語を構成する動詞は，例文(37)

のように，自動詞かあるいは他動性の程度の低い（より自動的な）非原型的他動詞であり，

原型的他動詞ではあり得ない．一方，受動文72の場合は，〈動作〉述語を構成する動詞は，

例文(34)と(36)のように，非原型的他動詞でもあり得るが，〈状態〉述語を構成する動詞は，

例文(38)のように，原型的他動詞でしかあり得ない． 

 

4.4.4 状況語的過去分詞と主動詞の語順関係 

 序論で述べたように，リトアニア語の基本語順は SVO，限定語―被限定語の順序が優勢

である．分詞は一般的に，定語的に機能するものは形容詞と同様に被限定語の名詞に先行

し，述語的に機能するものは主語の後に置かれる．ここで問題とする状況語的に機能する

過去分詞は，主動詞の前にも後ろにも置かれ得る73．状況語的過去分詞（=PP）と主動詞（=V）

の間の語順関係に焦点を当ててみると，述語の類型によって，優勢な語順の傾向は異なる

                                                   

 
72 ここでは柴谷（1997）に従い「行為が主語の意志のもとに発生せず，他の独立した要素によってもたら

されている」ことを受動の基本的意味とみなす．なお，リトアニア語の存在・連辞動詞 būti と現在／過去

の受動の形容詞的分詞の組み合わせによって表される．他動詞文の動作の対象（受動者）が主語（主格）

となる基本的な受動文の他，リトアニア語には他動詞・自動詞いずれからも形成される中性受動分詞を述

語とする構文が存在するが，それについては別稿で扱うことにして本論文では考察の対象から外す． 
73 状況語的分詞は，従属語をともなう場合や主動詞に先行する場合には，しばしばイントネーションやポ

ーズ（書き言葉ではコンマ）によって分離され，一定の独立性を獲得する．なお，国立リトアニア語委員

会による現在の正書法の規定では，従属語をともなわない単独生起の場合にはコンマは用いられない． 
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ことが明らかになる．以下の(a)，(b)に，過去分詞の時間表現と関連づけながら，これらの

語順の傾向をまとめておく． 

 

(a) リトアニア語の形容詞的な過去分詞とロシア語の過去副分詞は： 

  (a-i)〈PFV 動作〉述語文では，副次的場面の〈先行性〉を表す．いずれの言語でも，一般

的には主動詞に先行する（PP-V）．逆の順序（V-PP）は，特殊なコンテクストがない

限り，不自然である．ロシア語の方がその傾向は強い．例文(39)を参照． 

 (a-ii)〈IPFV 動作〉述語文では，先行する副次的場面の〈先行性〉と結果状態の〈同時性〉

の両方を表す．リトアニア語では， PP-V，V-PP，いずれの順序も自然である．それ

に対して，ロシア語では，PP-V の順序は好まれない．例文(40)を参照． 

 (a-iii)〈状態〉述語文では，先行する副次的場面の結果状態の〈同時性〉を表す．いずれ

の言語でも，一般的には主動詞に後行する（V-PP）74．逆の順序（PP-V）は，特殊な

コンテクストがない限り，不自然である．例文(41)を参照． 

(b) リトアニア語の過去副分詞は： 

 (b-i) 〈PFV 動作〉述語文では，形容詞的過去分詞の場合と同様に，副次的場面の〈先行

性〉を表す．一般的には主動詞に先行する（PP-V）．逆の順序（V-PP）は，理由・原

因などを補足的に表す場合以外は不自然である．例文(42)を参照． 

 (b-ii) 〈IPFV 動作〉述語文では，形容詞的過去分詞の場合と同様に，先行する副次的場面

の〈先行性〉と結果状態の〈同時性〉の両方を表す．一般的には主動詞に先行する

（PP-V）．逆の順序（V-PP）は，理由・原因などを補足的に表す場合以外は不自然で

ある．例文(43)を参照． 

 (b-iii) 〈状態〉述語文では，副次的場面の〈同時性〉を表す．形容詞的過去分詞の場合と

は異なり，この副次的場面は，主要な場面である〈状態〉に完全に重なっており〈先

行性〉は含意しない．必ず主動詞に先行する（PP-V）．V-PP の順序は非文である．例

文(44)を参照． 

 

(39) a. Russ.  Otec,    vernuvšis’,    srazu ljog. (PP-V) 

       父親は.M.SG.NOM  戻って.ADV.PST.PTCP  すぐに   横になった.PST.M.SG  

Lith.  Tėvas       grįžęs            iškart   atsigulė. (PP-V) 

       父親は.M.SG.NOM  戻って.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM すぐに   横になった.PST.3 

                                                   

 
74 状況語的に機能する形容詞的過去分詞をともなった〈状態〉述語は，分析的テンスのパーフェクト形（būti

＋形容詞的過去分詞）が〈状態パーフェクト〉の意味をもつ場合と構造的に類似している． 

cf.) a. Ji               ilgai      buv-o  prarad-usi               sąmonę. 
    彼女は.3F.SG.NOM 長いこと be-PST.3 失う-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 意識を.F.SG.ACC 

  「彼女は長いこと意識を失っていた．」 

  b. Motina         nuo ryto  šiltai   [yr-a]  apsireng-usi. 
   母親は.F.SG.NOM  朝から 暖かく  be-PRS.3 着込む-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 

  「母親は朝から厚着をしている．」 
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a’. Russ. *Otec  srazu  ljog,   vernuvšis’. (V-PP) 

       父親は すぐに  横になった  戻って  

Lith. ??Tėvas  iškart atsigulė   grįžęs. (V-PP) 

       父親は すぐに   横になった  戻って 

「父親は戻ってすぐに横になった．」 

  b.  Russ.  Potušiv  lampy,   on   zasnul. (PP-V) 

           消して.ADV.PST.PTCP 灯りを.ACC 彼は.3M.SG.NOM 眠り込んだ.PST.M.SG 

Lith.  Užgesinęs    lempas,    jis   užmigo. (PP-V) 

        消して.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 灯りを.ACC  彼は.3M.SG.NOM 眠り込んだ.PST.3 

  b’.  Russ. ??On  zasnul,   potušiv   lampy. (V-PP) 

           彼は  眠り込んだ  消して  灯りを 

Lith. Jis   užmigo   užgesinęs lempas. (V-PP) 

           彼は  眠り込んだ  消して  灯りを 

    「灯りを消して，彼は眠り込んだ．」 

(40) a. Russ.  Ona,    otvernuvšis’,     rvala    travu. (PP-V) 

彼女は.3F.SG.NOM 脇を向いて.ADV.PST.PTCP     抜いていた.PST.F.SG  草を.ACC 

Lith.  Ji            nusigręžusi                rovė        žolę. (PP-V) 

彼女は.3F.SG.NOM 脇を向いて.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 抜いていた.PST.3  草を.ACC 

  a’. Russ. ? Ona   rvala   travu,  otvernuvšis’. (V-PP) 

彼女は  抜いていた 草を 脇を向いて 

Lith.  Ji    rovė   žolę  nusigręžusi. (V-PP) 

彼女は  抜いていた 草を 脇を向いて 

   「彼女は脇を向いて草を抜いていた．」 

    b. Russ.  Syn,   napustiv   vody   v  bak, 

息子は.M.SG.NOM 満たして.ADV.PST.PTCP 水を.GEN  ～へ たらい.ACC 

igral   s  korablikami. (PP-V) 

遊んでいた.PST.M.SG ～でもって 小船.INS 

Lith.  Sūnus,   prisileidęs    dubenį  vandens, 

         息子は.M.SG.NOM  満たして.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM たらいを.ACC 水で.GEN 

žaidė   su  laiveliais. (PP-V) 

遊んでいた.PST.3  ～でもって 小船.INS 

    b’. Russ. ?Syn  igral   s korablikami,  napustiv vody  v bak. (V-PP) 

         息子は 遊んでいた  小船で  満たして 水を たらいへ 

Lith.  Sūnus  žaidė   su laiveliais  prisileidęs dubenį  vandens. (V-PP) 

         息子は 遊んでいた  小船で  満たして  たらいを 水で 

   「息子はたらいを水で満たして（水をいっぱいに入れて）小船で遊んでいた．」 
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(41) a. Russ.  Mal’čik   sidel,    ves’  sžavšis’. (V-PP) 

少年は.M.SG.NOM  座っていた.PST.M.SG （全身）身を固くして.ADV.PST.PTCP 

Lith.  Berniukas    sėdėjo           susigūžęs. (V-PP) 

少年は.M.SG.NOM 座っていた.PST.3  身を固くして.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  a’. Russ.  ?Ves’  sžavšis’,  mal’čik   sidel. (PP-V) 

（全身）身を固くして 少年は   座っていた 

Lith. ?Susigūžęs,   berniukas  sėdėjo. (PP-V) 

身を固くして  少年は   座っていた 

    「少年は身を固くして座っていた．」 

 b. Russ.  Mat’  ležala    v  krovati, 

母親は.F.SG.NOM 横たわっていた.PST.F.SG  ～に  ベッド.LOC 

poterjav   soznanie. (V-PP) 

失って.ADV.PST.PTCP 意識を.F.SG.ACC 

Lith.  Motina    gulėjo   lovoje     

    母親は.F.SG.NOM 横たわっていた.PST.3 ベッドに.LOC  

praradusi           sąmonę. (V-PP) 

失って.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 意識を.F.SG.ACC 

  「母親は意識を失ってベッドに横たわっていた．」 

  b’. Russ. ?Poterjav  soznanie,  mat’  ležala   v krovati. (PP-V) 

失って 意識を  母親は 横たわっていた  ベッドに 

Lith. ?Praradusi    sąmonę,  motina  gulėjo   lovoje. (PP-V) 

失って 意識を  母親は 横たわっていた ベッドに   

「母親は服を着てベッドに横たわっていた．」 

(42) a.  Broliui  grįžus,       jis       iškart   atsigulė. (PP-V) 

       兄が-DAT  戻って.ADV.PST.PTCP   彼は.3M.SG.NOM  すぐに   横になった.PST.3 

a’. *Jis  iškart  atsigulė   broliui  grįžus. (V-PP) 

       彼は すぐに 横になった  兄が 戻って 

「兄が戻って，彼（弟）はすぐに横になった．」 

  b.  Balsui  pasigirdus,   ji   stabtelėjo. (PP-V) 

   声が-DAT 聞こえて.ADV.PST.PTCP 彼女は.3F.SG.NOM 足を止めた.PST.3 

 「声が聞こえて，彼女は足を止めた．」 

  b’.  Ji  stabtelėjo  balsui  pasigirdus. (V-PP) 

   彼女は 足を止めた  声が 聞こえて 

「声が聞こえたので，彼女は足を止めた．」 

(43) a.  Žinioms   pasibaigus,    

     ニュースが.DAT 終わって.ADV.PST.PTCP  
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vaikai    ėjo   miegoti. (PP-V) 

子どもたちは.M.PL.NOM 行った.PST.3 寝に.INF 

  a’. *Vaikai   ėjo  miegoti  žinioms   pasibaigus. (V-PP) 

     子どもたちは 行った 寝に ニュースが  終わって 

  「ニュースが終わって（終わっていて），子どもたちは寝に行くところだった．」 

b.  Jonui     atėjus,     

ヨーナスが.DAT  来て.ADV.PST.PTCP  

mes   visi        džiaugėmės. (PP-V) 

私たちは.1PL.NOM みな.M.PL.NOM  喜んでいた.PST.1PL 

「ヨーナスが来て（来ていて），私たちはみな喜んでいた．」 

b’. Mes  visi  džiaugėmės  Jonui   atėjus. (V-PP) 

私たちは みな 喜んでいた  ヨーナスが  来て 

「ヨーナスが来て，私たちはみな喜んでいた．」 

(44) a. Žinioms    pasibaigus,      motina     gulėjo 

  ニュースが.DAT  終わったとき.ADV.PST.PTCP  母親は.F.SG.NOM  横になっていた.PST.3 

lovoje. (PP-V) 

ベッドに.LOC 

a’. *Motina  gulėjo   lovoje  žinioms   pasibaigus. (V-PP) 

  母親は  横になっていた ベッドに ニュースが  終わったとき 

「ニュースが終わったとき，母親はベッドに横になっていた．」 

  b.  Balsui  pasigirdus,    

     声が.DAT 聞こえたとき.ADV.PST.PTCP  

ji   stovėjo   gatvėje. (PP-V) 

彼女は.3F.SG.NOM 立っていた.PST.3 通りに.LOC 

  b’. *Ji  stovėjo   gatvėje   balsui  pasigirdus. (V-PP) 

     彼女は 立っていた  通りに  声が 聞こえたとき 

  「声が聞こえたとき，彼女は通りに立っていた．」 

 

4.4.5 状況語的過去分詞における意味論的制約 

 

4.4.5.1 状況語的機能をもつ形容詞的な過去分詞（SS用法） 

ロシア語と比較対照しながら，文の意味構造の側面から分析すると，リトアニア語の状

況語的機能をもつ形容詞的過去分詞（SS 用法）と主動詞の組み合わせにおいては，次の I

と II のような傾向が見られることが分かる． 
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I. リトアニア語の形容詞的な過去分詞，および，ロシア語の過去副分詞と，主動詞との組

み合わせには，語彙的・意味論的な制約がある．この制約は述語類型によって異なり，

〈PFV 動作〉述語文の場合に最も緩く，〈状態〉述語文の場合に最も厳しい． 

II. リトアニア語の形容詞的な過去分詞が〈状態〉および〈IPFV 動作〉述語文において受け

る制約は，ロシア語の過去副分詞におけるよりも厳しい． 

 

 すなわち，ロシア語の副詞的過去分詞では許容される主動詞との組み合わせが，リトア

ニア語の形容詞的過去分詞では許容されないことがある．以下の例文(45)では，「灯りを消

して」，「窓を閉めて」という意味を表す状況語的過去分詞が，ロシア語では，どのタイプ

の述語とも組み合わせられるのに対して，リトアニア語では，〈PFV 動作〉述語とは自然に

組み合わせられるが，〈IPFV 動作〉および〈状態〉述語との組み合わせは不自然あるいは非

文となることが示されている． 

 

(45) a. Russ.  Potušiv   lampy,   on    

消して.ADV.PST.PTCP 灯りを.ACC 彼は.3M.SG.NOM  

{zasnul / ljog na divan / slušal muzyku}. (PP-V) 

眠り込んだ〈PFV 動作〉/ソファに横たわった〈PFV 動作〉/音楽を聴いていた〈IPFV 動作〉.PST.M.SG 

Lith. Užgesinęs    lempas,   jis    

消して.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 灯りを.ACC 彼は.3M.SG.NOM  

 užmigo / atsigulė ant sofos / *klausė muziką}. (PP-V) 

眠り込んだ〈PFV 動作〉/ソファに横たわった〈PFV 動作〉/音楽を聴いていた〈IPFV 動作〉.PST.3 

「灯りを消して，彼は｛眠り込んだ／ソファに横たわった〈PFV 動作〉／音楽を聴い

ていた〈IPFV 動作〉｝．」 

  a’. Russ.  On   {spal / ležal na divane}, 

              彼は.3M.SG.NOM 眠っていた〈IPFV 動作〉/ソファに横たわっていた〈状態〉.PST.M.SG  

potušiv   lampy. (V-PP) 

消して.ADV.PST.PTCP 灯りを.ACC 

Lith. Jis    {*miegojo / *gulėjo ant sofos}    

              彼は.3M.SG.NOM 眠っていた/ソファに横たわっていた〈状態〉.PST.3 

užgesinęs    lempas. (V-PP) 

消して.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 灯りを.ACC 

「灯りを消して，彼は｛眠っていた／ソファに横たわっていた〈状態〉｝．」 

b. Russ. Mat’,   zakryv   okno,  {sela na divan 

母親は.F.SG.NOM 閉めて.ADV.PST.PTCP 窓を.ACC ソファに座った〈PFV 動作〉 

 / sadilas’ na divan / sidela na divane}. 

/座るところだった〈IPFV 動作〉/座っていた〈状態〉.PST.F.SG 
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Lith. Motina,   uždariusi   langą,  

母親は.F.SG.NOM 閉めて.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 窓を.ACC  

{atsisėdo /??sėdo / *sėdėjo ant sofos}. 

ソファに座った〈PFV 動作〉/座るところだった〈IPFV 動作〉/座っていた〈状態〉 

  「母親は窓を閉めてソファに｛座った〈PFV 動作〉／座るところだった〈IPFV 動作〉

／座っていた〈状態〉｝．」 

 

それでは，以下，リトアニア語の状況語的機能をもつ形容詞的な過去分詞の受ける語彙的・

意味論的な制約を，〈状態〉述語文，〈IPFV 動作〉述語文，〈PFV 動作〉述語文の順に検討

する． 

 

 〈状態〉述語文 

 〈状態〉述語文においては，共起する状況語的機能の形容詞的過去分詞は，限界動詞か

ら形成されたものに限られる．まず，能動態の形容詞的過去分詞は，基本的に原型的他動

詞からは形成されず，自動詞かあるいは非原型的他動詞から形成された，次の①と②のよ

うな意味をもつものに限られる．原型的他動詞から形成されているとしても，自分自身に

対しておこなわれる動作を表し（したがって参加者は一人のみ），他動性の程度は低いもの

である．自動詞・他動詞いずれの場合も，再帰接辞-si-/s-をともなった再帰動詞の例が多い75． 

 

①自動詞から形成：主語（主体）自体における何らかの変化（人の身体的・心理的な状態

における変化，事物の出現・消滅，外見的変化，位置的変化など）を表す（例文(46)）． 

②他動詞から形成：主語（主体）に付随あるいは付属する事物に対する何らかの行為（具

体的・抽象的事物の獲得・損失，身体部分あるいは他の分離・譲渡不可能な所有物に対す

る行為，衣類の着脱など）を表す（例文(47)）． 

 

一方，受動態の形容詞的過去分詞は，原型的他動詞から形成されたものに限られる（例文(46)，

(47)，(48)）．つまり，〈状態〉述語文では，状況語的機能の形容詞的過去分詞は，何らかの

変化をともなう限界的な動作の結果や効果が，状態として主語の領域に残っていることを

                                                   

 
75 たとえば例文(45)は，ある種の再帰動詞から形成された過去分詞であれば，〈状態〉述語との組み合わせ

も可能となる．このタイプの他動詞は，再帰接辞-si-/-s が「自分のために」（与格）の意味をもつ再帰動詞

で，Geniušienė（1987）の用語では自己利益的再帰動詞 reflexive-benefactive verbs である．なお，この際も

V-PP の順序が優勢である． 

例．a. Jis  gulėjo   ant sofos  už-si-gesinęs   lempas. (V-PP) 

彼は 横たわっていた ソファに （自分のために）消して 灯りを 

「灯りを（自分のために）消して，彼は横になっていた．」 

    b. Motina  sėdėjo   ant sofos  už-si-dariusi   langą. (V-PP) 
     母親は 座っていた  ソファに （自分のために）閉めて 窓を 

「母親は窓を（自分のために）閉めてソファに座っていた．」 



188 

表すものでなければならない． 

 

(46) a. Berniukas      stovėjo     suglumęs. (V-PP) 

    少年は.M.SG.NOM  立っていた.PST.3  当惑して.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「少年は当惑して立っていた．」 

   b. Jis   stovėjo   nutolęs    nuo  kranto. (V-PP) 

    彼は.3M.SG.NOM  立っていた.PST.3  離れて.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 岸.GEN 

  「彼は岸から離れて立っていた．」 

(47) a. Berniukas     turėjo         nusipirkęs        arklį. (V-PP) 

     少年.M.SG.NOM 持っていた.PST.3  買って.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  馬を.ACC 

  「少年は馬を買って持っていた．」 

   b. Jis    sėdi   viršuje  

     彼は.3M.SG.NOM  座っている.PST.3  上に.LOC  

nuleidęs    kojas. 

垂らして.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 両足.ACC 

  「彼は両足を垂らして（塀の）上に座っている．」 

(48) a. Dvi mergaitės    sėdėjo 

      2 人の少女が.F.PL.NOM 座っていた.PST.3 

      išpuoštos           kaip lėlės. (V-PP) 

飾り立てられて.PASS.PST.PTCP.F.PL.NOM  人形のように 

  「2 人の少女が，人形のように飾り立てられて，座っていた．」 

   b. Jis   stovėjo   apimtas        siaubo. (V-PP) 

     彼は.3M.SG.NOM  立っていた.PST.3  捕らわれて.PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 恐怖に.GEN 

  「彼は恐怖に捕らわれて立っていた．」 

 

 共起するアスペクト的状況語は持続的な時間を表すタイプである．例文(49)を参照． 

 

(49) a. Ji    ilgai  gulėjo    

    彼女は.3F.SG.NOM 長いこと 横になっていた.PST.3  

praradusi    sąmonę. (V-PP) 

失って.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 意識を.ACC 

  「彼女は長いこと意識を失って横になっていた．」 
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   b. Motina   nuo ryto  guli   lovoje   

母親は.F.SG.NOM 朝から 横になっている.PRS.3 ベッドに.LOC 

šiltai  apsirengusi. (V-PP) 

暖かく 服を着込んで.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 

  「朝から母親は暖かい服を着込んでベッドに横になっている．」 

 

〈IPFV動作〉述語文 

 〈IPFV 動作〉述語文においても，共起する状況語的機能の形容詞的過去分詞は，限界動

詞から形成されたものに限られる．語彙的・意味論的制約は〈状態〉述語文よりも若干緩

いが，一般的には，〈状態〉述語文の場合と同様に，①②のような意味をもつものが多い．

以下，例文(50)は自動詞，(51)は他動詞から形成された能動態の形容詞的過去分詞の例，例

文(52)は，受動態の形容詞的過去分詞の例である． 

 

(50) a. Padavėja     pasistiebusi   

    ウエイトレスは.F.SG.NOM  伸び上がって.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM  

servetėle   šluostė   jo  veidą.  (PP-V) 

ナプキンで.INS 拭いていた.PST.3 彼の 顔を.ACC 

  「ウエイトレスは伸び上がってナプキンで彼の顔を拭いていた．」 

  b. Susimąstęs    jis   glostė 

    考え込んで.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  彼は.3M.SG.NOM 撫でていた.PST.3 

vaikui   galvą.  (PP-V) 

子どもの.DAT  頭を.ACC 

  「彼は考え込んで（物思いに耽って）子どもの頭を撫でていた．」 

(51) a. Jis   bėgo   iškėlęs    uodegą.  (V-PP) 

    彼（犬）は.3M.SG.NOM 走っていた.PST.3 上げて.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 尾を.ACC 

  「彼（犬）は尾を上げて走っていた．」 

  b. Ji    ėjo   gatve    

    彼女は.3F.SG.NOM   歩いていた.PST.3 通りを.INS   

sugniaužusi   kumštyje  popierėlį.  (V-PP) 

握りしめて.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 拳の中に.LOC 小さな紙切れを.ACC 

  「彼女は拳の中に小さな紙切れを握りしめて通りを歩いていた．」 

(52) a. Įjungtas      nuo pat ryto,  

    つけられていて.PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM  朝っぱらから 

radijas    skleidė   keistus garsus.  (PP-V) 

ラジオは.M.SG.NOM  発していた.PST.3 変な   音を.ACC 

  「朝っぱらからつけられていて，ラジオは変な音を発していた．」 
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b. Jos    burna   drebėjo   

    彼女の 口は.F.SG.NOM 震えていた.PST.3 

užspausta     jo  kita  ranka.  (V-PP) 

ふさがれて.PASS.PST.PTCP.F.SG.NOM  彼の もう一方の 手で.INS 

  「彼女の口は彼のもう一方の手でふさがれて震えていた．」 

 

 共起するアスペクト的状況語は持続的な時間を表すタイプである．例文(53)を参照． 

 

(53) a. Mergina   ilgai  žiūrėjo   į    ją    

少女は.F.SG.NOM 長いこと 見ていた.PST.3   （～へ）  彼女を.ACC  

išsigandusi.   (V-PP) 

驚いて.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 

「少女は驚いて長いこと彼女を見ていた．」 

  b. Nuo ryto  užsiglaudęs   šešėlyje,  

     朝から 潜んで.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 物陰に.LOC 

jis   laukė   traukinio.  (PP-V) 

彼は.3M.SG.NOM 待っていた.PST.3 列車を.GEN 

 「朝から物陰に潜んで（暗がりに身を隠して）彼は列車を待っていた．」 

 

〈PFV動作〉述語文 

 〈PFV 動作〉述語文の場合，語彙的・意味論的制約は最も緩い．まず，状況語的に機能

する形容詞的過去分詞が，非限界動詞からも形成される点で，〈状態〉述語文とは大きく異

なる．また，能動態の場合に原型的他動詞からも形成され得る一方で，受動態の場合に非

原型的他動詞からも形成され得る．ただし，過去分詞と主動詞が表す内容の間に，①何ら

かの論理的連関がある，②時間的裂け目 gap がない，という条件を満たしている必要がある．

以下，例文(54)は自動詞，(55)は他動詞から形成された能動態の形容詞的過去分詞の例，例

文(56)は，受動態の形容詞的過去分詞の例である． 

 

(54) a. Žmogus,   staiga  įsibėgėjęs,   

     男は.M.SG.NOM 突然 ダッシュして.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

trenkė   galvą    į  sieną. (PP-V) 

ぶつけた.PST.3 頭を.ACC （～へ）  壁に.ACC 

  「男は突然ダッシュして頭を壁にぶつけた．」 
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  b. Paėjęs     truputį  toliau  per  beržynėlį, 

    歩いて行くと.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 少し 先へ ～を抜けて 白樺林.ACC 

jis   tuojau  nusimetė  kaukę.   (PP-V) 

彼は.3M.SG.NOM すぐに 脱ぎ捨てた.PST.3 マスクを.ACC 

  「白樺林を抜けて少し先へ歩いて行くと，彼はすぐにマスクを脱ぎ捨てた．」 

(55) a. Geografas,   atskleidęs  užrašų knygą, 

    地理学者は.M.SG.NOM 開いて.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 帳面を.ACC 

pasidrožė  pieštuką.  (PP-V) 

削った.PST.3  鉛筆を.ACC 

  「地理学者は，帳面を開いて，鉛筆を削った．」 

b. Pamatęs    senutę,  

     見て.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM おばあさんを.ACC 

jis   nubėgo   jai   padėti.   (PP-V) 

彼は.3M.SG.NOM 走り出した.PST.3 彼女を.DAT  助けるために.INF 

  「おばあさんを見て，彼は助けるために走り出した（駆け寄った）．」 

(56) a. Vilkas,   gerai  išpertas,   

    狼は.M.SG.NOM ひどく ぶたれて.PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

nutraukęs     uodegą,   pabėgo.   (PP-V) 

引きちぎって.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 尻尾を.ACC 逃げ去った.PST.3 

  「狼は，ひどくぶたれて，尻尾を引きちぎって逃げ去った．」 

b. Apgautas    pardavėjos,  

    騙されて.PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 販売員に.GEN  

jis   parašė   skundą.   (PP-V) 

彼は.3M.SG.NOM 書いた.PST.3 苦情を.ACC 

  「販売員に騙されて，彼は苦情を書いた．」 

 

 共起するアスペクト的状況語は，限界動詞形成の場合には点的な時間を表すタイプであ

る（例文(57)）．非限界動詞形成の場合には持続的なタイプであるが，主動詞にはまた別に

点的な状況語が共起し得る（例文(58)）． 

 

(57)  Pamąstęs      akimirką,  jis   atsakė.  (PP-V)  

考えてから.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM    一瞬  彼は.3M.SG.NOM 答えた.PST.3 

  「一瞬考えてから，彼は答えた．」 
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(58) a. Ilgai   žygiavę    per    smėlį,  

     長いこと 進んで.ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM ～を通って 砂原を.ACC  

jie   pagaliau  atrado   kelią. (PP-V) 

彼らは.3M.PL.NOM ついに 見つけた.PST.3 道を.ACC 

  「長いこと砂原を進んで，彼らはついに道を見つけた．」 

   b. Nuo ryto  ėjęs,   

    朝から  歩いて.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

jis   priėjo   trobelę   vakare.  (PP-V) 

彼は.3M.SG.NOM たどり着いた.PST.3 小屋へ.ACC 夕方に 

  「朝から歩いて，彼は夕方に小屋へたどり着いた．」 

 

4.4.5.2 状況語的機能をもつ過去副分詞（DS用法） 

 副詞的過去分詞の場合には，アスペクト性・他動性いずれの面から見ても，主動詞との

組み合わせにおいて，形容詞的過去分詞の場合のような制約は受けない（先に挙げた例文 

(42)，(43)，(44)も参照されたい）． 

また，形容詞的過去分詞の場合とは異なり，副詞的過去分詞の場合には，〈状態〉述語文

においても，点的な時間を表すタイプの状況語が共起し得る．例文(59)を参照． 

 

(59) a. Jam   atskridus       trečią valandą,  

    彼が.DAT  飛来したとき.ADV.PST.PTCP  3 時に  

tėvas      buvo  oro uoste. (PP-V) 

父親は.M.SG.NOM  いた.PST.3 空港に.LOC 

「3 時に彼が飛行機で到着したとき，父親は空港にいた．」 

    b. Staiga  sutemus,   dar  buvome   miške.  (PP-V) 

    突然 暗くなったとき.ADV.PST.PTCP まだ いた.PST.1PL 森の中に.LOC 

  「突然暗くなったとき，（私たちは）まだ森の中にいた．」 

 

4.4.6 まとめ 

本節（4.4）での考察の内容は，以下のようにまとめられる： 

1) ロシア語とリトアニア語の状況語的に機能する過去分詞の相対的時間表現は，語レベル

ではなく，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し

ている． 

2) 〈PFV 動作〉，〈IPFV 動作〉，〈状態〉という 3 つの述語類型に従って考察すると，状況語

的機能をもつ過去分詞は，述語に対する相対的時間〈先行性〉―〈同時性〉を複合的か

つ連続的に表す一方，これらの構文には一定の語彙的・文法的分岐点がある． 

3) 状況語的過去分詞と主動詞の組み合わせは，アスペクト性および他動性を中心とした文
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の意味構造における諸条件によって制約されている． 

4) SS 用法の状況語的過去分詞は，〈状態〉述語文では，主動詞とともに全体としてまとまり

をもった一つの述語を構成し，〈状態性〉と〈自動性〉という意味論的な調和の原則によ

ってより厳しい制約を受ける．他方，〈PFV 動作〉述語文では，主動詞とは別のより独立

したもう一つの述語を構成し，意味論的な制約は最も緩い．〈IPFV 動作〉述語文は，両

者の中間に位置づけられる． 

5) 状況語的機能をもつリトアニア語の形容詞的な過去分詞（SS 用法）は，ロシア語の過去

副分詞（SS 用法）と比較して，述語の主動詞に対する従属性がより強く，これとの組み

合わせにより厳しい語彙的・意味論的制約がみられる． 

6) リトアニア語の過去副分詞（DS 用法）は，アスペクト性・他動性いずれの点から見ても，

主動詞との組み合わせにおいて，形容詞的過去分詞のような制約は受けない． 

  

リトアニア語の状況語的過去分詞の主動詞に対する意味論的な従属性に関する考察の結

果は，下の表 4-8 のようにまとめられる．（＋は形成可能，－は形成不可能を示す．） 

 

表 4-8. リトアニア語の状況語的過去分詞の主動詞に対する意味論的な従属性 

従属性の程度   高い（制約が厳しい）          低い（制約が緩い） 

         形容詞的過去分詞（能動態／受動態） 副詞的過去分詞（能動態） 

              (same-subject use)        (different-subject use) 

述語類型      〈状態〉〈IPFV 動作〉〈PFV 動作〉 

(a) 相対的時間   〈同時性〉      〈先行性〉 （形容詞的過去分詞と同様） 

(b) 優勢な語順    V-PP   V-PP / PP-V  PP-V         PP-V 

(c) 非限界動詞   －    －    ＋            ＋ 

(d) 能動態：  

原型的他動詞   －        (－)    ＋            ＋ 

(e) 受動態： 

非原型的他動詞   －        (－)    ＋         （受動態なし） 

 

リトアニア語の形容詞的過去分詞とロシア語の副詞的過去分詞の状況語的機能（いずれ

も SS 用法）は，2 つの言語の過去分詞の機能における明確な接点の一つであり，時間的意

味・機能において多くの点で共通している．だが，両者を比較対照してみると，前者は後

者よりも〈先行性〉という相対的時間を表す文法カテゴリーとしての成熟度・発達度の低

いように思われる．  

 

4.5  まとめ 

 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： 
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(i)  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． 

(ii) 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． 

(iii) 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． 

(iv) 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． 

(v)  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．  

 

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ことが浮き彫りになっ

た．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特性の本質的な

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バランスがずれている．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可能にしている．まさに，Maslov（1978）

が，「機能的類似は，機能の一致を伴わない形態的構造の一致よりも，対照研究にとっては

本質的に重要である」，「機能の領域，アスペクト的意味内容の領域における諸言語間の不

一致もまた，外的形態の領域における不一致よりも，アスペクト論にとってはずっと重要

で興味深い」と指摘した通りである．  

 本章の結びとして，分詞の使用の一般性に関して触れ，今後の課題を提示しておきたい．

本論文では詳細なデータをもたないので議論を差し控えてきたが，多様なタイプのテクス

トを対照してみると，分詞の使用の一般性における 2 つの言語の相違はきわめて大きいも
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のと思われる．ロシア語における分詞の使用は，他のスラヴ諸語と比較すればより一般的

なようであるが，リトアニア語における文語・口語の別を問わない分詞の使用は，これを

はるかに凌ぐものである．ロシア語で接続語・接続詞を含む従属節が用いられるコンテク

ストにおいて，リトアニア語では分詞が好んで用いられる傾向にあり，また，それ以外に

も，ロシア語の形容詞，副詞，定形動詞等にリトアニア語の分詞が対応している例がある．

例文(60)を参照． 

 

(60) Russ.  On   ljog   v    travu    i   zaplakal. 

        彼は.3M.SG.NOM 横になった.PST.M.SG ～へ  草に.ACC そして   泣き出した.PST.M.SG 

Lith.  Atsigulęs    į   žolę,    jis       apsiverkė. 

        横になって.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～へ  草に.ACC 彼は.3M.SG.NOM  泣き出した.PST.3 

  「彼は，草につっぷして，泣き出した．」 

 

分詞体系の歴史的変遷については，本論文では詳しく論じることができなかったが，この

ような語用論レベルの相違が，史的変化を通じて言語の構造にいかなる影響を及ぼすもの

か，バルト・スラヴ諸語全体を視野に入れた包括的な比較対照分析が望まれよう．  
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5. 分析的パーフェクト形の意味と機能 

 

5.1 はじめに 

本章では，第 4 章までに考察してきた，アスペクト・テンス体系における，ロシア語と

の共通点と相違点に着目しつつ，従来の研究でとくに未解決の問題として残されてきた，

リトアニア語の分析的なパーフェクト形の機能意味論的内容に関して，詳細な議論を展開

する．リトアニア語の分析的パーフェクト形は，前章までに言及してきた通り，be 動詞に

相当する存在・連辞動詞 būti「ある・いる，～である」と，能動態あるいは受動態の形容詞

的分詞の組み合わせによって形成される．この形式において，助動詞であるテンスを表す

būti は主語の人称と数に一致し，形容詞的分詞は主語の性と数に一致する．  

これが通言語的観点からみて，パーフェクトの形式であることは，現在では広く認めら

れているが，そのアスペクト的意味と機能に関する考察はいまだ十分とは言えない．本章

では，アンケート調査の結果に基づき，このリトアニア語のパーフェクト形の意味・機能

が，〈限界的／非限界的〉意味を中心とした動詞のアスペクト的特性といかに相関している

か，また，パーフェクト形と〈パーフェクト性〉の点で無標の（非パーフェクトの）単純

過去形76はどのように使い分けられ，〈パーフェクト性〉とその周辺的意味の表現において

どのような使用分布をなしているか，という問題を解明する．これらの点に関して，従来

のリトアニア語研究ではほとんど議論がなされていない．ゆえに，筆者は，リトアニアで

実施したアンケート調査結果に基づいて，リトアニア語の分析的パーフェクト形と単純テ

ンス形の容認度と使用分布の分析をおこない，実証的な問題の解決を試みる．なお，問題

が煩雑になるのを避けるため，本章では能動態に的を絞り，受動態のパーフェクト表現に

ついての詳細な議論は稿を改めておこなうことにする． 

リトアニア語の従来の研究における分析的パーフェクト形の用語法の問題点については，

すでに第 3 章でも論じているので参照されたい（3.5）．ここでは，本論文における用語法に

ついて，例を挙げながらより詳しく解説しておく．まず，本論文では，従来「複合的終了

テンス」と呼ばれてきた，存在・連辞動詞 būti と過去能動分詞を組み合わせた分析的形式

を「パーフェクト形」と呼ぶ（例文(1)）．一方，「複合的始発テンス」あるいは「複合的継

続テンス」と呼ばれてきた，存在・連辞動詞 būti と接頭辞 be-を付加した現在能動分詞を組

み合わせた形式を，「進行パーフェクト形」と呼ぶ（例文(2)）．  

 

(1)  Jis        jau   seniai      [yr-a]  paraš-ęs        laišką. 

彼は.3M.SG.NOM すでに ずっと前から be-PRS.3 書く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 手紙を.ACC 

「彼はもうずっと前から手紙を書き終えている．」 

                                                   

 
76 ここでは，「単純過去形」という用語は，būti と形容詞的過去分詞を組み合わせた分析的なパーフェクト

形式に対し，屈折的な 2 つの過去形である一般過去形と習慣過去形を包含する用語として用いている．

なお，例文は基本的に一般過去形を用いた例を挙げている． 
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(2)  Kai Aldona   paskambin-o,   jis  jau 

     ～時 アルドナが.F.SG.NOM 電話する-PST.3 彼は.3M.SG.NOM  すでに 

    buv-o  be-išein-ąs        į   darbą. 

be-PST.3 PREF-（歩いて）出る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  ～へ  仕事.ACC 

 「アルドナが電話した時，彼はすでに仕事に出かけるところだった．」 

 

意味の面からは，本論文では，〈パーフェクト〉を，ある先行する場面がひきつづき後続

する場面に何らかの結果・効力を残していることを意味し，先行する時間面と後続する時

間面の関係を表わすものと想定している．これは，Maslov (1962) と同様に〈パーフェクト〉

を広義に捉える用語法であり，下位類として〈状態パーフェクト〉（Nedjalkov (1988)らの用

語による「結果相」）と〈動作パーフェクト〉（同じく「本来的パーフェクト」）を区別する．

このような〈パーフェクト〉の広義の用語法は，リトアニア語のパーフェクト形の意味を

説明するために適している．それは，まず第一に，リトアニア語のパーフェクト形の意味

分布において，〈状態パーフェクト〉と〈動作パーフェクト〉の意味は連続的で境界線が曖

昧であり，全体として〈パーフェクト〉という上位の概念で枠づけする必要があるためで

ある．また，第二に，筆者の見るところ，少なくとも現在テンスに関して言えば，〈動作パ

ーフェクト〉の意味を表すためにはパーフェクト形よりも非パーフェクトの単純過去形の

方がより優勢的に用いられ，パーフェクト形の中心的意味は〈状態パーフェクト〉である．

したがって，〈状態パーフェクト〉の意味を「結果相」と称して「パーフェクト」と区別す

るならば，リトアニア語の当該の形式に対して「パーフェクト形」という用語を適用する

こと自体の是非が問われることになり，用語上の混乱が生じる恐れがあるためである．  

アスペクト的な側面から見ると，パーフェクトの基本的概念は，典型的には，先行する

〈PFV〉場面と後続する〈IPFV〉場面の両方を含むことを特徴とする．〈状態パーフェクト〉

は，先行する〈PFV〉場面の〈完成性〉を含意しつつもその場面の結果状態の〈持続性〉が

前面に出た場合である（例．He has been dead for two years「彼は 2 年前から死んでいる」（文

字通りに訳せば，「2 年間死んでいる」）．一方，〈動作パーフェクト〉は，後続する結果状態

の〈持続性〉を含意しつつも，先行する〈PFV〉場面の〈完成性〉が前面に出た場合である．

さらに，本論文では，〈動作パーフェクト〉の下位類として，2 つの意味を区別する．まず，

動作の結果状態の〈持続性〉を含意しつつも，その先行する限界的な動作の〈完成性〉が

前面に出た場合を，Comrie（1976）に倣って「結果のパーフェクト perfect of result」と呼ぶ

（例．He has already done his homework「彼はすでに宿題をやっている」）．また，先行する

場面が非限界的である場合，パーフェクトはその動作の〈全一性・ひとまとまり性〉と動

作の効力の〈持続性〉を表す．本論文では，これを「経験・不定のパーフェクト

experiential-indefinite perfect」と呼ぶ（例．He has lived there once「彼はかつてそこに住んだ

ことがある」）．以下，〈状態パーフェクト〉の例文(3)，〈動作パーフェクト〉としては，〈結

果のパーフェクト〉の例文(4)，および，〈経験・不定のパーフェクト〉の例文(5)を参照． 



198 

 

(3)  Jis     jau  seniai     [yr-a]  išvažiav-ęs. 

      彼は.3M.SG.NOM すでに ずっと前から be-PRS.3 （乗り物で）出る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「ヨーナスはすでにずっと前から出かけている（ここにはいない）．」 

(4)  Jis         [yr-a]  paraš-ęs    knygą jau  prieš metus. 

      彼は.3M.SG.NOM be-PRS.3 書く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 本を.ACC すでに  1 年前に 

 「ヨーナスはすでに 1 年前に本を書き終えている．」  

(5)  Jis        kažkada  [yr-a]  gyven-ęs            Kaune.  

     彼は.3M.SG.NOM かつて   be-PRS.3  住む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  カウナスに.LOC 

「彼はかつてカウナスにに住んだことがある．」 

   

〈動作パーフェクト〉のいくつかの下位類の中には，他の言語のパーフェクト形に一般

的な意味であるが，リトアニア語のパーフェクト形によっては表されない，あるいは，表

されにくいものもある．たとえば，英語のパーフェクト形に特徴的である，いわゆる「存

続する場面のパーフェクト perfect of persistent situation」の意味（例．We have lived here for ten 

years「私たちはここにすでに 10 年住んでいる」）は，基本的にリトアニア語のパーフェク

ト形によっては表されない．リトアニア語では，ロシア語を含む他の多くのヨーロッパの

諸言語と同様に，先行する場面から後続する場面に途切れなく存続する場面の意味を表す

場合に，非パーフェクトの単純テンス形を用いる．また，スペイン語などにみられる「近

過去のパーフェクト perfect of recent past」（例．La he visto esta manana「私は彼女を今朝見た」）

の意味は，リトアニア語でもある程度パーフェクト形によって表すことが可能であるが，

多くの場合，非パーフェクトの単純テンス形を用いた方が自然である． 

次に，リトアニア語の存在・連辞動詞 būti と現在能動分詞を組み合わせた，進行パーフ

ェクト形の規定について大まかに述べることにしよう．先述の通り，アカデミー文法では

この分析的形式は「始発テンス形」と呼ばれ，過去分詞をともなう分析的形式と同様に動

詞の「複合的テンス」のカテゴリーに含まれている．だが，すでに触れた通り，この形式

はパーフェクト形に比べて使用頻度が低く，過去テンスの使用がもっとも一般的であるが

現在および未来テンスはまれであるため，本論文ではリトアニア語の基本的なアスペク

ト・テンス体系には含んでいない．用語についても，「始発テンス」という呼び方は，通言

語的な観点からみて適当であるとは思われない．この形式をどのように呼ぶかについては

研究者によって見解が異なり，たとえば，Dambriūnas (1960) は，この形式の中心的な意味

は〈持続性〉であるという解釈を示し，〈始発性〉の意味によって与えられた伝統的な名称

は不適切であるとしている．また，Sližienė (1995) は，このテンスと英語の進行形の意味の

間の類似性を指摘してはいるが，「継続的 continuative テンス」という用語を採用している．

それに対して，これを〈進行性〉を表す形式であると明確に述べているのは Maslov (1984)

である．そのような事情により，筆者は過去の論文（松谷［＝櫻井］1995，櫻井 1997）に
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おいて，より広い〈IPFV〉の意味を含む「インパーフェクト」という用語を採用したので

あるが，この形式が，動的かつ具体的な過程性という進行的な意味と同時に，ある先行す

る場面が後続する場面に関連づけられているというパーフェクト的意味をもつことを重視

して，本論文では「進行パーフェクト形」と改めた77． 

リトアニア語の進行パーフェクト形は，「始発テンス」という伝統的な名称の通り，場面

の〈始発性〉を表すことが最も一般的であるが，〈始発性〉と言っても，試みに終わったこ

とを表す場合（例文(6)）と，始発したが中断したことを表す場合（例文(7)）がある．また，

まれではあるが，場面の〈持続性〉を表すこともある（例文(8)）． 

  

(6)  Jis    atsisėd-o ir     buv-o  be-praded-ąs           

      彼は.3M.SG.NOM 座る-PST.3 そして  be-PST.3  PREF-始める-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  

kalbėti, bet   ji   priėj-o    prie  svečių. 

      話す.INF だが 彼女は.3F.SG.NOM 近づく-PST.3  ～の方へ 客.GEN 

「彼は座って，話し始めようとしたが，彼女は客の方へ近づいた．」 

(7)  Jis        jau     buv-o  be-atkeli-ąs  

      彼は.3M.SG.NOM  すでに be-PST.3 PREF-開ける-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM       

atvykstantiems   vartus, bet  vėl   juos         privėr-ė. 

      到着者らに.DAT        門を.ACC だが  再び  それを.ACC 閉じる-PST.3 

「彼はすでに到着者らに門を開け始めていたが，再び閉じ直した．」 

(8) Kai  rytą  atsikel-dav-au,    

     ～とき 朝 起こす-HABIT-PST.1SG       

kieme   vaikas    bū-dav-o  be-lakst-ąs. 

中庭で.LOC 子どもは.M.SG.NOM  be-HABIT-PST.3  PREF-駆け回る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 

   「朝，私が起きたときには，子どもはもう中庭で駆け回っていたものだった．」 

 

本章は，次のように構成されている．まず，5.2 節で，リトアニア語のパーフェクト形に

関する先行研究について概説し，その問題点を指摘する．次に，5.3 節では，すでに本節で

概要を示した，〈パーフェクト性〉の概念について，テンス的・タクシス的側面を含め，よ

り詳しく論じる．本章における議論の核は，筆者がおこなったアンケート調査[2]からの経

験的データに基づき，リトアニア語のパーフェクト形の意味・機能の全容を示した，5.4 節

と 5.5 節によって構成されている．5.4 節では，パーフェクト形と，〈パーフェクト性〉に関

わる状況語の共起性を，動詞のアスペクト的意味との相関関係に着目しつつ分析する．5.5

節では，ロシア語との相違に言及しつつ，リトアニア語における，分析的なパーフェクト

                                                   

 
77 〈パーフェクト性〉と〈進行性〉の意味の組み合わせが可能である点に関して，Comrie（1976: 62）が以下のように

述べている： 

The perfect links a present state to a past situation, whether this past situation was an individual event, or a state, or a process not 

yet completed, so that there is nothing in the definition of the perfect to preclude combination with the imperfective or progressive． 
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形と非パーフェクトの単純過去形の使用分布を包括的に提示する．最後に，5.6 節で章全体

をまとめ，今後の展望を述べる． 

 

5.2 従来の研究における問題点 

 アカデミー文法とそれに従う従来の研究においては，本節で扱う存在・連辞動詞 būti と

形容詞的過去分詞を組み合わせた分析的なパーフェクト形（伝統的な用語で「複合的終了

テンス」）の意味は，「先行する動作の結果として生じた状態 a state resulting from a previous 

action」の意味であると記述されている．研究者らの解釈は，これがアスペクト的な意味と

機能をもつテンス形式であり，ロシア語等と比較して「未発達な動詞アスペクト」を補充

する役割をもつ形式であるという点で一致している．だが，アカデミー文法では，リトア

ニア語の「アスペクト」は形態論的カテゴリーではなく，意味論的・派生的カテゴリー，

すなわち，派生的アスペクトであるという解釈が提示されているものの，「PFV／IPFV」お

よび「アスペクト」という（あるいはそれに相当する）術語は，主に，接頭辞・接尾辞に

よって形成される動詞の対を指して限定的に用いられ，テンス形式はアスペクト形式とし

て扱われていない（Sližienė 1995）．このため，この分析的パーフェクト形が〈PFV〉および

〈IPFV〉意味を複合的に意味するという点や，通言語的に見てパーフェクト形に相当する

という点についてはまったく論じられていない．また，動詞のアスペクト的意味とこの分

析的パーフェクト形の意味の相関関係についてもほとんど言及されていない． 

それに対して， Geniušienė（Genjušene 1974，1990）および Geniušienė & Nedjalkov（1988）

は，類型論的観点からこの問題に取り組み，リトアニア語の分析的パーフェクト形の意味

と「動詞アスペクト」との相関性について，以下のような主張を展開している（［ ］内は

本論文筆者による）： 

 

(i)  分析的パーフェクト形は，先行する場面の動作の結果状態の意味のみならず，後続する

場面と関連性をもつ先行する場面の意味を主に表すこともある．前者は「結果相」［本

論文の用語で「状態パーフェクト」］，後者は「本来的パーフェクト」［本論文の「動作

パーフェクト」］と区別される． 

(ii) 「結果相」の意味を表すのは，PFV 動詞のパーフェクト形のみである．それに対して，

「本来的パーフェクト」の意味は，PFV 動詞および IPFV 動詞のパーフェクト形いずれ

によっても表される．「本来的パーフェクト」の意味のうち，「結果のパーフェクト」

の意味は PFV 動詞，「経験のパーフェクト」の意味は IPFV 動詞のパーフェクト形によ

って表される． 

 

アカデミー文法を始めとする従来の研究と比べて，Geniušienė らの研究がより発展的である

と思われる点は，①リトアニア語学独自の用語法を通言語的な用語法に改め，パーフェク

トの概念を導入した，②パーフェクトの意味と形式を明確に区別した，③パーフェクトの
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意味の下位類のより精密な規定をおこなった，④それらの意味と「動詞アスペクト」の間

の関連性を指摘した，といった点である．だが，本論文ですでに論じてきたように，

Geniušienė らによるリトアニア語の「動詞アスペクト」の規定は，ロシア語の動詞アスペク

トと単純に同一視するといった点で明らかに問題があり，そのために，動詞のアスペクト

的意味とパーフェクトの意味との関連性についての議論が不十分なものになっている． 

さらに，Geniušienė & Nedjalkov（1988）は，パーフェクト形によって表される意味のうち，

結果相と本来的パーフェクトのいずれの意味がどの程度に頻度が高いか，という点に関す

る調査結果を提供している．それによれば，調査した受動態のパーフェクト形（350 例）と

能動態のパーフェクト形（604 例）の場合，各テンスにおける「結果相」と「本来的パーフ

ェクト」の意味の比率は，下の表 5-1 のように示される（Geniušienė & Nedjalkov 1988: 374

－375）．なお，Geniušienė & Nedjalkov は「動作パーフェクト actional perfect」という用語は

使っていないので，表中の「結果的 resultative」意味と対比されている「動作的 actional」意

味というのは，本論文の用語「動作パーフェクト」と「単なる動作」が指す内容を合わせ

たものと考えられる． 

 

表 5-1：Frequency of resultative and actional meaning in passive and intransitive perfect forms 

 

 

 

meaning 

tense 

present past future 

passive resultative 75% 64% 15% 

actional 25% 36% 85% 

Total 100% 100% 100% 

intrans. perfect resultative 74% 40% 33% 

actional 26% 60% 67% 

Total 100% 100% 100% 

 

この量的データから，Geniušienė & Nedjalkov は，次のような結論を導き出している．すな

わち，パーフェクト形における結果相の意味の比率は，現在＞過去＞未来のように，テン

スによって異なり，現在テンスの場合に最も頻度が高い，ということである．だが，

Geniušienė & Nedjalkov は，〈パーフェクト性〉の意味の表現において，パーフェクト形と非

パーフェクトの単純テンス形がどのような割合で用いられるか、その使用分布にどのよう

な相違があるかについてはまったく言及していない．それに対して，筆者は，パーフェク

ト形が一般的にどのような意味を表すか，ということ以上に，この形式がどのような意味

を表し得るのか，また，どのような意味を表すためにパーフェクト形を用いる必要がある

のか，という点を調査することが，リトアニア語のアスペクト・テンス体系を的確に理解

するために重要であると考える． 

さて，以上に大まかに述べた，アカデミー文法の解釈を含む従来の主な解釈の問題点を
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まとめると，次のようになろう： 

 

①リトアニア語の動詞のアスペクト的特性についての規定に問題がある． 

②分析的パーフェクト形の意味と動詞のアスペクト的意味の間の相関性についての議論が

不十分である． 

③分析的パーフェクト形と単純テンスの諸形式の使い分けについての言及がない． 

 

分析的パーフェクト形の意味・機能に関わる現象を広く観察すれば，これらの問題点が，

実際にテクスト分析を十分に行っていないことに由来することは明らかである． 

まず，第 1 の問題については，第 3 章までに詳しく論じたように，リトアニア語とロシ

ア語の「動詞アスペクト」を同一視するやり方には明らかに問題がある．本論文では，す

でに述べた通り，リトアニア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 動詞の対とはかなり異なるものである．ロシア語ほど動詞アスペクトが

発達していないために，リトアニア語では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．  

次に，第 2 の問題については，筆者は，Maslov（1962，1984）と同様に〈パーフェクト

性〉を広義に捉え，リトアニア語のパーフェクト形のもつアスペクト的意味として，1)〈単

なる状態〉，2)〈状態パーフェクト〉，3)〈動作パーフェクト〉（〈結果のパーフェクト〉およ

び〈経験・不定のパーフェクト〉），4) 〈単なる動作〉を区別する．〈単なる状態〉は一次的

に〈IPFV〉であるが，〈状態パーフェクト〉は先行する〈PFV〉動作の結果としての〈IPFV〉

状態を意味する．また，〈動作パーフェクト〉は結果や効力の〈IPFV〉状態を含意する〈PFV〉

動作を表し，〈単なる動作〉は専ら〈PFV〉意味のみを表すものとする．全体としては，こ

れらの意味は，〈状態性〉から〈動作性〉へと連続体をなしている．パーフェクト形のこれ

らの意味は，Geniušienė らが想定したように「動詞アスペクト」すなわち「PFV／IPFV 動

詞」の区別に関わるのではなく，動詞の〈限界性〉と相関するものであるというのが筆者

の主張である．（この点については 5.3 節と 5.4 節で詳しく論じる．） 

第 1，第 2 の問題と密接に関わる，第 3 の問題の解決，つまり，非パーフェクトの単純テ

ンス形との使い分けを明らかにするということは，本章の主要な目的である．この点に関し

て，Musteikis (Mustejkis 1978)や Geniušienė (Genjušene 1989)は，次のような解釈を提示して

いる．すなわち，「PFV 動詞」が対応する「IPFV 動詞」との対をなさない場合，あるいは，

動詞が「双アスペクト動詞」である場合， PFV 動詞の「結果相」を意味するパーフェクト

形は，リトアニア語における IPFV 動詞の欠如を補う機能をもっているということである．

たとえば，Mustejkis (1978)においては，ロシア語では，過去において完了・完結した動作の

結果状態が，〈発話時点〉においてはすでに打ち消されていることを示すために，IPFV 動詞

が用いられるのに対して，リトアニア語では，対応する IPFV 動詞がない代わりに一般過去
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／習慣過去パーフェクト形を用いると説明されている．例文(9)を参照78． 

 

(9) Russ.  On   prixodi-l. 

彼は.3M.SG.NOM （往復・反復して）来る-PST.M.SG 

Lith.  Jis   buv-o  atėj-ęs. 

      彼は.3M.SG.NOM be-PST.3 来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「彼は来ていた（が，今はもういない）．」 

 

同様に，Genjušene (1989)では，リトアニア語では IPFV 動詞の不足を補うためにパーフェク

ト形が用いられる例として，次の例文(10)が挙げられ，ロシア語には，「抱きしめる」とい

う意味を表す動詞にPFV動詞 obnjat’と IPFV動詞 obnimat’というアスペクト的な対があるが，

リトアニア語にはそのような対が存在せず，「PFV 動詞」である apkabinti しかないため， 

apkabintiのパーフェクト形が IPFV動詞の代わりに〈IPFV〉な動作を表す機能をもっている，

という説明がなされている．例文(10)を参照． 

 

(10) Russ.  On   obnima-et   ejo. 

彼は.3M.SG.NOM 抱きしめている-PRS.3SG 彼女を.ACC 

Lith.  Jis   [yr-a]  apkabin-ęs    ją. 

       彼は.3M.SG.NOM be-PRS.3 抱きしめる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  彼女を.ACC 

  「彼は彼女を抱きしめている．」 

 

また，Dambriūnas（1960）は，存在・連辞動詞 būti と接頭辞 be-を添えた現在能動分詞の組

み合せによって形成される形式（本論文の用語で「進行パーフェクト形」）もまた，リトア

ニア語における IPFV 動詞の欠如を補う役割を果たしているとしている．つまり，「PFV 動

詞」あるいは「双アスペクト動詞」が対応する「IPFV 動詞」をもたない場合，この分析的

形式がその代わりに用いられるというのが Dambriūnas の主張である．たとえば，動詞 išeiti

「出る，出かける」は，伝統的に「双アスペクト」と呼ばれる動詞であり，現在テンスで

は〈IPFV〉であるが，過去テンスでは基本的に〈PFV〉意味を表す．そのため，この動詞

を用いて，過去における〈持続的〉動作を表すという．例文(11)を参照． 

 

 

 

 

                                                   

 
78 例文(9)は Mustejkis（1978），(10)は Genjušene（1989），(11)は Dambriūnas（1960）からの引用である．た

だし，本論文筆者により，グロス，訳文，および，表記法等に若干の修正が加えられている． 
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(11)  Kaimynas   buv-o  be-išein-ąs     namo,  

      隣人は.M.SG.NOM be-PST.3 PREF-去る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 家へ    

bet dar  valandėlei susilaik-ė  prie   durų. 

だが まだ 小一時間  とどまる-PST.3  ～のところに ドア.GEN 

   「隣人はすでに家へ帰ろうとしていたが，まだ小一時間，玄関にとどまっていた．」 

 

以上のような考え方は，一般に広く受け入れられている．だが，それは，パーフェクト形

の機能の一部に注目したものであり，十分とは言えない．第 1 に，パーフェクト形は単純

な（非パーフェクト的な）IPFV 動作を表すことはできない．第 2 に，リトアニア語では，

多くの場合，同一の動詞がパーフェクト形と非パーフェクトの単純テンス形のいずれによ

っても〈パーフェクト性〉を表わし得る．上の説明によって，そのような場合の 2 つの過

去形の間の相違を説明することはできない．例文(12)を参照． 

 

(12)  Jis      kadaise  {dirb-o / [yr-a]  dirb-ęs} 

彼は.3M.SG.NOM かつて   働く-PST.3 / be-PRS.3 働く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

Helsinkyje. 

ヘルシンキで.LOC 

「彼はかつてヘルシンキで働いたことがある．」 

 

また，進行パーフェクト形については，①使用頻度が低く，過去テンス以外はまれにしか

用いられないこと，②相対的な〈先行性〉の意味をともなわずに用いられることはないこ

とを考慮に入れる必要があるだろう．たとえば，次の(11’)のように，過去における〈IPFV〉

な場面が単に同時的に起こることを表す場合，進行パーフェクト形は用いられない． 

 

(11’) ??Kaimynas   buv-o  be-išein-ąs     namo,  

      隣人は.M.SG.NOM be-PST.3 PREF-去る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM 家へ    

o jo sūnus   buv-o  be-praded-ąs           kalbėti 

      一方 彼の 息子は.M.SG.NOM be-PST.3  PREF-始める-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM  話す.INF  

su manimi. 

      ～と 私.INS 

   「隣人はすでに家へ帰ろうとしており，彼の息子は私と話し始めようとしていた．」 

 

筆者は，分析的パーフェクト形が，動詞を単純にアスペクト的に「PFV 化」あるいは「IPFV

化」する機能をもつとは考えず，アスペクト・テンス・タクシスの 3 つの面で複合的な意

味構造をもつ〈パーフェクト性〉の形式であると見なすことによって，以上に述べたよう

な従来の解釈の問題を解決できると考える．この点を説明するために，筆者は，〈パーフェ
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クト性〉の基本的な 2 つのレベル，すなわち，先行する過去の場面における〈PFV〉意味の

レベルと，後続する現在の場面における〈IPFV〉意味のレベルを区別する．その上で，両

方のレベルを内包する複合的な意味構造としてパーフェクト形の意味内容を理解するなら

ば，分析的パーフェクト形と単純テンスの諸形式の使用分布の相違をより適切に理解する

ことができる． 

分析的パーフェクト形の表す先行する場面のアスペクトは常に〈PFV〉であるのに対して，

後続する場面のアスペクトは〈IPFV〉である．たとえば，上の例(10)では，分析的パーフェ

クト形は，先行する場面の「彼の父親は死んだ」という〈PFV〉の出来事を含意しつつも，

後続する場面における「彼の父親は死んでいる」という〈IPFV〉の結果状態の残存を前面

に出す〈状態パーフェクト〉を表現している．例文(13)を参照． 

 

(13) a. Jis           gyven-a   su  motina, 

彼は.3M.SG.NOM 暮らす-PRS.3 ～とともに 母親.INS 

jo   tėvas   jau  seniai        [yr-a]  mir-ęs. 

彼の 父親は.M.SG.NOM すでに ずっと前から be-PRS.3 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

O  neseniai  mir-ė   senelis. 

一方 最近 死ぬ-PST.3  祖父が.M.SG.NOM 

「彼は母親と一緒に暮らしており，彼の父親はすでにずっと前に死んでいる．それが，

最近，祖父が死んだ．」 

b. Kai   jis          pagaliau   grįž-o      į   Vilnių, 

～時   彼が.3SG.SG.NOM  ついに    帰る-PST.3  ～へ ヴィリニュス.ACC 

     jo  tėvas     jau  buv-o  mir-ęs. 

     彼の 父親は.M.SG.NOM すでに  be-PST.3 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「彼がついにヴィリニュスに帰った時，彼の父親はすでに死んでいた．」 

 

リトアニア語では，このタイプの用法は分析的パーフェクト形に特徴的である．一方，単

純テンス形は，パーフェクト形に比べれば，〈状態パーフェクト〉の意味を表すことはまれ

であり，派生的意味として〈動作パーフェクト〉を表すにとどまる．筆者は，結論として，

この点が，リトアニア語の分析的パーフェクト形と単純テンス形の主な機能的相違である

と考える．（5.5 節ではこの問題を詳細に検討する．） 

 

5.3 〈パーフェクト性〉の特性 

 

5.3.1 〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉の相違 

 〈パーフェクト性〉の特性を明らかにするために，まず，それが〈PFV 性〉とどのよう

に異なるかについて論じておく必要があるだろう．日本語の用語法でも，英語などのパー
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フェクト形を指して用いる「完了」という用語が，一方では，ロシア語などの PFV 動詞を

指して用いられることもあるように，〈パーフェクト〉と〈PFV〉の概念は，アスペクト・

テンスの研究史上，しばしば混同されてきた． 

本論文でこれまでにも言及してきた〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉の基本的な相違点

を挙げると，以下の(14)のようになるであろう： 

 

(14) 〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉の相違点 

 〈パーフェクト性〉 〈PFV 性〉 

アスペクト的要素： 

タクシス的要素： 

テンス的要素： 

〈PFV＋IPFV〉 

〈先行性＋同時性〉 

〈場面時点＋設定時点〉 

〈PFV〉 

〈順次性〉 

〈場面時点〉 

 

〈PFV 性〉が，アスペクト・タクシス・テンスのいずれの側面から見ても単純な意味を表

すのに対して，〈パーフェクト性〉は，先行する場面におけるある動作が後続する場面に何

らかの結果・効力を残していることを意味し，アスペクト的には〈PFV＋IPFV〉という複

合的意味を含んでいる．また，〈パーフェクト性〉のこれらのアスペクト的要素は，〈先行

性＋同時性〉という複合的なタクシス的要素に結びついている．さらに，テンス的には，〈発

話時点〉に対する〈場面時点＋設定時点〉の両方の関係を表すことが分析的パーフェクト

形の特徴である．したがって，〈現在パーフェクト〉は〈過去＋現在〉，過去パーフェクト

は〈先行する過去＋後続する過去〉，未来パーフェクトは〈先行する未来＋後続する未来〉

という 2 つの時点の関連性を複合的に表す．このように，アスペクト・タクシス・テンス

という 3 つの側面において複合的要素を含んでいる点で，〈パーフェクト性〉は〈PFV 性〉

とは明確に区別される． 

さて，〈パーフェクト〉のカテゴリーは，インド・ヨーロッパ語族の諸言語においてしば

しば文法化している．それは，ラテン語のように形態論的（総合的）形式によって表され

る場合もあれば，リトアニア語や英語のように統語論的（分析的）形式によって表される

場合もあり，伝統的にはアスペクトよりもむしろテンスの形式として扱われていることが

多い．注意すべき点は，①どのような方法で表現するにせよ，そのパーフェクト形が常に

〈パーフェクト性〉の意味を表すとは限らず，また，非パーフェクト形も往々にして〈パ

ーフェクト性〉の意味を表すこと，②パーフェクトは様々な言語に共通して見られる文法

カテゴリーであるが，その意味内容はそれぞれの言語に特殊的・個別的であると同時に，

通時的にはしばしば大きく変化するということである． 

歴史的観点から見ると，パーフェクト形はしばしばその〈パーフェクト性〉の意味を失

い，〈PFV〉の意味をもつ単なる過去形に変化する．たとえば，よく知られるように，現代

フランス語やイタリア語といったロマンス諸語のパーフェクト形（いわゆる複合過去形）

は，概して非パーフェクトの単純過去形の領域を奪い，単なる過去形として機能するよう
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になっている．同様に，現代ロシア語で一般的な過去を表す形式も，同様に，もともとは

分析的なパーフェクト形であったことが知られている． 

このパーフェクト形の意味内容の変遷については，Maslov（1984）が多様な言語の資料

をもとにきわめて精密な分析をおこない，次の(15)のような発展の線を想定している． 

 

(15) 状態の表示 → 状態パーフェクト → 動作パーフェクト → 非パーフェクト的過去 

 

すなわち，〈状態パーフェクト〉は〈単なる状態〉を表す形式から生じ，その後，〈状態〉

よりも〈動作〉を表す局面を強調する〈動作パーフェクト〉に変化する．その後，〈動作パ

ーフェクト〉がパーフェクト的特徴を失い，非パーフェクト的な〈単なる動作〉を表す過

去テンスへと移行すると考えられる．Maslov によれば，(15)のようなパーフェクトの発展の

線は，一種の頻発的なもので，様々な言語に観察されるという．また，Bybee, Perkins & 

Pagliuca（1994）は，Maslov（1984）の仮説を発展させた形で，アスペクト・テンス・モダ

リティーの相関した，以下のような通言語的な文法化の経路を仮定している： 

 

(16) be/have → resultative → anterior (perfect) → perfective/simple past 

            ↘ inference from result → indirect evidence 

 

リトアニア語のパーフェクト形の意味内容は，原則として，上の(15)や(16)に示されたパ

ーフェクトの発展の線全体を包含している．一方，ロシア語では，一般的なテンス形（上

述の通り，パーフェクト形に由来する）が，一番左側の〈単なる状態〉の意味を除く他の

すべての意味を表す．リトアニア語とロシア語の対応については，基本的に，リトアニア

語の現在および過去パーフェクト形にはロシア語の一般的な過去形が対応し，リトアニア

語の未来パーフェクト形にはロシア語の一般的な未来形が対応する．以下，例文(17)は〈単

なる状態〉，(18)は〈状態パーフェクト〉，(19)は〈動作パーフェクト〉，(20)は〈単なる動作〉

を表す，リトアニア語の現在パーフェクト形とロシア語の対応例である． 

 

(17) Russ.  On         žena-t. 

          彼は.3M.SG.NOM  結婚している-ADJ.M.SG.NOM 

Lith. Jis     [yr-a]  ved-ęs. 

          彼は.3M.SG.NOM  be-PRS.3 結婚する-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

    「彼は結婚している（既婚者だ）．」（〈単なる状態〉） 

(18) Russ. On          davno      uexa-l. 

           彼は.3M.SG.NOM   ずっと前から 去る-PST.M.SG 
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Lith. Jis        seniai     [yr-a]  išvažiav-ęs. 

           彼は.3M.SG.NOM ずっと前から be-PRS.3 去る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「彼はずっと前から去っている（ここにはいない）．」（〈状態パーフェクト〉） 

(19) Russ. On       uexa-l  god nazad. 

           彼は.3M.SG.NOM   去る-PST.M.SG 1 年前に 

Lith. Jis         [yr-a]  išvažiav-ęs     prieš metus. 

           彼は.3M.SG.NOM    be-PRS.3 去る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 1 年前に 

   「彼は 1 年前に去っている．」（〈動作パーフェクト〉） 

(20) Russ. Kakoj   dom   on    kupi-l! 

     何という  家を.ACC 彼は.3M.SG.NOM 買う-PST.M.SG 

Lith.  Kokį   namą jis     [yr-a]  nusipirk-ęs! 

     何という  家を.ACC 彼は.3M.SG.NOM be-PRS.3 買う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

 「何という家を彼は買ったことか！」（〈単なる動作〉） 

 

ただし，リトアニア語の場合，パーフェクト形の非パーフェクト的過去としての用法は非

常に制約的であり，〈状態性〉よりも〈動作性〉を前面に出して表す場合には非パーフェク

トの単純過去形の方が明らかに優勢である．したがって，リトアニア語に関して言えば，

パーフェクト形は，〈パーフェクト性〉の意味を表す特別な形式から，単なる過去の形式へ

と移行する段階には達していない．この点において，リトアニア語は，本来はパーフェク

ト形であった形式が非パーフェクトの過去形に変化した（あるいは変化しつつある）スラ

ヴ諸語やロマンス諸語とは事情が大きく異なっている．また，リトアニア語では，〈パーフ

ェクト〉を表す特別な形式であるパーフェクト形と並んで，非パーフェクトの単純テンス

形式もまた，〈パーフェクト〉を派生的意味として表し得ることが，問題をより複雑にして

いる．このようなことから，リトアニア語のアスペクト・テンス体系を論じる上で，〈パー

フェクト〉と〈PFV〉の意味を明確に区別立てすること，さらには，〈パーフェクト〉の意

味についても，〈状態パーフェクト〉と〈動作パーフェクト〉の区別を厳密におこなうこと

は，必要不可欠であると筆者は考える．そのような手続きなくして，リトアニア語のパー

フェクト形と非パーフェクトの単純テンス形式の使用分布を理解することは不可能である

からである．  

 だが，実際には，一般的に言って，ある形式のもつ意味が〈パーフェクト〉であるか，

それとも〈PFV〉であるかを判断するのは，それほど単純なことではない．スラヴ諸語やロ

マンス諸語で分析的なパーフェクト形が単純過去形に取って代わり，〈パーフェクト〉のみ

ならず非パーフェクトの〈PFV〉意味を表す一般的な過去形に変化したことからも分かるよ

うに，2 つの意味は連続的である．そこで，本論文では，主に，共起する状況語とテクスト

におけるタクシス的関係に着目して，〈パーフェクト〉と〈PFV〉の区別をおこなうことに

する． 
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まず，〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉に関わるアスペクト的状況語79として，ここでは，

以下の(21)のようなタイプを挙げる（cf. Genjušene [=Geniušienė] 1990）．a.から e.へと連続的

につながるこれらの状況語の意味の連続体は，〈単なる状態〉における〈IPFV〉意味から，

〈状態パーフェクト〉，〈動作パーフェクト〉，さらには，非パーフェクト の〈単なる動作〉

の意味へと変化していく過程に重なる． 

 

(21)〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉に関わるアスペクト的状況語 

a.  非限界的な持続性：vis「ずっと」，visą laiką「ずっと」，nuolat「常に」 

b. 片側限界的な持続性：jau metus「すでに 1 年間」，seniai「ずっと前から」，nuo sausio「1

月から」 

c. 点的な時間 

限定的時間：pirmą valandą「1 時に」，po valandos「1 時間後に」，  

不定的時間：kažkada「かつて，いつか」，kadaise「かつて，昔」，kartą「あるとき」 

d.  突発性：netikėtai「突然，不意に」，staiga「急に」，ką tik「たった今」 

 

d.の突発性を表す状況語は，〈PFV〉意味と結びつくが，〈パーフェクト〉の意味とは結びつ

かない．なぜなら，〈パーフェクト〉は，先行して起こった出来事が後続する場面に明らか

な結びつきをもつことを意味するからである．よって，テクスト中の他の場面から論理的

に関連をもたないような，意外性をともなう突発的な出来事は，ふつう非パーフェクトの

〈PFV〉場面である．その他の状況語は〈パーフェクト〉に関連づけられるが，先行する出

来事を前面に出して表現する〈動作パーフェクト〉の場合，点的な時間を表す状況語との

結びつきによって動作性が強調されるが，持続性を表す状況語とは結びつかない．一方，〈状

態パーフェクト〉の場合は，持続を表す状況語によって，先行する出来事の結果としての

状態の意味が明確化される． 

さらに，時間的位置づけ temporal localization に関わる状況語もまた，〈パーフェクト性〉

と〈PFV 性〉の意味を際立たせるために重要である．一般的に言って，たとえば，「すでに

1 年間」，「1 年前に」といった，〈設定時間〉に関係づけられた相対的な時間を表す状況語

は，〈パーフェクト性〉の意味とより自然に結びつく．一方，そのような〈発話時点〉と〈場

面時点〉以外の時点への関連づけがない，「9 月に」，「1997 年に」といった状況語は，特殊

なコンテクストがない限り，〈パーフェクト性〉とは結びつきにくいと考えられる．なお，

不定的時間を表す「かつて」，「いつ（だ）か」，「昔」といった状況語は，とくに〈経験・

不定のパーフェクト〉に特徴的である． 

 

                                                   

 
79 アスペクト的な区別に関わる状況語の間の意味における違いは，モダリティ的な意味の違いもともなっ

ていることが多い．たとえば，(21)に挙げた状況語の中で，c.点的な時間の状況語と d.突発性の状況語の

間の違いは，モダリティ的なものである． 
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5.3.2 〈パーフェクト性〉のアスペクト的側面 

さらに，ここで，Maslov（1978）による局面性の概念を導入し，局面的限定性という観点

から〈パーフェクト性〉のアスペクト的側面を特徴づけてみよう．Maslov によれば，場面

の時間的な局面性は，〈限界性〉と並んで重要なアスペクトの質的な特徴である．「局面 phase」

とは，場面の経過から，ある任意の時点で切り取って抽出される場面である．また，「局面

的限定」とは，場面の部分をなすある局面を選択し取りたてることである．  

Maslov（1978）によれば，場面の始まりから終わりまでの経過において認められる段階は，

状態と動作では大きく異なる．状態は静的な場面であって，変化性を含まず，開始点と終

結点の部分以外はどこを取りたてても同じである．また，非限界動詞が表す持続的な動作

も，動的ではあるが均質連続的な場面であって，経過において変化はない．それに対し，

限界動詞が表す変化的な動作ならば，経過の各段階において質的に変化するため，どの部

分を取りたてるかによって性質がまったく異なる．よって，局面的限定によって意味が大

きく影響されるのは，限界動詞である． 

パーフェクトの形式は，動詞が表わす場面の経過のうち終わりの局面を限定し，〈限界性〉

と結びつくと，限界への到達や限界の達成・克服という意味を表す．パーフェクトのこの

局面的限定を〈限界づけ〉と言い換えることができる．限界動詞がパーフェクトの形式を

とるとき，取りたてられるのは場面の終結点付近か終結点以後の段階の局面である．この

パーフェクトの形式において〈限界づけ〉られた動作は，限界に完全に到達するか，ある

いは限界を達成・克服して新たな状態に転じる． 

それに対して，諸言語に広く観察されるいわゆるインパーフェクト（未完了）の形式は，

Maslov（1978）が指摘しているように，動詞が表わす場面の経過から，開始点も終結点も

含まない，中間の局面を抽出する．この中間の局面の限定は，始めと終わりの限界を除い

た限界間的な部分を取りたてる〈限界間づけ〉である．この局面限定は，リトアニア語の

存在・連辞動詞 būti と接頭辞 be-をともなった現在能動分詞を組み合わせた，進行パーフェ

クト形にも共通してみられる．すなわち，動詞の〈限界性〉との組み合わせにおいて，進

行パーフェクト形は，限界への未到達性や限界の未達成という意味を生じる．限界動詞か

ら形成された進行パーフェクト形は，〈限界間づけ〉られた限界的場面が，何らかの理由で

限界に到達することなく中断されたことを表す．始発の段階で中止され，限界に向けて進

行しながらも実現せずに終わるのである80． 

以上のように，リトアニア語では多くの場合，分析的テンス形式の意味は，パーフェクト

                                                   

 
80 限界への未到達の有標の表現として，Maslov (1978)はラテン語などの諸言語における「試みの（不成功

の）インパーフェクト」を挙げている．たとえば，ラテン語のインパーフェクトは，限界動詞の場合，

実現しなかった意図，試み，開始などの意味をもつ．リトアニア語の進行パーフェクト形と限界動詞の

組み合わせは，これに類似したタイプであると筆者は考える．これは，後続する場面にひき続いて展開

しようとする動作を表わすという点で，フランス語の aller＋不定詞，英語の to be going to＋不定詞とい

った構文に認められる見とおし的な（もしくは前望的な）prospective 意味とも共通性があるが，何らかの

理由により限界に到達しないことを含意する点では異なっている． 
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および進行パーフェクトの局面的限定の機能が，動詞の〈限界性〉と結びつくことによっ

て決まる．その関係は，次の(22)のようにまとめられる： 

 

(22) 分析テンス形式の意味における局面的限定と動詞の〈限界性〉の関係 

1) パーフェクト形の〈限界づけ〉＋動詞（句）の〈限界性〉→ 限界への到達／限界の達成・

克服 

2) 進行パーフェクト形の〈限界間づけ〉＋ 動詞（句）の〈限界性〉→ 限界への未到達／

限界の未達成・未克服 

 

このような分析的テンス形式による局面的限定の機能を図式化すれば，以下の図 5-1 のよう

になるであろう： 

 

図 5-1. パーフェクトの局面的限定の図式 

（A：場面の進行，B：限界，C：結果状態） 

 

1) パーフェクト形の〈限界づけ〉 

            時間軸 

A    B   C 

     

        〈限界づけ〉 

 

「彼は死んでいた．」 

 

2) 進行パーフェクト形の〈限界間づけ〉 

            時間軸 

A    B   C 

         （      ） 

〈限界間づけ〉 

 

「彼は死にそうだった（死にかけていた）．」 

 

以上のように，リトアニア語では，分析的なパーフェクト形が，〈限界性〉の意味を拡大・

発展させることで，単純テンスの表現を補っている．というのも，一般的にリトアニア語

の限界動詞は，ロシア語の PFV 動詞におけるような明確な〈完了性・完成性〉の意味をも

たず，動作が限界を達成する，または克服するという段階を表わすまでに発展していない．

ゆえにリトアニア語では，〈限界性〉の特に高い動詞を除けば，限界への到達の意味は過去

テンスでなければ得られないのであり，さらに，それに続く状態変化を確実に示すには，
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分析的なパーフェクト形を用いる必要がある．また，進行パーフェクト形は現在・未来テ

ンスよりも過去テンスにおいて用いられるが，それは，リトアニア語では，限界動詞の場

合，非パーフェクトの単純過去形によって，過去における進行的意味を表すことができな

いためであると考えられる． 

 

5.3.3 〈パーフェクト性〉のタクシス的側面 

本節では，以上に述べたアスペクト的側面との関連から，さらに〈パーフェクト性〉の

タクシス的側面について述べたい．すでに第 4 章までに詳しく論じたように，アスペクト

の最も重要な機能は，テクストにおいて，タクシス（すなわち複数の場面間の時間順的関

係）を表し分けることである．〈PFV 性〉は通常〈順次性 sequence〉（継起性）のタクシス

に結びついており，一方，〈IPFV 性〉は〈同時性〉のタクシスに結びついている．〈パーフ

ェクト性〉のタクシス的側面は，アスペクトの複合性と関連して複合的構造をもつことが

本質的に重要である． 

まず，パーフェクト形は，〈状態パーフェクト〉を表す場合は，先行する限界的な動作の

〈完成性〉を含意しつつ，その後に続く結果状態の〈持続性〉を強調することから，タク

シス的にも複合的な（〈先行性〉＋）〈同時性〉を表す機能をもつ（例．「私は昨年リトアニ

アに戻った．彼はすでに死んでいた」）．一方，〈動作パーフェクト〉は，〈結果のパーフェ

クト〉と〈経験・不定のパーフェクト〉に分類される．〈結果のパーフェクト〉は先行する

動作の〈完成性〉を主に表すと同時に，その動作の結果の〈持続性〉を含意する（例．「私

は昨年ヨーナスと知り合った．彼は一昨年すでに大学を終えていた」）．また，〈経験・不定

のパーフェクト〉は，先行する場面の〈全一性〉を表すと同時に，その動作の効力の〈持

続性〉を含意する（例．「私は昨年ヨーナスと知り合った．彼はすでに私の本を読んでいた」）．

いずれの場合も，〈動作パーフェクト〉は，タクシス的には〈先行性〉（＋〈同時性〉）を表

す機能をもつ． 

一方，進行パーフェクト形は，具体的な開始点は示さないが，常に他の場面に先立って

始発しているか，あるいは試みられている動作を表わすもので，やはり〈先行性〉のタク

シス的意味を前提にしている．限界動詞の場合は，先行して開始されたが，中止されたか

試みのまま終わったことを意味する．典型的にはその動作が不成功・未完成に終わる原因

となった出来事の生起とともに中断されるため，その場面に対して主に〈先行性〉を示し

ている．よって，タクシス的要素は複合的な〈先行性〉（＋〈同時性〉）である（例．「私は

8 時にヨーナスの家に着いた．彼はすでに出かけようとしていたところだった」）．非限界動

詞の場合は，先行して開始されたことを含意すると同時に，その後の他の場面と重なった

〈持続性〉を表すため，タクシス的要素は（〈先行性〉＋）〈同時性〉である（例．「私は 8

時にヨーナスの部屋に入った．彼はすでに眠っていた」）． 

リトアニア語の分析的テンス形式におけるこのような〈パーフェクト性〉の複合的意味

構造を，他の出来事との相関関係を示しつつ図式化すると，以下の図 5-2 のようになろう： 



213 

図 5-2.〈パーフェクト性〉の複合的意味構造の図式 

 

1) 〈状態パーフェクト〉 

            時間軸 

    （ ）      b 

     a 

（〈先行性〉＋）〈同時性〉 

「(a) 私は昨年リトアニアに戻った．(b) 彼はすでに死んでいた．」 

 

2) 〈動作パーフェクト〉①：〈結果〉 

            時間軸 

      （          ）b 

       a 

〈先行性〉（＋〈同時性〉） 

「(a) 私は昨年ヨーナスと知り合った．(b) 彼は一昨年すでに大学を終えていた．」 

 

3) 〈動作パーフェクト〉②：〈経験・不定〉 

            時間軸 

（                 ）b 

       a 

〈先行性〉（＋〈同時性〉） 

「(a) 私は昨年ヨーナスと知り合った．(b) 彼はすでに私の本を読んでいた．」 

 

4) 〈進行パーフェクト〉①：〈試み〉 

            時間軸 

        （  ）b 

     a 

〈先行性〉（＋〈同時性〉） 

「(a) 私は 8 時にヨーナスの家に着いた．(b) 彼はすでに出かけようとしていたところ

だった．」 

 

5) 〈進行パーフェクト〉②：〈持続〉 

            時間軸 

             b 

     a 

（〈先行性〉＋）〈同時性〉 

「(a) 私は 8 時にヨーナスの部屋に入った．(b) 彼はすでに眠っていた．」 
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5.3.4 〈パーフェクト性〉のテンス的側面 

 以上に述べたように，リトアニア語のパーフェクト形は，アスペクト的要素，および，

それと関連するタクシス的要素いずれの側面から見ても，複合的構造をもつものである．

テンス的要素の面では，様々な諸言語のパーフェクト形と同様に，リトアニア語のパーフ

ェクト形もまた，〈出来事時間＋設定時間〉という関係を表す．このようなテンス的要素に

基づいて，パーフェクトはしばしば「相対的テンス」とも呼ばれる．本節では，とくにこ

の点について検討し，リトアニア語のパーフェクト形のテンス的側面からの特徴づけをお

こなう． 

すでに序論（0.3.6）で述べたように，〈発話時点〉との前後関係によって意味が決定され

る，現在・過去・未来のテンスが一般的に「絶対的テンス」と呼ばれるのに対して，〈発話

時点〉が絶対的な基準点ではないものを指して，「相対的テンス」という用語が用いられる． 

Comrie（1985）によって導入された「本来的－相対的テンス」と「絶対的－相対的テンス」

の区別によれば，「本来的－相対的テンス」である分詞形のテンスの意味に対して，分析的

パーフェクト形の意味は「絶対的－相対的テンス」に相当するであろう．この「絶対的－

相対的テンス」という用語は，〈発話時点〉以外の基準時点，すなわち，〈設定時点〉によ

って決定される相対的な意味と同時に，それ自身で意味が決まる絶対的テンスとしての意

味ももっている，分析的形式のテンスの意味を指して用いられる．典型的には，インド・

ヨーロッパ語族の諸現代語において，存在・連辞動詞あるいは所有動詞と過去分詞（ある

いは完了分詞）を組み合わせて形成される分析的テンス形式がこれに相当する． 

 リトアニア語では，第 4 章で考察したように，状況語的分詞の時間的意味および機能は，

主動詞との関係によって決定される．これは，「本来的－相対的テンス」に相当すると言っ

てよいが，第 4 章（4.4）で筆者が指摘した通り，リトアニア語の状況語的分詞は，実際に

は，テンスのみならずアスペクト的にも相対的な内容をもつ．たとえば，状況語的に機能

する過去分詞は，多くの場合，主動詞が〈PFV 動作〉述語を構成する場合は〈PFV〉意味を

もち，述語によって表示された時点に対する〈先行性〉を表す．一方，〈IPFV 動作〉あるい

は〈状態〉述語の場合は状況語的過去分詞も〈IPFV〉意味をもち，述語の時点に対する〈同

時性〉を表すのを基本とする．すなわち，状況語的分詞は，テンスのみならず，アスペク

ト・タクシスの点から見ても「本来的に相対的」なものと言った方が適切である．  

他方，「絶対的－相対的テンス」の場合，一般的には，存在・連辞動詞あるいは所有動詞

が，ある〈設定時点〉の〈発話時点〉に対する直示的な前後関係，すなわち，絶対的テン

スを表す．一方，分詞はその〈設定時点〉に対する〈場面時点〉の〈先行性〉を表す機能

をもつ．リトアニア語では，存在・連辞動詞 būti と過去分詞を組み合わせた分析的パーフ

ェクト形が，このタイプに相当するように思われるであろう．実際，リトアニア語の分析

的パーフェクト形のテンスに関して，アカデミー文法では，次の(23)のように記述されてい

る（LG: 242）： 
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(23) The meaning of the compound [analytic] tenses is always relative, […] since it is related to the 

meaning of the respective simple tenses. Compound perfect tenses [analytic perfect forms] 

indicate anteriority with respect to the time denoted by a simple tense form. 

 

上の規定によれば，リトアニア語の分析的パーフェクト形は，非パーフェクトの単純テン

スに対して相対的な時間を表す，いわゆる相対的テンスとして機能している．アカデミー

文法で挙げられている例として，例文(24)を参照されたい81．従属節において主動詞の単純

テンス形に対する相対的な〈先行性〉を表す場合，リトアニア語ではパーフェクト形が用

いられる．この例を見る限り，英語などのパーフェクト形の用法と同様であるように思わ

れる． 

 

(24) a. Jis          valg-o   tai, ką 

彼は.3M.SG.NOM 食べる-PRS.3  ものを.ACC 

[yr-a]  atsineš-ęs     iš  namų. 

        be-PRS.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べている．」 

（He eats what he has brought from home） 

b. Jis         valg-ė      tai, ką 

        彼は.3M.SG.NOM  食べる-PST.3    ものを.ACC 

      buv-o  atsineš-ęs       iš  namų. 

be-PST.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べていた．」 

（He ate what he had brought from home） 

c. Jis         valgy-s      tai, ką 

        彼は.3M.SG.NOM  食べる-FUT.3    ものを.ACC 

bu-s  atsineš-ęs       iš  namų. 

be-FUT.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べるだろう．」 

（He will eat what he will have brought from home） 

 

だが，実際には，リトアニア語では，例文(24)のような場合には，非パーフェクトの単純

過去形もごく自然に用いられる．例文(24)’を参照． 

 

                                                   

 
81 例文(24)は，アカデミー文法からの引用である（GLJA: 207, LG: 242）が，本論文筆者によって，グロス，

訳文，および，若干の修正が加えられている． 



216 

(24) a’. Jis          valg-o      tai, ką 

彼は.3M.SG.NOM 食べる-PRS.3  ものを 

{atsineš-ė / [yr-a] atsineš-ęs}    iš  namų. 

         持って来る-PST.3 / be-PRS.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べている．」 

b’. Jis         valg-ė      tai, ką 

         彼は.3M.SG.NOM  食べる-PST.3    ものを 

      {atsineš-ė / buv-o atsineš-ęs }       iš  namų. 

         持って来る-PST.3 / be-PST.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べていた．」 

c’. Jis         valgy-s      tai, ką 

         彼は.3M.SG.NOM  食べる-FUT.3    ものを    

{atsine-š / bu-s atsineš-ęs}        iš  namų 

         持って来る-FUT.3 / be-FUT.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べるだろう．」 

 

ここで，リトアニア語のパーフェクト形を相対的テンスとみなすべきか否かという問題

を解決するために，英語などのインド・ヨーロッパ語族の諸言語に見られる，いわゆる「テ

ンスの一致 sequence of tenses」の問題に言及しておきたい．よく知られるように，たとえば

英語では，間接話法の場合に，主節と〈同時性〉を示す従属節の動詞のテンスは，主節に

合わせる習慣がある（She said her father was seriously ill「彼女は父親が病気だと言った」）．

この場合，father was ill は，直接話法で彼女が私に言うとしたら“father is ill”となるところ

だが，間接話法では，主節の動詞 tell が過去形ならば，それに合わせて was と過去形になる．

つまり，英語のようなタイプの言語では，従属節の動詞も，主節の動詞に合わせて同じテ

ンスでなければならない．この現象は，一般的に，インド・ヨーロッパ語族の諸言語に特

徴的であると考えられている． 

リトアニア語は，これとは明確に異なるタイプの言語である．より古い時期のリトアニ

ア語では，間接話法等の場合に従属節内での分詞が用いられた82．分詞は常に主節の動詞に

対して従属的であり，過去分詞が主節の動詞に対する〈先行性〉，現在分詞が〈同時性〉，

未来分詞が〈後続性〉を表す機能を担っていた．現代リトアニア語の話し言葉では，分詞

に代わって動詞の人称変化形を一般的に用いるようになっているが，その際，主節の動詞

と従属節の動詞との間にテンスの一致はやはり見られない．従属節内の動詞は，動詞の過

                                                   

 
82この分詞の用法は，すでに述べたように（4.2.2），伝統的には動詞の文法カテゴリーに含まれ，間接法（他

に，関係法，伝聞法，斜格法など）と呼ばれている．このような分詞の使用は現在きわめてまれになっ

ており，一般的にはほとんど用いられない．よって，本論文では，この現象については議論の対象から

外し，詳しく論じない． 



217 

去形が主節の動詞に対する〈先行性〉，現在形が〈同時性〉，未来形が〈後続性〉を表す機

能をもっている．すなわち，主節の述語においては，基準点が〈発話時点〉となっている

が，従属節の述語においては，基準点は主節の表示する時点となる．これは，日本語の「非

過去形」であるスル形と「過去形」であるシタ形がそれぞれ，従属節内で相対的な〈同時

性〉と〈先行性〉を表示するのとやや似た状況であると言える． 

リトアニア語のそのような特徴を明確に理解するために，ここで英語と比較しながら例

証してみよう．たとえば，日本語では，She said her father was seriously ill の日本語訳は「彼

女は父親が重い病気だと言った」となり，従属節の動詞は主動詞に対して従属的な関係に

おかれていることが分かる．リトアニア語も同様で，英語ならばテンスの一致により従属

節の動詞は過去形をとる場合に，リトアニア語では現在形が一般的に使用される．つまり，

〈同時性〉タクシスを表すために，過去の場面であっても現在形で表すのである．例文(25)

を参照．同様に，例文(26)のような場合も，リトアニア語では〈同時性〉タクシスを表す従

属節の動詞は現在形を取る．英語であれば，テンスの一致が起こり，従属節の動詞は主節

に合わせて過去形になるだろう． 

 

(25)  Ji   pasak-ė,   kad   

         彼女は.3F.SG.NOM  言う-PST.3    ～と  

jos  tėvas   sunkiai  serg-a. 

彼女の 父親が.M.SG.NOM 重く 病む-PRS.3 

「彼女は父親が重い病気だと言った．」 

（She said her father was seriously ill.） 

(26)  Ji   man-ė,  kad  tėvas   dar  dirb-a, 

     彼女は.3F.SG.NOM 思う-PST.3 ～こと 父親が.M.SG.NOM まだ 仕事をする-PRS.3 

ir   todėl  paskambin-o  į  darbą. 

そして  それで 電話する-PST.3 ～へ 職場.ACC 

「彼女は父親がまだ仕事をしていると思っていた，それで，職場に電話した．」 

  （She thought her father was working, so she called to the work.） 

 

次に，英語の過去パーフェクト形の相対的テンスとしての用法と照らし合わせながら，

リトアニア語の過去パーフェクト形の特徴について述べたい．英語では，従属節の動作が

主節の動作に先行する場合，従属節の動詞は一般的に過去パーフェクト形になる．これは，

過去の〈設定時点〉に対する〈先行性〉を表す「絶対的－相対的テンス」としての過去パ

ーフェクト形の用法であり，厳密に言えば，〈パーフェクト〉の表現ではなく，過去におけ

る過去，すなわち，いわゆる「大過去」（あるいは「前過去」）としての用法であると言え

る．それに対して，リトアニア語では，そのような場合に，非パーフェクトの単純過去形

が用いられる．たとえば，以下の例文(27)と(28)は，英語では，主節の過去の場面に先行す



218 

る過去を表すために，従属節では過去パーフェクト形を用いるだろう．だが，リトアニア

語では，単純過去形が用いられる． 

 

(27)  Aš   ne-žinoj-au,   kad jis   tau 

     私は.1SG.NOM  NEG-知っている-PST.1SG ～こと 彼が.3M.SG.NOM 君に.DAT 

jau  papasakoj-o  apie   mano  nelaimę. 

すでに 話す-PST.3  ～について   私の 事故.ACC 

 「私は，彼が君に私の事故についてすでに話したことを知らなかった．」 

（I did not know he had already told you about my misfortune.） 

(28)   Ji   pasak-ė,   kad   

         彼女は.3F.SG.NOM  言う-PST.3    ～と  

jos  tėvas   sunkiai  sirg-o. 

       彼の 父親が.M.SG.NOM 重く 病む-PST.3 

「彼女は，父親が重い病気だったと言った．」 

（He said his father had been seriously ill.） 

 

筆者の調査したところでは，以上の例文が示すように，リトアニア語では，単に相対的な

〈先行性〉を表すためであれば，非パーフェクトの単純過去形が用いられる．リトアニア

語の過去パーフェクト形は，〈パーフェクト性〉の意味をともなわず，専ら相対的な〈先行

性〉を表すために，用いられることはないのである． 

以上のことから，〈パーフェクト性〉のアスペクト的要素とは無関係に，専ら相対的な〈先

行性〉というタクシス的要素，および，〈場面時点＋設定時点〉というテンス的要素を表す

機能を発達させている形式を相対的テンスと呼ぶならば，リトアニア語の分析的パーフェ

クト形は相対的テンスの形式ではない，と結論できる．リトアニア語では，英語のような，

いわゆる時制の一致という現象は見られず，とくに過去パーフェクト形が単純過去形に対

する〈先行性〉を表す機能を発達させていると考えられるものの，一般的には，〈パーフェ

クト性〉，すなわち，先行する場面の〈PFV 性〉と後続する結果状態の〈IPFV 性〉を複合

的に表すために用いられるからである． 

 

5.4 分析的パーフェクト形の状況語との共起性 

本節では，リトアニア語の分析的パーフェクト形の〈パーフェクト性〉と〈PFV 性〉に

関わる状況語との共起性について考察する．この問題に関する先行研究としては，

Geniušienė (Genjušene 1990: 137－139）による分析がある．以下に引用する（［ ］内および

和訳は本論文筆者による）： 
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(i) 「結果相」［状態パーフェクト］の意味は，明確な持続的状態を表し，時間的な期間や限

界を指し示す状況語［本論文の用語で「片側限界的な持続の状況語」；nuo ryto「朝から」，

seniai「ずっと前から」，jau trys metai「すでに 3 年」タイプ」と共起することが特徴的で

ある． 

(ii) 「本来的パーフェクト」［動作パーフェクト］の意味もまた，後続する時間面における

状態を指し示すが，持続の状況語と共起することはできない．動作パーフェクトのうち，

「結果のパーフェクト」の意味は，「結果相」に近いが，点的な時間を表す状況語［「点

的な限定的時間の状況語」；šiąnakt「今夜」タイプ］と共起する点で，それとは異なって

いる． 

 

さて，すでに述べたように（5.2），Geniušienė は，「本来的パーフェクト」の意味が PFV 動

詞および IPFV 動詞のパーフェクト形いずれによっても表されるのに対して，「結果相」の

意味を表すのは，PFV 動詞のパーフェクト形のみである，という見解を示している．従っ

て，Geniušienė に従えば，PFV 動詞のみが「結果相」の意味を表し，持続の状況語と共起可

能であるということになる． 

この点について，筆者はリトアニアで実施したアンケート調査の結果に基づいて，さら

に次のような解釈を提案する．まず，分析的パーフェクト形が「結果相」すなわち〈状態

パーフェクト〉を表すのは，限界動詞から形成された場合に限られるのであり，PFV／IPFV

動詞の区別をこの問題に導入することは適当ではない．なぜなら，筆者のおこなったアン

ケート調査の結果によれば，Geniušienė も含め従来の研究で「双アスペクト動詞」と呼ばれ

てきた動詞でも，〈限界性〉の程度の高い動詞であれば，〈状態パーフェクト〉を表して持

続の状況語と共起することができることが明らかであるためである． 

筆者の解釈では，分析的パーフェクト形と片側限界的な持続の状況語との共起可能性は，

限界動詞ならば点的状況語との共起可能性とほぼ同程度に高いのに対して，非限界動詞の

場合はより低くなる．非限界動詞のパーフェクト形は，点的状況語とは自然に共起するが，

持続の状況語とは自然に共起しない．たとえば，以下の例文(32)と(33)で用いられる動詞の

うち，iš-važiuoti「（乗り物で）出る，出発する」，および，ap-žiūrėti「見学する，見回す」

は，いずれも接頭辞が動作の方向・様態を表す有接頭辞動詞（従来の用語で「双アスペク

ト動詞」）であり，gyventi「住む，暮らす」は無接頭辞・非限界動詞（従来の用語で「IPFV

動詞」）である．明確な限界動詞である iš-važiuoti が持続の状況語とも自然に共起するのに

対して，非限界動詞である ap-žiūrėti や gyventi は，点的状況語とは自然に共起するが，持続

の状況語とは自然に共起しない．（なお，語順に関しては，いずれのタイプの動詞の場合も，

持続の状況語は動詞の前に置かれ，点的状況語は動詞の後に置かれる方が自然である．）例

文(32)と(33)，および，そのアンケート調査の結果の容認度を示す表 5-2 から 5-7 を参照． 
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(32) a. Jis     {nuo sausio / jau metus}   [yr-a]  išvažiav-ęs  

彼は.3M.SG.NOM    1 月から   すでに 1 年 be-PRS.3 出る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

iš     Vilniaus. 

～から  ヴィリニュス.GEN 

「彼は，｛1 月から／すでに 1 年｝ヴィリニュスを出ている（去ったままである）．」 

 

表 5-2. 例文(32a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. nuo sausio「1 月から」 78 129 56 5 14 282 28% 46% 20% 2% 5% 

2. jau metus「すでに 1 年」 135 93 43 3 8 282 48% 33% 15% 1% 3% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 4157)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(32) b. Jis   {nuo sausio / jau metus}  [yr-a]  apžiūrėj-ęs 

彼は.3M.SG.NOM    1 月から   すでに 1 年 be-PRS.3 見学する-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

     butą. 

フラットを.ACC 

「彼は，｛1月から／すでに 1年｝フラットを見学している．」 

 

表 5-3. 例文(32b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

3. nuo sausio「1 月から」 28 73 86 39 56 282 10% 26% 30% 14% 20% 

4. jau metus「すでに 1 年」 18 46 100 49 69 282 6% 16% 35% 17% 24% 

 

※統計的有意性：3:4 (χ² = 5837)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(32) c. Aš   {nuo sausio / jau metus} es-u    gyven-ęs          Vilniuje. 

私は.1SG.NOM 1月から    すでに 1年  be-PRS.1SG 住む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOMヴィリニュスに.LOC 

「私は，｛1月から／すでに 1年｝ヴィリニュスに住んでいる（住んだことがある）．」 

 

表 5-4. 例文(32c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

5. nuo sausio「1 月から」 6 27 124 38 87 282 2% 10% 44% 13% 31% 

6. jau metus「すでに 1 年」 22 66 95 36 63 282 8% 23% 34% 13% 22% 

 

※統計的有意性：5:6 (χ² = 1618)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

※(32)の統計的有意性：1:3 (χ² = 8.823, p < 0.001)，3:5 (χ² = 8.823, p = 0.002664)，2:4 (χ² = 2.557, p < 0.001)の

違いは有意である．一方，4:6 (χ² = 3.803, p = 0.9753)の違いは有意ではない． 
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(33) a. Jis   [yr-a]  išvažiav-ęs   iš  Vilniaus  

彼は.3M.SG.NOM    be-PRS.3 出る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から ヴィリニュス.GEN 

{sausio mėnesį / prieš metus}. 

1 月に       1 年前に 

「彼は，｛1月に／1年前に｝ヴィリニュスを出ている．」 

 

表 5-5. 例文(33a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

7. sausio mėnesį「1 月に」 35 104 93 20 29 281 12% 37% 33% 7% 10% 

8. prieš metus「1 年前に」 115 106 39 11 10 281 41% 38% 14% 4% 4% 

 

※統計的有意性：7:8 (χ² = 1860)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(33) b. Jis   [yr-a]  apžiūrėj-ęs    butą  

彼は.3M.SG.NOM    be-PRS.3 見学する-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM フラットを.ACC 

{sausio mėnesį / prieš metus}. 

1 月に       1 年前に 

「彼は，｛1月に／1年前に｝フラットを見学している．」 

 

表 5-6. 例文(33b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

9. sausio mėnesį「1 月に」 108 139 22 4 8 281 38% 49% 8% 1% 3% 

10. prieš metus「1 年前に」 118 120 25 10 8 281 42% 43% 9% 4% 3% 

 

※統計的有意性：9:10 (χ² = 2996)の違いは有意ではない(p = 0.5927)． 

 

(33) c. Aš   [es-u]   gyven-ęs    Vilniuje  

私は.1SG.NOM be-PRS.1SG  住む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  ヴィリニュスに.LOC 

{sausio mėnesį / prieš metus}. 

1 月に       1 年前に 

「私は，｛1月に／1年前に｝ヴィリニュスに住んでいる（住んだことがある）．」 
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表 5-7. 例文(33c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

11. sausio mėnesį「1 月に」 92 110 55 10 15 282 33% 39% 20% 4% 5% 

12. prieš metus「1 年前に」 133 119 16 6 8 282 47% 42% 6% 2% 3% 

 

※統計的有意性：11:12 (χ² = 921)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

※(33)の統計的有意性：7:9 (χ² = 8.933, p < 0.001)，の違いは有意である．一方，9:11 (χ² = 1.129, p = 0.4190)，

8:10 (χ² = 4.658, p = 1.000)，10:12 (χ² = 3.456, p = 0.9832)の違いは有意ではない． 

 

※(32)と(33)の統計的有意性：1:7 (χ² = 3.206, p < 0.001)，3:9 (χ² = 1.738, p < 0.001)，4:10 (χ² = 2.551, p < 0.001)，

5:11 (χ² = 2.300, p < 0.001)，6:12 (χ² = 2.522, p < 0.001)の違いは有意である．一方，2:8 (χ² = 4.928, p = 1.000) 

の違いは有意ではない． 

 

また，筆者のアンケート調査の結果によれば，点的なタイプの状況語との共起可能性は，

全体として，分析的パーフェクト形よりも，非パーフェクトの単純テンス形の方が高い．

さらに，筆者の見解では，状況語の時間的位置づけに関わる問題もまた，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の間の違いを理解するうえで重要

である．上に挙げた例文(33)の容認度からも分かるとおり，分析的パーフェクト形は，点的

な状況語の中でも， prieš metus「1 年前に」，prieš penkerius metus「5 年前に」のような，〈発

話時点〉と〈場面時点〉以外の時点，すなわち〈設定時間〉に関係づけられた相対的な時

間を表す状況語とはより自然に共起する．それに対して，そのような〈設定時点〉への関

連づけがない，sausio mėnesį「1 月に」，2002 metais「2002 年に」，tą dieną「その日」のよう

な状況語との分析的パーフェクト形の共起可能性はより低い．なお，例文(34)で用いられて

いる動詞 mirti「死ぬ」は，無接頭辞動詞で語彙的な限界動詞であり，これに接頭辞を付加

した nu-mirti「死ぬ，死んでしまう」は，接頭辞が限界を強調するタイプの限界動詞である．

特殊なコンテクストがない限り，過去における〈PFV〉場面としての「死んだ」という意味

を表すときでさえ，有接頭辞動詞 nu-mirti よりも無接頭辞動詞 mirti の方が一般的に用いら

れる点にも注目されたい．例文(34)，および，表 5-8 から 5-10 を参照． 

 

(34) a. Jis   {mir-ė / nu-mir-ė / [yr-a] mir-ęs / [yr-a] nu-mir-ęs} 

彼は.3M.SG.NOM    死ぬ/PREF-死ぬ-PST.3 / be-PRS.3 死ぬ/PERF-死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

prieš penkerius metus. 

5 年前に 

「彼は 5 年前に死んだ（死んでいる）．」 
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表 5-8. 例文(34a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. mir-ė (死ぬ-PST.3) 195 78 6 0 2 281 69% 28% 2% 0% 1% 

2. nu-mir-ė (PREF-死ぬ 
-PST.3) 

109 146 21 1 4 281 39% 52% 7% 0% 1% 

3. [yr-a] mir-ęs ([be-PRS.3] 

 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

36 107 74 18 46 281 13% 38% 26% 6% 16% 

4. [yr-a] nu-mir-ęs ([be- 

PRS.3] PREF-死ぬ ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

14 74 80 38 74 280 5% 26% 29% 14% 26% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 23.36)，1:3 (χ² = 188.00)，2:4 (χ² = 207.56)，3:4 (χ² = 30.56)の違いは有意である(p < 

0.001)． 

 

(34) b. 2002 metais  jis   {mir-ė / nu-mir-ė / 

2002 年に  彼は.3M.SG.NOM    死ぬ/PREF-死ぬ-PST.3 /  

[yr-a] mir-ęs / [yr-a] nu-mir-ęs}   Vilniuje. 

be-PRS.3 死ぬ/PERF-死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ヴィリニュスで.LOC 

  「2002 年に彼はヴィリニュスで死んだ．」 

 

表 5-9. 例文(34b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

5. mir-ė (死ぬ-PST.3) 207 71 3 0 1 282 73% 25% 1% 0% 0% 

6. nu-mir-ė (PREF-死ぬ 
-PST.3) 

79 168 25 2 8 282 28% 60% 9% 1% 3% 

7. [yr-a] mir-ęs ([be-PRS.3] 

 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

4 31 105 34 108 282 1% 11% 37% 12% 38% 

8. [yr-a] nu-mir-ęs ([be- 

PRS.3] PREF-死ぬ ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

0 19 86 44 133 282 0% 7% 30% 16% 47% 

 

※統計的有意性：5:6 (χ² = 30.099)，5:7 (χ² = 370.371)，6:8 (χ² = 259.056)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．

一方，7:8 (χ² = 5.459, p =0.1411) の違いは有意ではない． 

 

(34) c. Tą dieną  jis   netikėtai  {mir-ė / nu-mir-ė / 

その日 彼は.3M.SG.NOM    突然 死ぬ/PREF-死ぬ-PST.3 / 

[yr-a] mir-ęs / [yr-a] nu-mir-ęs}   Kaune. 

be-PRS.3 死ぬ/PERF-死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM カウナスで.LOC 

Jis   parvežtas   į   Vilnių 

彼は.3M.SG.NOM    運ぶ-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM ～へ ヴィリニュス.ACC 
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ir  ten  palaido-tas. 

そして そこに 埋葬する-PASS.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「その日彼は突然カウナスで死んだ．彼はヴィリニュスへ運ばれ，そこに埋葬された．」 

 

表 5-10. 例文(34c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

9. mir-ė (死ぬ-PST.3) 190 85 5 0 2 282 67% 30% 2% 0% 1% 

10. nu-mir-ė (PREF-死ぬ 
-PST.3) 

129 136 14 0 3 282 46% 48% 5% 0% 1% 

11. [yr-a] mir-ęs 

([be-PRS.3] 死ぬ-ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

2 5 72 31 172 282 1% 2% 26% 11% 61% 

12. [yr-a] nu-mir-ęs ([be- 

PRS.3] PREF-死ぬ ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

0 4 70 33 175 282 0% 1% 25% 12% 62% 

 

※統計的有意性： 9:11 (χ² = 397.2781)，10:12 (χ² = 326.0450)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，

9:10 (χ² = 6.0784, p = 0.1079)，11:12 (χ² = 0.3485, p = 0.9507) の違いは有意ではない． 

 

※(34)の統計的有意性：3:7 (χ² = 6.009, p < 0.001)，4:8 (χ² = 2.721, p = 0.004269)の違いは有意である．一方，

1：5 (χ² = 6.049, p = 1.000)，5:9 (χ² = 6.757, p = 1.000)，2:6 (χ² = 2.620, p = 0.9949)，6:10 (χ² = 8.645, p = 0.6546)，

7:11 (χ² = 1.542, p = 0.1641)，8:12 (χ² = 3.793, p = 0.9756)の違いは有意ではない． 

 

以上，本節で検証したアンケート調査結果のデータに基づき，筆者は，Geniušienė (1997)

の解釈を以下のように拡充することができると考える： 

 

1) 分析的パーフェクト形は，「PFV 動詞」ではなく，限界動詞から形成された場合に〈状態

パーフェクト〉（「結果相」）の意味を表し得る．「PFV／IPFV 動詞」の区別をこの問題に

導入することは適当ではない．従来の研究で「双アスペクト動詞」と呼ばれてきた動詞

でも，〈限界性〉の程度の高い動詞であれば，持続の状況語と共起し，〈状態パーフェク

ト〉を表し得る． 

2) 限界動詞から形成された分析的パーフェクト形は，片側限界的な持続の状況語とも点的

状況語とも自然に共起する．それに対して，非限界動詞から形成された分析的パーフェ

クト形は，点的状況語とは自然に共起するが，持続の状況語とは自然に共起しない．  

3) 概して，分析的パーフェクト形よりも，非パーフェクトの単純テンス形の方が，点的な

タイプの状況語との共起可能性はより高い． 

4) 分析的パーフェクト形は，点的な状況語の中でも， prieš metus「1 年前に」，prieš penkerius 

metus「5 年前に」のような，〈設定時間〉に関係づけられた相対的な時間を表す状況語と

はより自然に共起する．他方，〈設定時点〉への関連づけがない，sausio mėnesį「1 月に」，

2002 metais「2002 年に」，tą dieną「その日」のような状況語との共起可能性はより低い． 
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アンケート調査の結果は，リトアニア語の分析的パーフェクト形が，状況語のような語

彙的手段によらずに，〈パーフェクト性〉の意味を表す文法的形式であることを示している．

また，それと同時に，リトアニア語において，動詞のアスペクト的特性と，分析的パーフ

ェクト形，および，非パーフェクトの単純テンス形の間の相関性に関する伝統的な解釈を，

根本的に再検討する必要があることも示唆するものである．（この問題は次の 5.5 節で詳し

く論じる．）  

 

5.5 〈パーフェクト性〉とその周辺の表現 

これまでにすでに述べてきたように，リトアニア語では，パーフェクトの意味を表すた

めに，非パーフェクトの単純テンス形も用いられる．本節では，具体的に，どのような場

合に，どの程度の容認度で，分析的パーフェクト形あるいは単純テンス形が用いられるか，

という点について詳細な分析をおこなうことにする．従来のリトアニア語研究では，この

点については全く言及されていない．ここでは，筆者がリトアニアでおこなったアンケー

ト調査によって得たデータに基づき，パーフェクト形と単純過去形の使用分布について考

察する． 

以下，ロシア語と対照しながら，リトアニア語における〈パーフェクト〉の表現におけ

る分析的なパーフェクト形と非パーフェクトの単純テンス形との使用分布について分析す

る．対照分析の対象は，主に，〈パーフェクト性〉の意味が最も明確になる，分析的な現在

および過去パーフェクト形と，非パーフェクトの単純過去形とする．5.5.1 節で〈状態性〉

の表現，5.5.2 節で〈動作性〉の表現，5.5.3 節で相対的テンスの表現，5.5.4 節で〈進行性〉

と〈パーフェクト性〉を組み合わせた表現の順に検討し，さらに，5.5.5 で節全体をまとめ

る． 

 

5.5.1 〈状態性〉の表現 

〈単なる状態〉（1 次的状態）の表現 

リトアニア語では，限界動詞のパーフェクト形は，しばしば，先行する場面を含意しな

い 1 次的な状態，すなわち，非パーフェクト的な〈単なる状態〉の意味を表す．これは過

去分詞のいわば形容詞的な用法で，〈パーフェクト性〉の表現との違いは，代名詞や形容詞

をともなう場合により明確になる．これに対して，ロシア語では，このような場合，一般

的に形容詞や過去受動分詞が用いられる． 

筆者がおこなったリトアニア語のアンケート調査では，〈単なる状態〉を表す場合，分析

的パーフェクト形が「（きわめて）自然である」とすべての回答者がみなした．一方，パー

フェクト形を非パーフェクトの単純過去形に置換した文に対しては，「不自然あるいは容認

できない」という回答者が大多数の 90％以上を占めた．例文(35)と(36)，および，表 5-11

と表 5-12 を参照． 
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(35) Russ. On        sliškom  mnogo   rabota-et,      poetomu     

       彼は.3M.SG.NOM あまりに 沢山       働く-PRS.3SG   だから     

takoj    xudoj,            blednyj. 

あんなに.PRO.M.SG.NOM やせている.ADJ.M.SG.NOM   青ざめている. ADJ.M.SG.NOM 

Lith.  Jis       per  daug    dirb-a,      todėl        

        彼は.3M.SG.NOM   あまりに 沢山       働く-PRS.3     だから    

toks    liesas,                 

あんなに.PRO.M.SG.NOM やせている.ADJ.M.SG.NOM     

{išbal-o / [yr-a] išbal-ęs}. 

青ざめる-PST.3 / be-PRS.3 青ざめる-ACT.ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  

「彼はあまりに沢山働いている，だからあんなにやせて，青ざめている．」 

 

表 5-11. 例文(35)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. išbal-o  

(青ざめる-PST.3) 
2 14 76 25 165 282 1% 5% 27% 9% 59% 

2. [yr-a] išbal-ęs ([be-PRS. 

3] 青ざめる-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

237 45 0 0 0 282 84% 16% 0% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 17)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(36) Russ. Posmotri,  kakoj    on      uže    

       見なさい    どんなに.PRO.M.SG.NOM  彼は.3M.SG.NOM  すでに   

         staryj    i    ustalyj. 

老いた. ADJ.M.SG.NOM そして 疲れている.ADJ.M.SG.NOM 

Lith.  Pažiūrėk,  koks    jis       jau    

        見なさい   どんなに.PRO.M.SG.NOM  彼は.3M.SG.NOM  すでに    

senas     ir    {pavarg-o / [yr-a] pavarg-ęs}. 

老いた. ADJ.M.SG.NOM そして 疲れる-PST.3 / be-PRS.3 疲れる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「見なさい，彼がすでにどんなに老いて疲れているか．」 

 

表 5-12. 例文(36)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. pavarg-o (疲れる-PST.3) 1 2 59 27 193 282 0% 1% 21% 10% 68% 

2. [yr-a] pavarg-ęs ([be- 

PRS.3] 疲れる- ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

236 45 0 1 0 282 84% 16% 0% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 86.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 
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〈状態パーフェクト〉（2 次的状態）の表現 

先行する場面を含意する 2 次的な状態である〈状態パーフェクト〉を表す述語には，限

界的な持続を意味する状況語が共起する．ロシア語では，PFV 動詞の一般的なテンス形式

あるいは過去受動分詞（いわゆる「短語尾形」）を用いてこれを表す．それに対して，リト

アニア語では，限界動詞の分析的パーフェクト形あるいは非パーフェクトの単純テンス形

式が，〈状態パーフェクト〉を表す． 

アンケート調査の結果からは，リトアニア語では，〈現在パーフェクト〉と〈過去パーフ

ェクト〉と比較すると，両者の間に非パーフェクトの単純過去形への置換可能性に違いが

あることが分かった．概して，〈現在パーフェクト〉よりも〈過去パーフェクト〉の場合の

方が〈状態パーフェクト〉の表現においてパーフェクト形が優勢である．とくに，ある過

去の場面に先行する過去の場面を表すために過去パーフェクト形が用いられている場合，

これを非パーフェクトの単純過去形に置換することはできない．たとえば，例文(37)では，

〈状態パーフェクト〉を表す現在パーフェクト形を単純過去形に置換した文に対して，「（き

わめて）自然である」と認める回答者が 80％以上いた（例文(37a)）．だが，過去パーフェク

ト形を単純過去形に置換した文に対して，「（きわめて）不自然」あるいは「容認できない」

という回答者が合わせて 80％以上を占めた（例文(37b)）．表 5-13 と 5-14 を参照．  

 

(37) a. Russ.  On       uže  davno       umer. 

      彼は.3M.SG.NOM   すでに ずっと前から 死ぬ.PST.M.SG 

      Lith.  Jis           jau  seniai       

彼は.3M.SG.NOM  すでに ずっと前から 

{mir-ė / [yr-a] mir-ęs}. 

死ぬ-PST.3 / be-PRS.3 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「彼はすでにずっと前から死んでいる．」 

 

表 5-13. 例文(37a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. mir-ė (死ぬ-PST.3) 111 133 27 2 9 282 39% 47% 10% 1% 3% 

2. [yr-a] mir-ęs ([be-PRS.3] 

 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

144 104 23 3 8 282 51% 37% 8% 1% 3% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 5836.5)の違いは有意ではない(p = 0.0628)．  
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(37) b. Russ.  Kogda   ja        nakonec vernu-l-sja      v  Vilnius, 

     ～時  私が.1SG.NOM   ついに   帰す-PST.M.SG-REFL ～に ヴィリニュス.ACC 

            on       uže     umer. 

          彼は.3M.SG.NOM  すでに  死ぬ.PST.M.SG 

      Lith.  Kai    aš         pagaliau grįž-au        į  Vilnių, 

～時    私が.1SG.NOM   ついに   帰る-PST.1SG     ～に ヴィリニュス.ACC 

       jis        jau   {mir-ė / buv-o mir-ęs}. 

         彼は.3M.SG.NOM   すでに  死ぬ-PST.3 / be-PST.3 死ぬ-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「私がついにヴィリニュスに帰った時，彼はすでに死んでいた．」 

 

表 5-14. 例文(37b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. mir-ė (死ぬ-PST.3) 8 25 90 30 129 282 3% 9% 32% 11% 46% 

2. buv-o mir-ęs (be-PST.3 

 死ぬ- ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 
220 59 2 0 1 282 78% 21% 1% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 185)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

5.5.2 〈動作性〉の表現 

〈動作パーフェクト〉（本来的パーフェクト）の表現 

〈動作パーフェクト〉は，先行する場面を前面に出しつつも，その動作の結果状態を含

意する場合で，別の用語では「本来的パーフェクト」と呼ばれる．本節では，リトアニア

語の分析的パーフェクト形の表す〈動作パーフェクト〉の下位類である，〈結果のパーフェ

クト〉と〈経験・不定のパーフェクト〉を区別して，考察を進める． 

 

〈結果のパーフェクト〉の表現 

〈結果のパーフェクト〉を表す述語には，点的な状況語が共起する．ロシア語では，〈結

果のパーフェクト〉の意味は，PFV 動詞によって表される．リトアニア語では，限界動詞

の分析的パーフェクト形あるいは非パーフェクトの単純過去形によって表されるが，先行

する場面の結果の状態がアクチュアル・可視的であるかないか，その結果状態がコンテク

ストにおいて重要か，といったことによって，分析的パーフェクト形の容認度が変わる． 

先行する場面の結果の状態がアクチュアル・可視的であったり，その結果状態がコンテ

クストにおいて重要であったりする場合は，分析的パーフェクト形の容認度がより高めと

なる．たとえば，例文(38)の場合，「彼がカーテンを閉めた」という先行する場面の結果の

「カーテンが閉まっている」状態がアクチュアル・可視的であり，なおかつその結果状態

が「たぶん眠っているのだ」という文の根拠となっている．アンケート結果では，現在パ
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ーフェクト形は，非パーフェクトの単純過去形と同様に，「（きわめて）自然である」とし

た回答者が 70％以上いた．表 5-15 を参照． 

 

(38) Russ.  On      zadernu-l    zanaveski, 

        彼は.3M.SG.NOM   閉める-PST.M.SG カーテンを.ACC 

       vidno,   sp-it. 

たぶん     眠る-PRS.3SG 

   Lith.   Jis         {užtrauk-ė / [yr-a] užtrauk-ęs}    užuolaidas, 

        彼は.3M.SG.NOM  閉める-PST.3 / be-PRS.3 閉める-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM カーテンを.ACC 

        matyt,   mieg-a. 

             たぶん    眠る-PRS.3 

「彼はカーテンを（引いて）閉めている，たぶん眠っているのだ．」 

 

表 5-15. 例文(38)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. užtrauk-ė  

(閉める-PST.3) 
95 114 41 8 24 282 34% 40% 15% 3% 9% 

2. [yr-a] užtrauk-ęs ([be- 

PRS.3] 閉める-ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

115 101 42 7 17 282 41% 36% 15% 2% 6% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 10097)の違いは有意ではない(p = 0.1358)． 

 

だが，先行研究ではまったく指摘されていないことであるが，今回のアンケート調査で

は，リトアニア語では，先行する場面の結果の状態がアクチュアルであったり，その結果

状態がコンテクストにおいて重要であったりする場合を除き，一般的な傾向として，〈結果

のパーフェクト〉を表す場合，パーフェクト形よりも，非パーフェクトの単純過去形の方

が優勢である，という結果が出た．たとえば，例文(39)の場合，「（あなたは）もう切符は買

ってありますか？」という問いかけ（肯定文）においても，「いいえ，私はまだ切符を買っ

ていません」という答え（否定文）においても，パーフェクト形よりも，非パーフェクト

の単純過去形の方が，その使用を「（きわめて）自然である」とする回答者の割合が高い．

表 5-16 を参照． 

 

(39) Russ. A: - Vy    uže  kupi-li   bilet? 

            あなたは.2PL.NOM すでに  買う-PST.M.PL 切符を.ACC 

B: - Net,   ja    eščjo  ne kupi-l   bilieta. 

            いいえ  私は.1SG.NOM   まだ NEG 買う-PST.M.SG 切符を.GEN 
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Lith. A: - Ar   jau  {nusipirk-ote / es-ate nusipirk-ęs}(1)   bilietą? 

            ～か すでに  買う-PST.2PL / be-PRS.2PL 買う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 切符を.ACC 

B: - Ne,   aš     dar  {ne-nusipirk-au /  

            いいえ 私は.1SG.NOM   まだ  NEG-買う-PST.1SG /  

nes-u nusipirk-ęs}(2)    bilieto. 

NEG.be-PRS.1SG 買う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 切符を.GEN 

   A:「（あなたは）もう切符は買ってありますか？」 

B:「いいえ，私はまだ切符を買っていません．」 

 

表 5-16. 例文(39)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. nusipirk-ote  

(買う-PST.2PL) 
224 56 0 0 0 280 80% 20% 0% 0% 0% 

2. es-ate nusipirk-ęs 

(be-PRS.2PL 買う 

-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

43 120 82 13 22 280 15% 43% 29% 5% 8% 

(2) 

3. ne-nusipirk-au  

(NEG-買う-PST. 

1SG) 

226 53 1 0 0 280 81% 19% 0% 0% 0% 

4. nes-u nusipirk-ęs 

(NEG.be-PRS.1SG 

買う-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

56 130 71 9 14 280 20% 46% 25% 3% 5% 

 

※統計的有意性： 1:2 (χ² = 300.4570)，3:4 (χ² = 226.6556)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)． 

 

なお，〈結果のパーフェクト〉の中でも，事物の位置変化を表す移動・運搬動詞（例．「行

く」－「来る」，「起きる」－「寝る」，「開ける」－「閉める」，「運んで来る」－「運び去

る」など）のように，可逆的な意味をもつ動詞の場合に，過去において持続した結果の状

態が中断した，あるいは取り消された，ということが表されることがある．そのような場

合は，上に見てきたような例とは異なり，ロシア語では，IPFV 動詞の過去形を用いる．リ

トアニア語では，限界動詞の過去パーフェクト形，あるいは，非パーフェクトの単純過去

形を用いる（なお，このタイプの限界動詞に対応する非限界動詞は，あまり一般的に用い

られない）．このような場合，中断または取り消された結果状態は当然ながらアクチュア

ル・可視的ではないわけだが，アンケート調査の結果では，概して，過去パーフェクト形

の方が非パーフェクトの単純過去形よりも容認度が高かった．たとえば，例文(40)では，過

去パーフェクト形の使用が「きわめて自然」であると判断した回答者は 70％以上であるの

に対して，非パーフェクトの単純過去形は 40％以下であった．表 5-18 から 5-21 を参照． 
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(40) a. Russ.  On        priezža-l  k  nam    včera. 

彼は.3M.SG.NOM  来る-PST.M.SG ～の所に 私たち.DAT   昨日 

No  ne  zaxote-l          menja  ždat’ i  

       だが   NEG ～したい-PST.M.SG 私を.GEN 待つ.INF  そして  

čerez čas uexa-l. 

1 時間後に 去る-PST.M.SG 

Lith. Jis           {atvažiav-o / buv-o atvažiav-ęs}      pas  mus  

彼は.3M.SG.NOM  来る-PST.3 / be-PST.3 来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～の所に 私たち.ACC 

vakar.  Bet  ne-norėj-o  manęs  laukti ir  

昨日  だが  NEG-～したい-PST.3 私を.GEN 待つ.INF  そして  

po valandos  išvažiav-o. 

1 時間後に    去る-PST.3 

「彼は昨日私たちのところに来ていた．だが，私を待ちたくなくて，1 時間後に去った．」 

 

表 5-18. 例文(40a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atvažiav-o (来る-PST.3) 114 137 16 5 10 282 40% 49% 6% 2% 4% 

2. buv-o atvažiav-ęs (be- 

PST.3 来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

198 66 5 5 8 282 70% 23% 2% 2% 3% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 4170.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(40) b. Russ.  Tebe  prinosi-li   telegrammu, 

君に.2SG.DAT  持って来る-PST.PL      電報を.ACC 

no  unes-li,       tak kak tebja    ne  by-lo 

だが  持ち去る-PST.PL ～ので  君が.2SG.GEN  NEG  be-PST.N.SG   

doma. 

家に 

Lith.  Tau    {atneš-ė / buv-o atneš-ę}   

君に.2SG.DAT 持って来る-PST.3 / be-PST.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM 

telegramą, bet   išsineš-ė,   nes tavęs      ne-buv-o 

電報を.ACC だが   持ち去る-PST.3  ～ので 君が.2SG.GEN    NEG-be-PST.3 

namie.   

家に 

  「君に電報を持って来ていたのだが，君が家にいなかったので，持ち去った．」 
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表 5-19. 例文(40b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atneš-ė  

(持って来る-PST.3) 
103 146 24 3 6 282 37% 52% 9% 1% 2% 

2. buv-o atneš-ę (be-PST.3 

持って来る-ACT.PST. 

PTCP.M.PL.NOM) 
215 61 4 0 2 282 76% 22% 1% 0% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 2948)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(40c) Russ. Ja   bra-l   ručku, 

私は.1SG.NOM  取る-PST.M.SG        ペンを.ACC 

no  potom  otda-l. 

だが   後で   返す-PST.M.SG 

Lith. Aš    {pasiėm-iau / buv-au pasiėm-ęs}    tušinuką, 

私は.1SG.NOM  取る-PST.1SG / be-PST.1SG 取る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  ペンを.ACC 

bet   paskui  atidav-iau. 

だが   後で   返す-PST.1SG 

  「私はペンを借りていたが，後で返した．」 

 

表 5-20. 例文(40c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. pasiėm-iau  

(取る-PST.1SG) 
110 148 13 1 10 282 39% 52% 5% 0% 4% 

2. buv-au pasiėm-ęs (be- 

PST.1SG 取る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

201 72 5 2 2 282 71% 26% 2% 1% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 3361)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

〈経験・不定のパーフェクト〉の表現 

リトアニア語の分析的パーフェクト形の表す〈動作パーフェクト〉のもう一つの下位類

として，過去にある場面が一度でも生起したこと，すなわち，「～したことがある」という

意味を表す〈経験・不定のパーフェクト〉がある．これは，〈結果のパーフェクト〉とは異

なり，先行する場面の明確な結果状態ではなく，ある種の効力が後続する時間面に残って

いることを表すものである．〈経験・不定のパーフェクト〉を表す述語には，「かつて」，「い

つ（だった）か」，「あるとき」といった，より不定的な時間を表す状況語が共起する．ロ

シア語では，IPFV 動詞（非限界動詞）によってこの意味を表す（伝統的な解釈では，いわ

ゆる〈一般的事実〉の意味に含まれる）．リトアニア語では，非限界動詞の分析的パーフェ

クト形，あるいは，非パーフェクトの単純過去形を用いるが，〈結果のパーフェクト〉の場
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合と同様に，概して，分析的パーフェクト形よりも非パーフェクトの単純過去形の方が容

認度は高い．例文(41)，および，表 5-22 から 5-24 を参照． 

 

(41) a. Russ.  A: - Vy   kogda-nibud’  zvoni-li   emu? 

あなたは.2PL.NOM いつか  電話する-PST.PL 彼に.DAT 

         B: - Net,  nikogda  ne  zvoni-l. 

いいえ 一度も NEG 電話する-PST.M.SG 

Lith.  A: - Ar   jūs   jam  kada nors   

～か   あなたは.2PL.NOM 彼に.DAT いつか   

{skambin-ote / es-ate skambin-ęs}(1)? 

電話する-PST.2PL / be-PRS.2PL 電話する-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

          B: - Ne,   niekada  {ne-skambin-au /  

いいえ  一度も NEG-電話する-PST.1SG /  

nes-u skambin-ęs}(2). 

NEG.be-PRS.1SG 電話する-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

A：「あなたは彼に電話したことがありますか？」 

B：「いいえ，電話したことはありません．」 

 

表 5-22. 例文(41a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. skambin-ote  

(電話する-PST.2PL) 
196 77 3 2 1 279 70% 28% 1% 1% 0% 

2. es-ate skambin-ęs  

(be-PRS.2PL 電話 

する-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

137 124 14 1 3 279 49% 44% 5% 0% 1% 

(2) 

3. ne-skambin-au 

 (NEG-電話する 
-PST.1SG) 

203 71 3 2 0 279 73% 25% 1% 1% 0% 

4. nes-u skambin-ęs 

(NEG.be-PRS.1SG 

 電話する-ACT.PST 

.PTCP.M.SG.NOM)  

147 115 10 2 5 279 53% 41% 4% 1% 2% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 47.4493)，3:4 (χ² = 40.5574)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)． 

 

(41) b. Russ.  A: - Bud-em  smotret’  etot  fil’m? 

be-FUT.1PL 観る.INF この 映画を.ACC 

B: - Net,  ja   uže  smotre-l  ego. 

いいえ 私は.1SG.NOM もう 観る-PST.M.SG それを.ACC 
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Lith.  A: - Žiūrė-sim  šitą  filmą? 

観る-FUT.1PL この 映画を.ACC 

B: - Ne,  aš   jau  jį   

いいえ 私は.1SG.NOM もう それを.ACC  

{mač-iau / es-u mat-ęs}. 

観る-PST.1SG / be-PRS.1SG 観る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

A：「この映画を観ましょうか？．」 

B：「いいえ，私はもうこの映画を観ました．」 

 

表 5-23. 例文(41b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. mač-iau (観る-PST.1SG) 208 63 4 0 0 275 76% 23% 1% 0% 0% 

2. es-u mat-ęs (be-PRS.1SG 

 観る-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

160 106 7 0 2 275 58% 39% 3% 0% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 3016)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(41) c. Russ. A: - Vy   kogda-to  čita-li   tot  roman? 

あなたは.2PL.NOM いつか  読む-PST.PL その 小説を.ACC 

B: - Da,  ja   neskol’ko raz  čita-l   ego. 

はい  私は.1SG.NOM 数回  読む-PST.M.SG それを.ACC 

Lith. A: - Ar  jūs   kada nors  {skait-ėte / es-ate skait-ęs}   

～か あなたは.2PL.NOM いつか  読む-PST.2PL / be-PRS.2PL 読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

tą   romaną? 

その 小説を.ACC 

B: - Taip,  aš   keletą kartų jį    

はい   私は.1SG.NOM 数回  それを.ACC  

{skaič-iau / es-u skait-ęs}. 

読む-PST.1SG / be-PRS.1SG 読む-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

A：「あなたはいつかその小説を読んだことがありますか．」 

B：「はい，私は何度かそれを読みました．」 
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表 5-24. 例文(41c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. skait-ėte  

(読む-PST.2PL) 
195 82 4 0 0 281 69% 29% 1% 0% 0% 

2. es-ate skait-ęs 

(be-PRS.2PL 読む 
-ACT.PST.PTCP.M. 

SG)  

157 113 8 1 2 281 56% 40% 3% 0% 1% 

(2) 

3. skaič-iau  

(読む-PST.1SG) 
161 101 13 1 4 280 58% 36% 5% 0% 1% 

4. es-u skait-ęs (be- 

PRS.1SG 読む-ACT 

.PST.PTCP.M.SG)  

109 134 27 2 6 278 39% 48% 10% 1% 2% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 15.584416, p = 0.001380)，3:4 (χ² = 31.093344, p < 0.001)の違いは有意である． 

 

また，〈現在パーフェクト〉と〈過去パーフェクト〉を比べると，非パーフェクトの単純

過去形への置換可能性に若干違いがある．ある過去の場面に先行する過去の場面を表す場

合に用いられる過去パーフェクト形の容認度は，非パーフェクトの単純過去形よりも高い．

たとえば，例文(42)では，〈経験・不定のパーフェクト〉を表す現在パーフェクト形の容認

度は，非パーフェクトの単純過去形の容認度よりも低い（例文(42a)）．だが，過去テンスの

場合，過去パーフェクト形の容認度は，非パーフェクトの単純過去形の容認度とほぼ等し

いという結果が出た（例文(42b)）．表 5-24 と 5-25 を参照．  

 

(42) a. Russ.  On      kogda-to slyša-l    

           彼は.3M.SG.NOM   かつて    聴く-PST.M.SG     

etu  pesnju. 

この 歌を.ACC 

      Lith.  Jis         kažkada  {girdėj-o / [yr-a] girdėj-ęs}          

          彼は.3M.SG.NOM  かつて  聴く-PST.3 / be-PRS.3 聴く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM   

šią  dainą. 

この 歌を.ACC 

「彼はかつてこの歌を聴いたことがある．」 

 

表 5-24. 例文(42a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. girdėj-o (聴く-PST.3) 143 124 14 0 1 282 51% 44% 5% 0% 0% 

2. [yr-a] girdėj-ęs ([be-PRS. 

3] 聴く-ACT.PST.PTCP. 

M.SG.NOM) 

96 127 41 4 14 282 34% 45% 15% 1% 5% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 11482.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 



236 

 

(42) b. Russ.  On       kogda-to  slyša-l      

           彼は.3M.SG.NOM   かつて      聴く-PST.M.SG   

etu  pesnju, no  ne  mog   vspomnit’ slov. 

この 歌を.ACC だが  NEG ～できる.PST.M.SG 思い出す.INF 歌詞を-GEN 

Lith. Jis       kažkada   {girdėj-o / buv-o girdėj-ęs}         

         彼は.3M.SG.NOM かつて      聴く-PST.3 / be-PST.3 聴く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

šią  dainą,  bet   ne-atsimin-ė        žodžių. 

この 歌を.ACC だが  NEG-思い出す-PST.3    歌詞を.GEN 

「彼はかつてこの歌を聴いたことがあったが，歌詞は思い出せなかった．」  

 

表 5-25. 例文(42b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. girdėj-o (聴く-PST.3) 128 132 15 0 7 282 45% 47% 5% 0% 2% 

2. buv-o girdėj-ęs (be-PST.3 

 聴く-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

149 99 22 5 7 282 53% 35% 8% 2% 2% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 6861.5)の違いは有意ではない(p = 0.7982)．  

 

〈近過去のパーフェクト〉の表現 

ここで，リトアニア語における，いわゆる〈近過去のパーフェクト〉の表現についても

ここで言及しておきたい．5.1 節で触れたように，スペイン語などにみられる〈近過去のパ

ーフェクト〉（例．「彼はすでに 1 時間前に来ている」）の意味は，単に，先行する〈場面時

点〉と後続する〈設定時点〉が近接していること，すなわち，それら 2 つの時点の時間的

間隔が小さいことを特徴としている．よって，厳密に言えば，これまでに考察してきた〈動

作パーフェクト〉の主なタイプとアスペクト的に異なった意味をもつものではない．リト

アニア語のパーフェクト形は，遠過去・近過去の違いに関わらず，〈結果のパーフェクト〉

は限界動詞によって，〈経験・不定のパーフェクト〉は非限界動詞によって表される． 

 アンケート調査の結果では，限界動詞によって近過去における〈結果のパーフェクト〉

を表す場合，分析的パーフェクト形は，非パーフェクトの単純過去形に容認度の点で劣る

が，ある程度は自然な表現として容認される（例文(43a)）．ただし，ką tik「たった今」の

ような〈PFV〉意味に結びつく状況語をともない，〈発話時点〉の直前の場面を表す場合に

は，パーフェクト形の容認度は低く，自然な表現と認められない（例文(43b)）．一方，非

限界動詞によって近過去の〈経験・不定のパーフェクト〉を表す場合も，分析的パーフェ

クト形は，非パーフェクトの単純過去形に容認度の点で劣るが，ある程度は自然な表現と

して容認される（例文(43c)）．表 5-25 から 5-27 を参照． 
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(43) a. Russ. A: - Možet byt’,  ty   poobeda-eš’   so  mnoj? 

もしかして     君は.2SG.NOM 昼食を食べる-FUT.2SG   ～と一緒に 私.INS 

         B: - Net,  ja  uže  poobeda-l. 

いいえ  私は-SG.NOM すでに 昼食を食べる-PST.M.SG 

Lith. A: - Gal      tu   pietau-si   su  manim? 

もしかして 君は.2SG.NOM 昼食を食べる-FUT.2SG  ～と一緒に 私.INS 

         B: - Ne,     aš   jau   

いいえ   私は.1SG.NOM すでに  

{papietav-au / es-u papietav-ęs}. 

昼食を食べる-PST.1SG / be-PRS.1SG 昼食を食べる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

A：「よければ私と一緒に昼食を食べる？」 

B：「いや，私はもう昼食を食べた．」 

 

表 5-25. 例文(43a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. papietav-au  

(昼食をとる-PST.1SG) 
156 111 9 3 2 281 56% 40% 3% 1% 1% 

2. es-u papietav-ęs (be-PRS. 

1SG 昼食をとる-ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

69 120 66 10 16 281 25% 43% 23% 4% 6% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 13065)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(43) b. Russ. A: - Pojd-jom   v   stolovuju. 

行く-FUT.1PL  ～へ 食堂.ACC 

         B: - Net, spasibo.  Ja    tol’ko čto  pozavtraka-l. 

いいえ ありがとう 私は.1SG.NOM たった今 昼食を食べる-PST.M.SG 

              Eščjo  rano  obedat’. 

まだ  早い 昼食を食べる.INF 

Lith. A: - Ein-ame   į   valgyklą. 

行く-PRS.1PL  ～へ 食堂.ACC 

         B: - Ne,    ačiū.   Aš   ką tik   

いいえ  ありがとう  私は.1SG.NOM たった今  

{papusryčiav-au / es-u papusryčiav-ęs}.  

朝食を食べる-PST.1SG / be-PRS.1SG 朝食を食べる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

Dar  anksti  pietauti. 

まだ  早い 昼食を食べる.INF 
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「食堂へ行きましょう．」 

  「ありがとう，でも結構です．私は朝食を食べたばかりです．昼食を食べるにはまだ

早いです．」 

 

表 5-26. 例文(43b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. papusryčiav-au  

(朝食をとる-PST.1SG) 
190 79 9 2 1 281 68% 28% 3% 1% 0% 

2. es-u papusryčiav-ęs (be- 

PRS.1SG 朝食をとる 
-ACT.PST.PTCP.M.SG. 

NOM) 

32 68 90 40 51 281 11% 24% 32% 14% 18% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 25650.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(43c) Russ. A: - U     vas  bol-it   život? 

～のもとで あなた.GEN 痛む-PRS.3SG 腹が.NOM 

Vy   e-li   čto-nibud’  segodnja?  

あなたは.2PL.NOM 食べる-PST.PL 何かを.ACC 今日 

B: - Net,   ja   ničego  ne  e-l. 

いいえ  私は.1SG.NOM 何も NEG 食べる-PST.M.SG 

Lith. A: - Jums  skaud-a  pilvą? 

あなたは.DAT 痛む-PRS.3 腹が.ACC 

Ar  jūs   {valg-ėte / es-ate valg-ęs}  

～か あなたは.2PL.NOM 食べる-PST.2PL / be-PRS.2PL 食べる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

ką nors  šiandien? 

何かを.ACC 今日 

B: - Ne,   aš   nieko   

いいえ 私は.1SG.NOM 何も  

{ne-valg-iau / nes-u valg-ęs}. 

NEG-食べる-PST.1SG / NEG.be-PRS.1SG 食べる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

  「おなかが痛いのですか？今日，何か食べました（食べています）か．」 

  「いいえ，何も食べていません．」 
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表 5-27. 例文(43c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. valg-ėte  

(食べる-PST.2PL) 
230 51 0 0 0 281 82% 18% 0% 0% 0% 

2. es-ate valg-ęs (be- 

PRS.2PL 食べる- 

ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 

82 136 33 13 17 281 29% 48% 12% 5% 6% 

(2) 

3. ne-valg-iau (NEG- 

食べる-PST.1SG) 
232 49 0 0 0 281 83% 17% 0% 0% 0% 

4. nes-u valg-ęs  

(NEG.be-PRS.1SG 

食べる-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

94 138 31 6 11 280 34% 49% 11% 2% 4% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 204.47622)，3:4 (χ² = 155.29270)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

Comrie（1976）が指摘するように，言語によってはパーフェクト形が近過去を表すこと

はできても時間的に限定された状況語と共起できないものがある．そのような例としては，

英語のパーフェクト形が挙げられる．一方で，スペイン語のようにパーフェクト形が時間

的に限定された状況語と共起しながら，近過去を表すことのできる言語もある．Comrie に

よれば，近過去を表すことが可能になることが，パーフェクト形の意味が〈パーフェクト

性〉から〈単なる過去〉の表現へと変化する過程と関連するという．確かに，スペイン語

を含むロマンス諸語では，本来は分析的パーフェクト形であったものが，〈パーフェクト性〉

を失って〈単なる過去〉を表すようになった結果，いわば「複合過去」に変化している．  

リトアニア語では，パーフェクト形によって時間的に限定された〈近過去のパーフェク

ト〉の意味を表すことが可能である．次の例文(44)では，「トマスとオナはいる？」という

問いに対して，「うん，トマスはもう 1 時間前に来ている(1)」と答えているが，続けて「彼

は今，私の部屋にいる」と述べているので〈結果のパーフェクト〉の表現である．この場

合，70％以上の回答者が，分析的パーフェクト形の使用を「（きわめて）自然」とみなして

いるものの，この文における分析的パーフェクト形の容認度は，非パーフェクトの単純過

去形の容認度よりも低い．ただし，さらに後に続く「それで，オナはたった今来たばかり

だ(2)」という突発性の状況語 ką tik「たった今」をともなう文と比較すれば，「トマスはもう

1 時間前に来ている(1)」という文の方が，パーフェクト形の容認度が高い．表 5-28 を参照．  

 

(44) Russ.  A: - Tomas    i   Ona        zdes’? 

トマス.M.SG.NOM  と  オナは.F.SG.NOM     ここに 

B: - Da,   Tomas         prišjo-l          uže    čas nazad. 

うん  トマスは.M.SG.NOM  来る-PST.M.SG   すでに  1 時間前に 

On         sejčas u    menja  v  komnate. 

彼は.3M.SG.NOM 今   ～の所に 私.GEN ～に 部屋.LOC 
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А  Ona        tol’ko čto  priš-la. 

それで  オナは.F.SG.NOM   たった今     来る-PST.F.SG 

    Lith.  A: - Ar   Tomas     ir  Ona      yr-a? 

～か   トマス.M.SG.NOM と  オナは.F.SG.NOM  be-PRS.3 

B: - Taip,  Tomas   {atėj-o / [yr-a] atėj-ęs}(1) 

うん  トマスは.M.SG.NOM 来る-PST.3 / be-PRS.3 来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

jau  prieš valandą. 

すでに   1 時間前に 

Jis      dabar  yr-a    mano  kambaryje. 

彼は.3M.SG.NOM 今    be-PRS.3  私の 部屋に.LOC 

O    Ona         {atėj-o / [yr-a] atėj-usi}(2)  

それで  オナは.F.SG.NOM   来る-PST.3 / be-PRS.3 来る-ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 

ką tik. 

たった今 

A：「トマスとオナはいる？」 

B：「うん，トマスはもう 1 時間前に来ている(1)．彼は今，私の部屋にいる． 

それで，オナはたった今来たばかりだ(2)．」 

 

表 5-28. 例文(44)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. atėj-o (来る-PST.3) 203 72 4 0 2 281 72% 26% 1% 0% 1% 

2. [yr-a] atėj-ęs ([be- 

PRS.3] 来る-ACT. 

PST.PTCP.M.SG. 

NOM) 

73 126 44 14 24 281 26% 45% 16% 5% 9% 

(2) 

3. atėj-o (来る-PST.3) 221 57 2 1 0 281 79% 20% 1% 0% 0% 

4. [yr-a] atėj-usi ([be- 

PRS.3] 来る-ACT. 

PST.PTCP.F.SG. 

NOM) 

26 97 74 35 47 279 9% 35% 27% 13% 17% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 118.16)，3:4 (χ² = 365.55)，2:4 (χ² = 45.51)の違いは有意である(p < 0.001)．一方，

1:3 (χ² = 2.26, p = 0.5202)の違いは有意ではない． 

 

〈存続する場面のパーフェクト〉 

英語に特徴的な，いわゆる「存続する場面のパーフェクト」の表現は，先行する場面か

ら後続する場面に途切れなく存続する場面を意味する（例．We have lived here for ten years

「私たちはここに 10 年住んでいる」）．この意味は，基本的に，リトアニア語のパーフェク

ト形によっては表されない．リトアニア語では，ロシア語などと同様に，非パーフェクト

の単純テンス形を用いてこれを表す．例文(45)，および，表 5-29 と 5-30 を参照． 
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(45) a. Russ.  My   živ-jom   

                私たちは.1PL.NOM  住む-PRS.1PL   

v  Vil’njuse  uže neskol’ko  let. 

               ～に ヴィリニュス.LOC すでに 数年 

Lith.  Mes   {gyven-ame / es-ame gyven-ę} 

               私たちは.1PL.NOM  住む-PRS.1PL / be-PRS.1PL 住む-ACT.PST.PTCP.M.PL.NOM 

Vilniuje   jau  kelis metus. 

ヴィリニュスに.LOC  すでに 数年 

  「私たちは，ヴィリニュスにすでに数年住んでいる．」 

 

表 5-29. 例文(45a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. gyven-ame (-PRS.1PL) 221 55 3 0 0 279 79% 20% 1% 0% 0% 

2. es-ame gyven-ę (be-PRS. 

1PL 住む-ACT.PST. 

PTCP.M.PL.NOM) 

6 27 92 38 116 279 2% 10% 33% 14% 42% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 36175)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(45) b. Russ.  On   ne  xod-it  

                彼は.3M.SG.NOM  NEG 行く-PRS.3SG   

na  rabotu  uže  celyj mesjac. 

～へ 仕事.ACC  すでに 丸 1 か月 

Lith.  Jis    {nein-a / nėr-a ėj-ęs}   

彼は.3M.SG.NOM  NEG.行く-PRS.3 / NEG.be-PRS.3 行く-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

į   darbą   jau  visą mėnesį. 

～へ 仕事.ACC  すでに 丸 1 か月 

「彼は，すでに丸 1 か月仕事に行っていない．」 

 

表 5-30. 例文(45b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. nein-a  

(NEG.行く-PRS.3) 
214 64 2 0 1 281 76% 23% 1% 0% 0% 

2. nėr-a ėj-ęs (NEG-be 

-PRS.3 行く-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

13 43 87 42 96 281 5% 15% 31% 15% 34% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 34326)の違いは有意である(p < 0.001)． 
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〈単なる動作〉の表現 

〈単なる動作〉の意味は，ロシア語の一般的な過去形，リトアニア語の非パーフェクト

の単純テンス形，いずれにおいても基本的な意味である．リトアニア語の分析的パーフェ

クト形は，とくに孤立発話において，〈単なる動作〉の意味をもつことが可能である．ただ

し，多くの場合，下の例文(46)のように，非パーフェクトの単純テンス形の容認度の方が高

い．例文(46)については，分析的パーフェクト形を「きわめて不自然」あるいは「容認でき

ない・非文」とみなした回答者が，合わせて 20％以上いた．表 5-31 と 5-32 を参照． 

 

(46) a. Russ. Oj,  kakuju  mašinu   kupi-l  naš  sosed! 

まあ なんという 車.ACC    買う-PST.M.SG        私たちの 隣人は.M.SG.NOM 

      Lith.  Oi,  kokią  mašiną  {nusipirk-o / [yr-a] nusipirk-ęs}   

まあ なんという 車.ACC    買う-PST.3 / be-PRS.3 買う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM    

mūsų  kaimynas! 

私たちの 隣人は.M.SG.NOM 

「まあ，なんという車を私たちの隣人は買ったことか！」 

 

表 5-31. 例文(46a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. nusipirk-o (買う-PST.3) 228 54 0 0 0 282 81% 19% 0% 0% 0% 

2. [yr-a] nusipirk-ęs ([be- 

PRS.3] 買う-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

23 101 94 28 36 282 8% 36% 33% 10% 13% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 29723.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(46) b. Russ. Kak  xorošo,  čto  vy   priš-li! 

なんて よい ～こと あなたが.2PL.NOM 来る-PST.PL 

Lith. Kaip  gerai, kad  jūs    {atėj-ote / es-ate atėj-ęs}! 

なんて よい   ～こと あなたが.2PL.NOM 来る-PST.2PL / be-PRS.2PL 来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

 「あなたが来てよかった（あなたが来たのはなんてよいことか）！」 

 

表 5-32. 例文(46b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atėj-ote (来る-PST.2PL) 230 49 2 0 0 281 82% 17% 1% 0% 0% 

2. es-ate atėj-ęs (be-PRS. 

2PL 来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

25 78 104 32 42 281 9% 28% 37% 11% 15% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 30438)の違いは有意である(p < 0.001)． 
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 先に述べたように，とりわけ，〈PFV〉意味に結びつく突発性の状況語 ką tik「たった今」

をともなう文においては，パーフェクト形の容認度は低い．下の例文(47)の場合は，パーフ

ェクト形を使用した文を「きわめて不自然」あるいは「容認できない・非文」とみなした

回答者が 30％以上いた．表 5-33 を参照．先に挙げた例文(43)および表 5-26 も参照されたい． 

 

(47)  Russ. Ja   tol’ko čto  vernu-l-sja   s  raboty. 

私は.1SG.NOM たった今  戻す-PST.M.SG-REFL  ～から 仕事.GEN 

Lith. Aš   ką tik   {grįž-au / es-u grįž-ęs}   

私は.1SG.NOM たった今  戻る-PST.1SG / be-PRS.1SG 戻る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

iš  darbo. 

～から 仕事.GEN 

  「私はちょうど仕事から戻ったところだ．」 

 

表 5-33. 例文(47)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. grįž-au (来る-PST.1SG) 231 50 0 0 0 281 82% 18% 0% 0% 0% 

2. es-u grįž-ęs (be-PRS.1SG 

来る-ACT.PST.PTCP.M. 

SG.NOM) 
12 65 113 32 59 281 4% 23% 40% 11% 21% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 35113)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

また，〈単なる動作〉を表す場合の中でも，とくに，〈PFV〉意味－〈順次性〉タクシスを

もち，連鎖的に生起する場面を表すときは，パーフェクト形の容認度はさらに低くなる．

たとえば，例文(48)では，「彼は私たちの家に昨日来た」という文で，パーフェクト形を用い

た文を「容認できない・非文」とみなす回答者が最も多かった．この文には，「今，彼は私

の部屋で寝ている」という文が続くため，〈パーフェクト性〉の要素も含むものの，その後の「明

日はリガへ出発する」という文によって，場面の生起の連鎖性が強調されているためではない

かと思われる．表 5-34 を参照． 

 

(48) Russ. On         priexa-l          k  nam   včera. 

彼は.3M.SG.NOM  来る-PST.M.SG   ～の所へ  私たち.DAT  昨日 

Sejčas on  sp-it  u  menja  v   komnate, 

今 彼は.3M.SG.NOM 眠る-PRS.3SG ～の所で 私.GEN ～で 部屋.LOC 

a  zavtra   ued-et  v Rigu. 

それで  明日 出発する-FUT.3SG ～へ リガ.ACC 

 



244 

     Lith. Jis   {atvažiav-o / [yr-a] atvažiav-ęs}    

彼は.3M.SG.NOM 来る-PST.3 / be-PRS.3 買う-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

pas  mus   vakar. 

～の所へ 私たち.ACC  昨日 

Dabar  jis   mieg-a   mano  kambaryje,  

今    彼は.3M.SG.NOM 眠る-PRS.3  私の 部屋で.LOC 

o  rytoj  išvažiuo-s  į  Rygą. 

それで  明日 出発する-FUT.3 ～へ リガ.ACC 

「彼は私たちの家に昨日来た．今，彼は私の部屋で寝ているが，明日はリガへ出発する．」 

 

表 5-34. 例文(48)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atvažiav-o (来る-PST.3) 221 59 2 0 0 282 78% 21% 1% 0% 0% 

2. [yr-a] atvažiavęs ([be- 

PRS.3] 来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

11 56 86 33 96 282 4% 20% 30% 12% 34% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 32324)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

さらに，例文(49)のように，継起的・連鎖的に続く出来事の生起が表現される場合には，パ

ーフェクト形の容認度はさらに低くなる．表 5-35 を参照． 

 

(49) Russ.  On     zakry-l        okno,   zadjornu-l    zanaveski 

        彼は.3M.SG.NOM   閉める-PST.M.SG   窓を.ACC 閉じる-PST.M.SG   カーテンを.ACC 

i    zasnu-l. 

そして 眠り込む-PST.M.SG 

  Lith.  Jis      {uždar-ė / [yr-a] uždar-ęs}      langą, 

彼は.3M.SG.NOM   閉める-PST.3 / be-PRS.3 閉める-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 窓を.ACC 

{užtrauk-ė / [yr-a] užtrauk-ęs}     užuolaidas 

閉める-PST.3 / be-PRS.3 閉める-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM   カーテンを.ACC 

        ir   užmig-o. 

そして 眠り込む-PST.3 

「彼は，窓を閉め，カーテンを閉めて，眠り込んだ．」 
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表 5-35. 例文(49)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. uždar-ė, užtrauk-ė  

(閉める-PST.3) 
229 53 0 0 0 282 81% 19% 0% 0% 0% 

2. [yr-a] uždar-ęs, užtrauk-ęs 

 (be-PRS.3 閉める-ACT. 

PST.PTCP.M.SG.NOM) 

0 16 92 35 139 282 0% 6% 33% 12% 49% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 39340)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

例文(50)のように，時間的隔絶性（ギャップ）がまったくなく，連続的に生起した突発的な

動作が表現される場合は，パーフェクト形の容認度はさらに低くく，「容認できない・非文」

という回答が 70％以上あった．表 5-36 を参照． 

 

(50) Russ.  Kogda   on  uvide-l   menja,      

       ～とき   彼は.3M.SG.NOM 見る-PST.M.SG   私を.1SG.ACC   

on   pobledne-l. 

彼は.3M.SG.NOM  青ざめる-PST.M.SG 

Lith.  Kai    mane   pamat-ė,      

       ～とき   私を.ACC 見る-PST.3 

jis   {išbal-o / [yr-a] išbal-ęs}. 

彼は.3M.SG.NOM  青ざめる-PST.3 / be-PRS.3 青ざめる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「私を見て，彼は青ざめた．」 

 

表 5-36. 例文(50)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. išbal-o (青ざめる-PST.3) 229 52 1 0 0 282 81% 18% 0% 0% 0% 

2. [yr-a] išbal-ęs ([be-PRS. 

3] 青ざめる-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

1 2 49 23 207 282 0% 1% 17% 8% 73% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 39865.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

5.5.3 相対的テンス 

以上，本章では，分析的パーフェクト形のアスペクト的側面について論じてきたが，こ

こでは，そのテンス的側面に目を転じてみよう．先述の通り（5.3.4），アカデミー文法の規

定によれば，「分析的パーフェクト形の意味は常に相対的である」とされ（LG: 243），その

テンス的側面は，非パーフェクトの単純テンスに対して相対的な時間を表す相対的テンス

として特徴づけられている．だが，筆者のおこなったアンケート調査によって，この形式

を相対的テンスと呼ぶことが不適当であることが証明された． 
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まず，アカデミー文法で挙げられている例文に関するアンケート調査の結果を，ロシア

語と対照しながら分析しよう．ロシア語の動詞には，相対的テンスを表す特別な形式はな

く，一般的なテンス形式がそれに代わって用いられる．一方，リトアニア語では，従属節

において，主動詞（主節の述語動詞）の単純テンス形に対する相対的な〈先行性〉を分析

的パーフェクト形と非パーフェクトの単純テンス形，いずれによっても表すことができる．

例文(52)を参照されたい．「彼は家から持って来たものを食べている／食べていた／食べる

だろう」のように，従属節において，主動詞の単純テンス形に対する相対的な〈先行性〉

を表す場合，基本的に，分析的パーフェクト形，および，非パーフェクトの単純テンス形，

いずれを用いても「（きわめて）自然である」と 80％以上の回答者がみなした．ただし，主

動詞の単純テンス形が現在／過去／未来テンスの場合を比較すると，それぞれの容認度に

若干の違いが出た．まず，主動詞の現在形に対する〈先行性〉を表す場合，現在パーフェ

クト形と非パーフェクトの単純過去形の容認度に有意な違いはなかった（例文(52a)）．それ

に対して，主動詞の過去形に対する〈先行性〉を表す場合，過去パーフェクト形は非パー

フェクトの単純過去形よりも容認度が高く，過去パーフェクト形を「きわめて自然」と認

める回答者は 67％であり，非パーフェクトの単純過去形の 37％よりも高い割合を占めた（例

文(52b)）さらに，主動詞の未来形に対する相対的な〈先行性〉を表す場合は，未来パーフ

ェクト形よりも非パーフェクトの単純未来形の方がやや優勢という結果が出た（例文(52c)）．

表 5-37 から 5-39 を参照．  

 

(52) a. Russ.  On      est        to, čto    

                彼は.3M.SG.NOM  食べる.PRS.3SG  ものを    

prinjos       iz  doma. 

持って来る.PST.M.SG  ～から 家.GEN 

Lith.  Jis           valg-o      tai, ką 

彼は.3M.SG.NOM 食べる-PRS.3  ものを 

{atsineš-ė / [yr-a] atsineš-ęs}     iš  namų. 

                持って来る-PST.3 / be-PRS.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べている．」 

       

表 5-37. 例文(52a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atsineš-ė  

(持って来る-PST.3) 
121 131 17 2 11 282 43% 46% 6% 1% 4% 

2. [yr-a] atsineš-ęs ([be-PRS. 

3] 持って来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

123 116 33 4 6 282 44% 41% 12% 1% 2% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 8878)の違いは有意ではない(p = 0.5856)． 
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(52) b. Russ.  On       e-l        to,  čto   

                彼は.3M.SG.NOM  食べる.PST.M.SG  ものを    

      prinjos   iz  doma. 

       持って来る.PST.M.SG ～から  家.GEN 

  Lith.  Jis          valg-ė      tai, ką 

                彼は.3M.SG.NOM  食べる-PST.3    ものを 

            {atsineš-ė / buv-o atsineš-ęs }       iš  namų. 

                持って来る-PST.3 / be-PST.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べていた．」 

 

表 5-38. 例文(52b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

3. atsineš-ė  

(持って来る-PST.3) 
104 149 21 2 6 282 37% 53% 7% 1% 2% 

4. buv-o atsineš-ęs (be-PST. 

3 持って来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

188 81 8 2 3 282 67% 29% 3% 1% 1% 

 

※統計的有意性：3:4 (χ² = 4617.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(52) c. Russ.  On       bud-et   est’       to, čto  prines-jot 

               彼は.3M.SG.NOM  be-FUT.3SG 食べる.INF  ものを   持って来る-FUT.3SG  

      iz    doma. 

       ～から  家.GEN 

Lith.  Jis          valgy-s      tai, ką 

            彼は.3M.SG.NOM  食べる-FUT.3    ものを    

{atsine-š / bu-s atsineš-ęs}        iš  namų 

            持って来る-FUT.3 / be-FUT.3 持って来る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～から 家.GEN 

「彼は家から持って来たものを食べるだろう．」 

 

表 5-39. 例文(52c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

5. atsine-š  

(持って来る-FUT.3) 
184 84 5 2 5 280 66% 30% 2% 1% 2% 

6. bu-s atsineš-ęs (be-FUT.3 

持って来る-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

116 122 31 3 8 280 41% 44% 11% 1% 3% 

 

※統計的有意性：5:6 (χ² = 11440)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

※(52)の統計的有意性：1:5 (χ² = 30.59794, p < 0.001)，3:5 (χ² = 43.87531, p < 0.001)，2:4 (χ² = 39.71211, p < 

0.001)， 4:6 (χ² = 47.27820, p < 0.001)の違いは有意である．一方，1:3 (χ² = 1.19313, p = 0.9455)，2:6 (χ² = 

0.32966, p = 0.9970)の違いは有意ではない． 
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  上の例によって，リトアニア語では，主動詞の単純テンス形に対する〈先行性〉を表す

際，①非パーフェクトの単純過去形と分析的パーフェクト形のいずれの形式も使用される，

②いずれの形式の使用が優勢であるかは，テンスによって差異がある，③主動詞の単純テ

ンス形に対する〈先行性〉を表す分析的パーフェクト形の使用をテンス別に比較すると，

現在および未来テンスにおけるパーフェクト形に比べて，過去パーフェクト形はより容認

度が高い，ということが示される．その結果を見る限り，過去パーフェクト形は，最も相

対的テンスと呼ばれるに相応しい機能をもっているように思われる． 

だが，アンケート調査の結果から，相対的テンスとしての過去パーフェクト形の容認度

も，それを形成する動詞のアスペクト的特性と関わりがあることが分かった．まず，先に

述べたように（5.3.4），リトアニア語には，英語におけるようないわゆるテンスの一致の現

象が見られず，主節の動詞（主動詞）の単純テンス形に対する〈同時性〉タクシスを表す

場合，従属節の動詞は単純現在形で用いられる一方，〈先行性〉タクシスを表す場合には，

従属節の動詞は非パーフェクトの単純過去形で用いられる．このような場合，単純過去形

の代わりに分析的な過去パーフェクト形の使用も可能であるが，英語のように規則的では

ない．リトアニア語では，過去パーフェクト形が，〈パーフェクト性〉の意味をともなわず

に，専ら相対的な〈先行性〉を表すために用いられることはないのである．たとえば，限

界動詞 at-sinešti「持って来る」によって〈結果のパーフェクト〉を表した例文(52b)の容認

度は，次の例文(53)よりも高い．例文(53)では，pa-pasakoti「話す」（例文(53a)），atostogauti

「休暇を過ごす」（例文(53b)），sirgti「病んでいる，病気である」（例文(53c)）の順に，動詞

の〈限界性〉の程度が低くなるが，比例するように，これらの動詞から形成された分析的

過去パーフェクト形の容認度が低下している．例文(53)，および，表 5-40 から 5-42 を参照． 

 

(53) a. Aš   ne-žinoj-au,  kad jis   tau    

      私は.1SG.NOM NEG-知る-PST.1SG ～こと 彼が 3M.SG.NOM 君に.DAT  

{papasakoj-o / buv-o papasakoj-ęs   apie  mano  kelionę. 

      話す-PST.3 / be-PST.3 話す-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～について 私の 事故.ACC 

「私は，彼が君に私の事故についてすでに話したということを知らなかった．」 

 

表 5-40. 例文(53a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. papasakoj-o  

(話す-PST.3) 
213 63 2 0 2 280 76% 23% 1% 0% 1% 

2. buv-o papasakoj-ęs (be- 

PST.3 話す-ACT.PST. 

PTCP.M.SG.NOM) 

50 115 85 13 17 280 18% 41% 30% 5% 6% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 23801)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 



249 

(53) b. Aš   ne-žinoj-au,  kad  jūs   jau  

私は.1SG.NOM NEG-知る-PST.1SG ～こと あなたが.2PL.NOM すでに 

{atostogav-ote / buv-ote atostogav-ęs}     prie  jūros. 

休暇を過ごす-PST.2PL / be-PST.2PL 休暇を過ごす-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM ～で 海.GEN 

Jeigu  bū-čiau   žinoj-ęs,    ne-bū-čiau   

もし be-SBJV.PRS.1SG 知る-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM  NEG-be-SBJV.PRS.1SG  

jums  pasiūl-ęs   atostogauti  prie  jūros. 

あなたに.DAT 勧める-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 休暇を過ごす.INF ～で 海.GEN 

「私は，あなたが海で休暇を過ごしていたとは知りませんでした．もし知っていたら，

あなたに海で休暇を過ごすことを勧めたりしませんでした．」 

 

表 5-41. 例文(53b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. atostogav-ote  

(休暇を過ごす-PST.2PL) 
193 71 13 1 2 280 69% 25% 5% 0% 1% 

2. buv-ote atostogav-ęs (be- 

PST.2PL 休暇を過ごす 

-ACT.PST.PTCP.M.SG. 

NOM) 

50 84 99 16 31 280 18% 30% 35% 6% 11% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 22700)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(53) c. Kai  ji   man  praneš-ė   apie   tėvo    mirtį,  

     ～とき 彼女は.3F.SG.NOM 私に.DAT 伝える-PST.3 ～について  父親の.GEN 死.ACC 

pasak-ė  ir  tai, kad  jis   jau  seniai   sunkiai 

     言う-PST.3 ～も ～ことを 彼が.3M.SG.NOM すでに ずっと前から 重く 

{sirg-o / buv-o sirg-ęs}. 

病んでいる-PST.3 / be-PST.3 病んでいる-ACT.PST.PTCP.M.SG.NOM 

「彼女は，私に父親の死を私に伝えたとき，彼（父親）がすでにずっと前から重い病

気だったと言った．」 

 

表 5-42. 例文(53c)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. sirg-o (病む-PST.3) 218 51 5 0 6 280 78% 18% 2% 0% 2% 

2. buv-o sirg-ęs (be-PST.3 

 病む-ACT.PST.PTCP. 

M.SG.NOM) 
22 50 78 30 100 280 8% 18% 28% 11% 36% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 29525.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 
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以上のことから，アスペクト的意味とは関係なく，主動詞に対する相対的な時間関係を

表現する機能をもつ形式を相対的テンスと呼ぶならば，リトアニア語の分析的パーフェク

ト形は，相対的テンスの形式ではないと結論できる．リトアニア語では，英語のような，

いわゆる時制の一致という現象は見られず，とくに過去パーフェクト形が非パーフェクト

の単純過去形に対する〈先行性〉を表す機能を発達させていると考えられるものの，これ

も，いわゆる大過去（過去における過去）に相当するものではなく，あくまでも〈パーフ

ェクト性〉の意味を表すパーフェクト形であると言える． 

 

5.5.4 〈進行性〉と〈パーフェクト性〉の組み合わせ 

リトアニア語文法で伝統的に「始発テンス」（あるいは「継続テンス」）と呼ばれる，存

在・連辞動詞 būti と接頭辞 be-をともなった現在能動分詞からなる，リトアニア語の分析的

テンス形式の解釈をめぐっては，研究者の間で見解が異なり，いまだに統一的見解には至

っていない．これまでに述べてきた通り，本論文では，動的かつ具体的な過程という〈進

行性〉の意味と，相対的な〈先行性〉という〈パーフェクト性〉の意味をあわせもってい

る点を重視し，このテンス形式を「進行パーフェクト形」と呼んでいる．だが，動詞 būti

の過去形をともなう過去テンスの場合がほとんどで，未来テンスはまれであり，現在テン

スはほとんど用いられない．概して，この分析的テンス形式は，限界動詞から形成された

場合に，〈始発性〉の意味を表し，一方，非限界動詞から形成された場合に，〈持続性〉の

意味を表す．本節では，この形式の意味・機能と動詞の〈限界性〉の間の相関性，および，

容認度の関係を明らかにしておきたい． 

 

〈始発性〉の表現 

進行パーフェクト形は，限界動詞から形成されると，開始と中断の段階をもつ，限界に

到達しない場面を表す．自然な展開においては限界に到達するはずの限界的な動作が，〈限

界間づけ〉によって開始されなかったか中断されると，限界に向かおうとしていた動作に

対する，「動作は完成するはずであった」というムード的な意味が生じる．よって，主体が

〈人〉であるならば，これはふつう不成功に終わった意志的な動作となる．非パーフェク

トの単純テンス形によって，しばしば，動作の限界への到達を妨げる出来事が表される．

この意味を表す場合，非パーフェクトの単純テンス形は，副詞 tik「ちょうどその時」，staiga

「突然」，tuoj「すぐに」などの状況語をともなうことが多く，唐突に何らかの出来事が起

こったことにより，事態が意外な方向へ展開したことを示す．例文(54a)では，「彼女が電話

した」ことによって，「彼はすでに職場を出ようとしていた」のを妨げられたことを意味し

ている．また，例文(54b)では，「彼女はすでにパンケーキを焼こうとしていた」のを「突然

気分が悪くなった」ことによって中断したことを表している．このように，限界動詞から

形成されて〈始発性〉の意味を表す場合は，進行パーフェクト形の容認度は高い．類似し

た意味を表す，動詞 ketinti「～つもりである」の過去形と不定形を組み合わせた表現と同様
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に，「（きわめて）自然」とみなす回答者が 80％以上あった．表 5-43 および 5-44 を参照． 

 

(54) a. Kai  ji   paskambin-o,  jis   jau   

～とき 彼女が.3F.SG.NOM 電話する-PST.3 彼は.3M.SG.NOM すでに  

{buv-o be-išein-ąs / ketin-o išeiti}       iš  darbo. 

be-PST.3 PREF-出る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM / ～つもりである-PST.3 出る.INF   ～から 職場.GEN 

  「彼女が電話したとき，彼はすでに職場を出ようとしていたところだった．」 

 

表 5-43. 例文(54a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. buv-o be-išein-ąs (be- 

PST.3 PREF-出る-ACT. 

PRS.PTCP.M.SG.NOM) 

185 80 12 2 2 281 66% 28% 4% 1% 1% 

2. ketin-o išeiti (～つもり 

である-PST.3 出る.INF) 
137 125 16 2 1 281 49% 44% 6% 1% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 4890.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(54) b. Ji   jau  {buv-o be-kep-anti /  

彼女は.3F.SG.NOM すでに be-PST.3 PREF-焼く-ACT.PRS.PTCP.F.SG.NOM /  

ketin-o kepti}  blynus,   tik  staiga 

～つもりである-PST.3 焼く.INF パンケーキを.ACC ただ 突然 

jai  pasidar-ė  bloga. 

彼女は.DAT なる-PST.3  （気分が）悪い.ADJ.N 

  「彼女はすでにパンケーキを焼こうとしていたが，ちょうどそのとき突然気分が悪く

なった．」 

 

表 5-44. 例文(54b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. buv-o be-kep-anti (be- 

PST.3 PREF-焼く- ACT. 

PRS.PTCP.F.SG.NOM) 

131 105 32 5 8 281 47% 37% 11% 2% 3% 

2. ketin-o kepti (～つもり 

である-PST.3 焼く.INF) 
172 100 6 2 1 281 61% 36% 2% 1% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 2811)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

〈持続性〉の表現 

進行パーフェクト形は，非限界動詞から形成された場合には，本来，質的な均質性をもつ

非限界的な場面を〈限界間づけ〉ることによって，開始点・終結点をもたず変化のない持

続的なものとして場面を写し取る．この意味は，〈始発性〉を表す場合と比較してまれであ
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る．おそらく，非限界動詞は，敢えて分析的な進行パーフェクト形を使用しなくても，単

純過去テンスでも持続的な動作を表わすことができるからであろう．例文(55)のように，非

限界動詞から形成された過去テンスの進行パーフェクト形は，限界動詞から形成された場

合と比較して，容認度が低い．例文(55a)「彼女が入って来たとき，みなはすでにテーブル

について座っていた」，および，例文(55b)「母親が彼を寝かしつけるために来たとき，彼は

すでに眠っていた」における，進行パーフェクト形の容認度は，単純テンスの一般過去形

と比較して著しく低く，「（きわめて）自然」とみなす回答者は 60％に満たなかった．表 5-45

および 5-46 を参照． 

 

(55) a. Kai  ji   įėj-o,   visi   jau   

～とき 彼女が.3F.SG.NOM 入る-PST.3  みな.M.PL.NOM すでに 

{buv-o be-sėd-į / sėdėj-o}    prie   stalo. 

be-PST.3 PREF-座る-ACT.PRS.PTCP.M.PL.NOM / 座る-PST.3 ～の近くで  テーブル.GEN 

  「彼女が入って来たとき，みなはすでにテーブルについて座っていた．」 

 

表 5-45. 例文(55a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. buv-o be-sėd-į (be-PST.3 

 PREF-座る-ACT.PRS. 

PTCP.M.PL.NOM) 

28 89 92 26 46 281 10% 32% 33% 9% 16% 

2. sėdėj-o (座る-PST.3) 226 53 2 0 0 281 80% 19% 1% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 442.5)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(55) b. Jis   jau  {buv-o be-mieg-ąs / miegoj-o}, 

彼は.3M.SG.NOM すでに be-PST.3 PREF-眠る-ACT.PRS.PTCP.M.SG.NOM /眠る-PST.3 

kai  atėj-o   motina   jo  guldyti. 

～とき 来る-PST.3  母親が.F.SG.NOM 彼を.GEN 寝かす.INF 

  「母親が彼を寝かしつけるために来たとき，彼はすでに眠っていた．」 

 

表 5-46. 例文(55b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. buv-o be-mieg-ąs (be- 

PST.3 PREF-眠る-ACT. 

PRS.PTCP.M.SG.NOM) 

52 98 76 14 41 281 19% 35% 27% 5% 15% 

2. miegoj-o (眠る-PST.3) 199 69 9 2 2 281 71% 25% 3% 1% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 2161)の違いは有意である(p < 0.001)． 
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5.6 まとめ 

本章では，ロシア語との対照分析とアンケート調査の結果に基づいて，リトアニア語の

分析的なパーフェクト形の機能意味論的内容について詳細な考察をおこない，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． 

 

リトアニア語の分析的パーフェクト形におけるアスペクト的要素とタクシス的要素の相関

性は，以下のように図示することができる： 
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図 5-2. リトアニア語の分析的テンス形式におけるアスペクト表現とタクシス 

 

     〈状態性〉                               〈動作性〉 

 

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

                  

パーフェクト形   パーフェクト形 進行パーフェクト形 パーフェクト形 進行パーフェクト形  

          （限界を克服）   （限界に到達） （限界に未到達）       （限界とは無関係） 

〈1 次的状態〉〈2 次的状態〉   〈結果〉     〈始発〉    〈経験・不定〉   〈持続〉 

 

 

タクシス： 
〈同時性〉 

（＋〈先行性〉） 
 

〈先行性〉 

（＋〈同時性〉） 
 

〈同時性〉 

（＋〈先行性〉） 

 

また，本章では，分析的パーフェクト形のテンス的側面と容認度に関しては，以下のよ

うなことを詳細に論じた． 

 

6) 過去の場面の結果や効力が現在も引き続き残存していることを表す〈現在パーフェクト〉

の表現においては，būti の現在形をともなう現在パーフェクト形と非パーフェクトの単

純過去形のいずれも用いられ得る．〈状態パーフェクト〉を表す場合にはパーフェクト形

の方が用いられ，〈動作パーフェクト〉を表す場合には非パーフェクトの単純過去形の使

用が優勢である． 

7) 先行する過去の場面の結果や効力が後続する過去の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〉の表現においては，būti の過去形をともなう過去パーフェク

ト形と非パーフェクトの単純過去形のいずれも用いられ得る．過去パーフェクト形は，

現在パーフェクト形と比較すると，〈状態性〉のみならず〈動作性〉の表現にも，より広

く用いられる． 

 

6)と 7)に示した点は，以下の表 5-47 のようにまとめられる： 

 

表 5-47. 〈パーフェクト性〉とその周辺の表現におけるリトアニア語のパーフェクト形と

非パーフェクトの単純過去形の使用分布 

 〈現在パーフェクト〉 〈過去パーフェクト〉 

1)〈単なる状態〉 パーフェクト形 

2)〈状態パーフェクト〉 

3)〈動作パーフェクト〉 

パーフェクト形／単純過去形 

単純過去形が優勢 
パーフェクト形が優勢 

4)〈単なる動作〉 単純過去形 
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さらに，ロシア語との比較対照によっておこなった，本章におけるリトアニア語のパー

フェクトの表現に関する考察の結果は，以下の図 5-3 のようにまとめられる． 

 

図 5-3. リトアニア語における〈パーフェクト性〉の表現：ロシア語との比較対照 

1)〈単なる状態〉 2)〈状態パーフェクト〉 3)〈動作パーフェクト〉 4)〈単なる動作〉 

タクシス：     〈同時性〉         〈同時性〉           〈先行性〉         〈順次性／同時性〉 

（＋〈先行性〉）      （＋〈同時性〉） 

共起する 

アスペクト的

状況語： 

持続 － 片側限界的持続 － 点的な時間 － 点的な時間／持続 

Russ.                                                                      PFV／IPFV 動詞 

                                過去形・未来形 

               限界動詞                                        限界／非限界動詞 

Lith.                                                        単純過去形・未来形 

分析的パーフェクト形 

        : より基本的な意味 

        : より周辺的な意味の範囲 

 

 最後に，存在・連辞動詞 būti と接頭辞 be-をともなう現在分詞によって形成される進行パ

ーフェクト形の容認度については，以下のことを明らかにした． 

 

8) 限界動詞によって，先行する過去の場面において開始もしくは試みられた動作が，後続

する場面において中断されたという〈始発性〉の意味が表される場合には，進行パーフ

ェクト形は単純テンス形と同程度に容認される．一方，非限界動詞から形成されて，〈持

続性〉を表す場合には，進行パーフェクト形よりも，単純テンス形の使用の方が優勢で

ある． 

 

結びとして，リトアニア語のパーフェクト形の研究に関する今後の課題について触れて

おきたい．考察の中では触れなかったが，リトアニア語のアンケート調査の結果を年齢別

に見ると，10 代と 20 代は，それ以上の世代に比べて，パーフェクト形をより好んで用いる

傾向が認められる．パーフェクト形が現在あらたな文法化のプロセスを迎えつつある可能

性もあるが，この点についてはさらに調査・検証する必要があろう．今後は，通言語的に

仮定される文法化の経路の法則のみならず，ロシア語も含めた他の言語との接触によって

生じる変化をも視野に入れ，リトアニア語のテンス・アスペクト体系の実態を丹念に観察・

記述することを課題としたい． 
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6. 習慣過去形の意味と機能 

 

6.1  はじめに 

本章では，リトアニア語の習慣過去テンス（接尾辞 -dav- をともなう）のアスペクト的

特性について詳しく考察する．習慣過去テンスの意味と機能に関しては，前章で扱ったパ

ーフェクトと同様に，従来の研究において未解決のままであった問題である．筆者は，こ

の問題を解決するために，ロシア語との比較対照分析，および，アンケート調査という方

法を用いて，より包括的な説明をおこなう．とくに，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，という問題を，動詞のアスペクト的特性との相関性

の観点から解明する． 

すでに述べたように（3.4），リトアニア語の規範的なアカデミー文法とその伝統に従う研

究においては，この接尾辞 -dav- をともなう過去テンスは，過去に繰り返された動作を表

わす「多回的（頻回的）過去テンス」と定義されている．一方，これに対して無標の過去

テンスは「一回的過去テンス」と呼ばれてきた．「多回的過去」の他には，「反復的過去」，

および，「インパーフェクト」といった用語も用いられる．だが，リトアニア語では，無標

の過去形は，一回的な意味を表すのみならず，とくに，「何度も」，「しばしば」タイプの状

況語をともなって，多回的・反復的意味も表し得る．また，接尾辞 -dav- をともなう過去

形は，「ときに」，「まれに」タイプの状況語をともなって，非多回的・非頻回的な反復的意

味（「中断的 discontinuative」反復性）を表し得るし，「ずっと」，「絶えず」タイプの状況語

をともなって，非反復的（持続的）意味をも表し得る．よって，筆者は，この形式の本質

はその習慣的性質にあると考え，これを「習慣過去テンス」と称し，無標の過去テンスを

「一般過去テンス」と称して区別する．例文(1)を参照． 

 

(1) a. Jis        {kartais / dažnai / paprastai}   dirb-dav-o namie. 

彼は.3M.SG.NOM  ときどき しばしば ふつう  働く-HABIT-PST.3 家で 

  「彼は｛ときどき／しばしば／ふつう｝家で仕事をしたものだった．」 

b. Jis        {kartais / dažnai / paprastai}   dirb-o  namie. 

彼は.3M.SG.NOM   ときどき しばしば ふつう  働く-PST.3  家で 

「彼は｛ときどき／しばしば／ふつう｝家で仕事をしていた．」 

 

この点に関して，Comrie（1976）もまた，筆者と同様に，リトアニア語のこの接尾辞 -dav- 

をともなう過去形を習慣性を表す形式と見なしている．さらに，Roszko & Roszko（2000， 

2006）は，コーパスを用いた分析によって，習慣的性質を含むこのテンスのアスペクト的

特性の理解のために貢献している． 

 それでは，以上のことを踏まえ，本節で用いる用語の解説をおこないたい．意味論的な
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「習慣性 habituality」と「反復性 iterativity」の規定については，Comrie (1976: 27–28)の定義

を採用し，「習慣性」を「延長された長い期間にわたって特徴的な場面」の意味と定義し，

一方，「反復性 iterativity」を「ある特定の場面の繰り返しまたは何回かにわたる連続的生起」

として両者を区別する．また，筆者は，「習慣性」を，特殊なタイプの「反復性」として位

置づけられる「多回的（頻回的）frequentative 意味」，すなわち，主に「しばしば」タイプ

の状況語によって表される，「狭い間隔をおいて繰り返された場面の反復的意味」（Xrakovskij 

1997: 57–58）とも異なるものと規定する83． 

さらに，筆者は，Comrie (1976)や Lindstedt (1984)のアプローチを援用し，習慣性が複合的

なアスペクト的構造（Lindstedt のいわゆる「入れ子構造のアスペクト nested aspect」）をも

つという考え方を導入する．すでに過去の論文（櫻井 1999b）でも詳しく論じたように，筆

者は，〈習慣性〉を，場面のマクロ・レベルでのテンス・アスペクト的な特性と，ミクロ・

レベルでの特性，すなわち，個々のミクロ（下位）場面の内的構造の間の関係を表す，複

合的なテンス・アスペクト・カテゴリーとみなしている．例を挙げれば，「リマスが学生の

とき，彼はしばしば図書館で彼女に会って一緒に家に帰って来た」といった文において，

習慣過去形は習慣的であるマクロ場面と同時に，それを構成するそれぞれのミクロ場面

（「彼は彼女に図書館で会って一緒に帰って来た」）を描写するために機能するのである84．

なお，以降，意味論的な内容を指す場合には〈習慣的〉および〈習慣性〉と表記し，文法

的な習慣過去形を指す場合と明確に区別することにする． 

なお，本章でデータとして用いたアンケート調査結果は，主に以下の点を明らかにする

ために項目を立てたものである： 

 

(i) リトアニア語では，習慣過去形のみならず，（非習慣的な）一般過去形によっても，〈習

慣性〉の意味が表される．いかなる場合に，いかなる容認度で，これら 2 つの過去形は

〈反復性〉と〈習慣性〉の表現に用いられるのか． 

(ii) 上の(i) の問題に，動詞の〈限界的／非限界的〉意味はいかに関係しているのか． 

 

筆者の見解では，この点に関して，従来のリトアニア語研究では十分な議論がなされてい

ない．ゆえに，筆者は，リトアニアで実施したアンケート調査結果に基づいて，リトアニ

ア語の一般過去形と習慣過去形の使用分布の分析を試みる．  

本章は，以下のように構成される．まず，6.2 節では，リトアニア語の習慣過去テンス

                                                   

 
83 Xrakovskij (1997: 52–58) は，特別な（特殊化された）多回的（頻回的）frequentative テンス形式は，彼自

身のデータには見つかっていないと述べ，リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去形を特別な反復

的 iterative テンス形式であるとみなしている． 
84 この問題は，Dickey (2000) によって，スラヴ諸語におけるアスペクト的選択の観点から詳しい議論がな

されている．また，〈習慣性〉の一般的な特性に関しては，類型論的な観点から Dahl (1985) および Bybee 

et al. (1994) による概説がある．さらに，いわゆる「場面の複数性 plurality of situations」という意味論的

タイプとしての〈反復性〉に関するより広い議論は，Xrakovskij (1989, 1997) および Šluinskij (2006)によ

ってなされている． 
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に関する従来の研究を概説する．次に，6.3 節では，すでに本節で大まかに述べた〈習慣性〉

と〈反復性〉の概念についてより詳しく論じる．本章の中心をなすのは，筆者がおこなっ

たアンケート調査の結果に基づいて，リトアニア語の習慣過去テンスの機能を包括的に説

明する 6.4 節から 6.7 節である．6.4 節では，習慣過去形と〈反復性〉および〈習慣性〉に

関わる状況語との共起性を検証する．6.5 節では，ロシア語との対照分析に言及しつつ，リ

トアニア語における一般過去形と習慣過去形の使用分布を分析する．6.6 節では，リトアニ

ア語における習慣過去テンスの多義性・多機能性に関するさらなる観察をおこなう．最後

に，6.7 節で分析の結果をまとめる． 

 

6.2 従来の研究における問題点 

 アカデミー文法とそれに従う従来の研究においては，本章で扱う接尾辞 -dav- をともな

う習慣過去テンス（先述の通り，伝統的な用語で「多回的過去テンス」）は，「過去に繰り

返された動作を指し示す過去テンス」と定義されている．研究者らの解釈は，これが過去

テンスのアスペクト的なヴァリアントであり，「動作」の繰り返し・反復を表わす有標の形

式であるとする点では，一致しているようである（Ambrazas 1984）．だが，アカデミー文法

では，リトアニア語のアスペクトに関して，「PFV／IPFV」および「アスペクト」という（あ

るいはそれに相当する）術語は，主に，接頭辞・接尾辞によって形成される動詞の対を指

して限定的に用いられ，テンス形式はアスペクト形式として扱われていない（Sližienė 1995）．

このため，この過去テンスの意味が，〈PFV〉あるいは〈IPFV〉のいずれに属するか，とい

う点についての記述は，いっさい見当たらない． 

 一方，アカデミー文法によらず，テンス形式のアスペクトについても〈PFV／IPFV〉の

概念を導入した分析を行っている研究者の間では，「インパーフェクト imperfect」あるいは

「反復的過去テンス past iterative tense」等様々に称されることからも分かるように，この過

去テンスのアスペクトに関する解釈は一致しない．ここで，従来の研究における問題点を

明確にするため，この過去テンスに関する解釈のうち，代表的なものをいくつか取り上げ

て概観してみよう．まず，きわめて一般的な解釈となっている Senn (1949)を(2)，また，テ

ンス形式におけるアスペクトの分析をより重視する立場をとる Dambriūnas (1960)の解釈を

(3)に引用する． 

 

(2)  Lithuanian has the same general types of verbal aspect as Russian. However, in contrast to 

Polish and Russian, Lithuanian has both aspects in all basic tenses, including the present tense 

[...] In addition, there is a so-called imperfectum consuetudinis, a past tense expressing habitual 

or iterative action. This tense, usually called imperfect has only imperfective aspect, irrespective 

of the form of the verb. Any verb, whether it be perfective or imperfective in the preterit, present, 

and future, becomes iterative, i.e. a special type of imperfective, in this tense. (Senn 1949: 406) 
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(3)  The Lithuanian verbal aspect can be determined only by explaining aspect of different verbal 

forms. [...] Forms of the past iterative tense (imperfectum consuetudinis) can also be manifold – 

imperfective, perfective, or neutral. […] the past iterative form itself does not serve for 

expressing a certain aspect; it means past iterative or a habitual action. [...] Ordinarily, however, 

the aspect is as recognizable in these forms as in the other forms. (Dambriūnas 1960: 151–157) 

 

 以上のように，Senn は，この過去テンスを完全に IPFV であるものと捉えている．それに

対して，Dambriūnas はそのような解釈に否定的であり，この形式を，中立的 neutral，IPFV，

PFV のいずれでもあり得るものとし，アスペクト形式とは見なしていない．一方，同様に

これをアスペクト形式と見なさないものの，Dambriūnas とは根本的に異なる解釈としては，

Safarewicz (1967)のものが挙げられる．以下(4)に引用しよう（ポーランド語原文からの和訳

は本論文筆者による）． 

 

(4)「結論として，リトアニア語のインパーフェクトそれ自体は，明確なアスペクト表現の

ために役立ってはいないと言える；むしろ，インパーフェクト形で用いられる場合に，

当該の動詞が PFV か，あるいは，IPFV か，ということは明らかにならないということ

が，認識されるべきである．」 (Safarewicz 1967: 350) 

 

 この過去テンスのアスペクトに関する主な解釈を引用すると，次のようになる（［ ］内

および和訳は本論文筆者による）． 

 

(I)   「［この形式は］動詞の形式にかかわらず，IPFV アスペクトを専ら表わす．」 

 (Senn 1949: 406) 

(II)   「［この形式は］それ自体はいずれのアスペクトも表わさない」が，「IPFV，PFV，ま

たは中立的であり得る．」              (Dambriūnas 1960: 157–160) 

(III) 「［この形式は］それ自体はいずれのアスペクトも表わさず」，また，「IPFV とも PFV

とも定められない．」                (Safarewicz 1967: 350) 

 

アカデミー文法の解釈も含めて，こうした従来の主な解釈の不一致には，おそらく次の三

つの問題が関わっていると考えられる： 

 

①リトアニア語の動詞のアスペクト的特性についての規定が異なる． 

②〈反復性〉〈習慣性〉のアスペクト的解釈が一致していない． 

③一般過去テンスとの使い分けについての考察が不十分である． 

 

これらの代表的な解釈の間の不一致が，実際にテクスト分析を十分に行っていないことに
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由来することは明らかである． 

 まず，第 1 の問題については，本論文においてすでに詳細に論じてきたように，リトア

ニア語とロシア語の「動詞アスペクト」を同一視するのは誤りであり，ロシア語と同じよ

うに，リトアニア語の動詞が「PFV／IPFV」の「アスペクト的な対」を形成し，それらが

「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．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，

〈PFV：IPFV〉の対立が形態論的に具現化してい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． 

次に，第 2 の問題については，筆者は，〈IPFV〉を広義に捉え，Comrie（1976: 24–26）の

想定したように，〈習慣性〉を〈IPFV〉の下位類として捉える．ゆえに，この過去テンスの

形式を一義的に IPFV 形式であると考える．機能的な観点からすれば，〈習慣的〉，〈持続的〉，

および，〈脱時間的〉意味が〈IPFV〉の下位類として一つの統一的な概念を形成し，全体と

して〈PFV〉と 2 項対立をなしているという認識は重要である．というのも，〈PFV：IPFV〉

の対立は，テクスト（あるいは談話）において，それらがどのように機能しているのか，

ということと緊密に関わっているからである．では，〈習慣性〉は〈反復性〉とどのように

区別されるものか．両者の根本的違いは，〈習慣性〉が〈反復的〉であろうとなかろうと，

常に一義的に〈IPFV〉であるのに対して，単なる繰り返された場面を意味する〈反復性〉

は，〈PFV／IPFV〉いずれでもあり得る点にある．たとえば，「彼は 3 回ボタンを押した」

のように，ある場面が限定的な回数繰り返されたならば，それは〈PFV〉として認識され得

る．それに対して，たとえば，「彼は何回もボタンを押していた」のように，ある場面が不

定的な回数繰り返されたならば，それは〈IPFV〉として認識され得るのである．（この点に

ついては 6.3 節で詳しく論じる．） 

第 1，第 2 の問題と密接に関わる，第 3 の問題の解決，つまり，一般過去テンスとの使い

分けを明らかにするということは，本章の主要な目的である．この点に関して，基本的に

Senn と同じ立場をとる Musteikis (Mustejkis 1972), Geniušienė (Genjušene 1989; Geniušienė 

1997) は，これら 2 つの過去テンスの関係について，次のような解釈を提示している．すな

わち，「PFV 動詞」が対応する「IPFV 動詞」との対をなさない場合，あるいは，動詞が「双

アスペクト動詞」である場合，その一般過去形（彼らの用語法では「一回的過去テンス」）

は普通〈PFV〉意味をもつため，習慣過去形は「IPFV 化」の手段として用いられるという
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ことである．例文(5)を参照85． 

 

(5) a. Visaip atsitik-dav-o     (*atsitik-o)    mūsų  kaime. 

多種多様に 起きる-HABIT-PST.3  (*起きる-PST.3) 私たちの  村で.LOC 

  「私たちの村ではあらゆることが起きたものだった．」 

b. Rimas       dažnai atvažiuo-dav-o  (*atvažiav-o)  namo. 

リマスは.M.SG.NOM  しばしば   来る-HABIT-PST.3 (*来る-PST.3) 家に 

「リマスはしばしば家にやって（帰って）来た．」 

 

上のような考え方は，一般に広く受け入れられている．だが，それは，習慣過去テンスの

機能の一部に注目したもので，十分とは言えない．第一に，習慣過去テンスは単純な（非

習慣的な）〈持続性〉を表すことはできない．第 2 に，リトアニア語では，多くの場合，同

一の動詞が習慣過去形と一般過去形のいずれによっても〈習慣性〉を表わし得る．上の説

明によって，そのような場合の 2 つの過去形の間の相違を説明することはできない86．例文

(6)を参照． 

 

(6) Rimas      dažnai  {dirb-o / dirb-dav-o}     namie. 

リマスは.M.SG.NOM  しばしば    働く-PST.3 / 働く-HABIT-PST.3 家で 

「リマスはしばしば家で｛働いていた／働いたものだった｝．」 

 

筆者は，この過去テンスのアスペクトを複合的な意味構造をもつ〈習慣性〉の表現である

と見なすことによって，以上に述べたような従来の解釈の問題を解決できると考える．こ

の点を説明するために，筆者は，アスペクトの 2 つのレベル，すなわち，解釈 (I) におけ

る〈習慣的〉マクロ場面のレベルと，解釈 (II) におけるそのマクロ（全体）場面に従属す

るミクロ（下位）場面のレベルを区別する．従来の解釈 (I)，(II)，(III) の相違は，何より

も，解釈 (I) は主に一般過去形と習慣過去形を，解釈 (II) は習慣過去形どうしを，解釈 (III) 

は両方の関係を区別せずに観察していることから生じていると思われる．だが，習慣的な

マクロ場面のアスペクト (I) と，その内部のミクロ場面のアスペクト (II) を区別した上で，

両方のレベルを内包する複合的な意味構造として習慣過去テンスのアスペクト (III) を理

                                                   

 
85 例文 (5), (6), (12) および (14d) は Genjušene (1989)と Geniušienė (1997)からの引用である．ただし，本論

文筆者によって若干の変更が加えられ，グロスおよび和訳が付されている． 
86 なお，現代リトアニア語でも若干の方言においては，〈習慣性〉が標準語のようにはっきりと文法化せず，

この形式は，まれにしか用いられなかったり，まったく存在しなかったりする．そのような方言では，

接尾辞をともなった派生的な反復動詞をより広く用いて，標準語で習慣過去形を用いるような場合でも

ふつう一般過去形を用いる（中部アウクシュタイティヤ方言および西部ズーキヤ方言）．また，特定の助

動詞と不定形の組み合せという分析的方法が用いられる方言もある（ジェマイティヤ方言）（LKG (2): 

112；Arkadiev 2012）．リトアニア語と非常に近い関係にあるラトヴィア語においても，このようなタイプ

の特別な過去テンスの形式は認められない． 
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解するならば，これらの解釈は互いに矛盾することはない．例文 (7) を参照87． 

 

(7) a. Visaip   atsitik-dav-o    Kaukazo  kalnuose: 

多種多様に 起きる-HABIT-PST.3 コーカサスの.GEN  村々で.LOC 

kariau-dav-o  kaimyninės     tautos, 

闘う-HABIT-PST.3   隣人の.F.PL.NOM 諸民族が.F.PL.NOM 

susipeš-dav-o       giminės, 

いさかいを起こす-HABIT-PST.3    親戚が.F.PL.NOM 

susipyk-dav-o       kunakai [...] 

喧嘩する-HABIT-PST.3   味方が.M.PL.NOM 

「コーカサス（カフカス）山脈ではあらゆることが起きたものだった：近隣の諸民族が

闘ったり，親戚がいさかいを起こしたり，味方どうしが喧嘩したりしていた．」 

b. Kai  Rimas       buv-o   studentas, 

～時  リマスが.M.SG.NOM be-PST.3 学生.M.SG.NOM 

jis      dažnai  dirb-dav-o     bibliotekoje, 

彼は.3M.SG.NOM  しばしば      働く-HABIT-PST.3 図書館で.LOC 

kartais   ten   sutik-dav-o  ją 

ときどき   そこで   会う-HABIT-PST.3  彼女に.ACC 

ir   kartu   atvažiuo-dav-o  namo. 

そして 一緒に   来る-HABIT-PST.3 家に 

  「リマスは学生のとき，しばしば図書館で働き，時々彼女に会って，一緒に家に（帰

って）来たものだった．」 

 

筆者は，習慣過去テンスのマクロ場面のアスペクトは〈習慣性〉であって常に〈IPFV〉で

あるのに対して，ミクロ場面のレベルのアスペクトは〈PFV〉でも〈IPFV〉でもあり得る

と考える．たとえば，上の例(7b)では，習慣過去形によって表されているミクロ場面のレベ

ルに属する個々の出来事，「彼は図書館で働いていた」（〈IPFV〉），「そこで彼女に会った」

（〈PFV〉），「一緒に帰って来た」（〈PFV〉）は，全体としては長い期間にわたって特徴的な

〈習慣的〉マクロ場面を構成している．リトアニア語では，このタイプの用法は習慣過去

テンスに特徴的である．一方，一般過去テンスは習慣過去テンスに比べてよりまれにしか

〈習慣的〉意味を表さず，典型的にはこの種のアスペクトの複合的な意味構造に言及する

ことはない．筆者は，結論として，この点が，リトアニア語の 2 つの単純過去テンスの最

も重要な機能的相違であると考える．（この問題は 6.4 節から 6.6 節で詳細に検討する．） 

                                                   

 
87 例文 (7a) は，アカデミー文法および他の諸研究において，典型的な習慣過去テンスの例として用いら

れてきたものだが，原文は A. Vienuolis の小説『血まみれの復讐の岩』（Kruvinojo keršto uola）による． 
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6.3 〈反復性〉と〈習慣性〉の特性 

 

6.3.1 〈反復性〉と〈習慣性〉の相違88 

 ここで，6.1 で概説した本章の主要な概念についてより詳しく解説する．まず，意味論的

な〈習慣性〉の規定を明確にするために，しばしば混同される〈反復性〉との違いについ

て述べておきたい．筆者は，「反復性 iterativity」という用語を，場面の単なる繰り返し（the 

simple repetition of situations）(Comrie 1976)，すなわち，ある特定の場合におけるある動作が

繰り返し生起すること」（the repeated occurrences of an action on one particular occasion）(Dahl 

1994)を指して用いる．〈反復性〉と〈習慣性〉の間の境界線は連続的ではっきりしたもので

はないが，両者は主に状況語との共起性によって区別され得る． 

本論文の定義では，〈反復性〉は，習慣的でも非習慣的でもあり得る．典型的には，非

習慣的〈反復性〉の意味は，限定的あるいは不定的な回数を示すアスペクト的状況語と共

起するが，〈習慣性〉の意味は頻度あるいは習慣的持続を表す状況語と共起する．本論文で

は，〈反復性〉と〈習慣性〉に関わるアスペクト的な状況語を以下の(8)のように分類する89．

a から d の状況語は連続体をなし，段階的に〈反復的〉場面が〈習慣的〉場面になってゆく

ことを表わす． 

 

(8)〈反復性〉と〈習慣性〉に関わるアスペクト的な状況語 

a. 回数 

限定的回数：du kartus，dukart「2 回」 

不定的回数：keletą kartų「数回，何度か」，daug kartų「多数回，何度も」 

b. 周期：du kartus per savaitę「週に 2 回」，kasdien「毎日」，kiekvieną vasarą「毎夏」 

c. 頻度（間隔あるいは不定的繰り返し）：retai「まれに」， kartais「時に，時々」，dažnai「し

ばしば，よく」 

d. 習慣的持続：visada「いつも」，visuomet「常に，いつも」，nuolat「常に」 

 

さらに，時間的位置づけ等に関わる状況語もまた，〈反復性〉と〈習慣性〉の意味を際立

たせるために重要である． 本論文では，〈反復性〉と〈習慣性〉に関わる状況語を，1) 時

間的限定性，すなわち，限定的あるいは不定的時間の違い，2) 時間的位置づけ，すなわち，

                                                   

 
88 〈多回性〉と同じく〈習慣性〉と連続的関係にある，〈一般化性（総称性）genericity〉の意味は，リトア

ニア語の習慣過去テンスによっては表わされないので，本稿の考察対象から外すことにする．もともと，

この過去テンスは，ことわざ，格言，慣用句などにおいてはまったく現れず，また，実務的なテクスト

においても，まれにしか用いられないといった特徴がある． 
89 本論文とはやや異なる用語法が用いられているが，〈反復性〉や〈習慣性〉に関わるアスペクト的な状況

語の分類としては，他に，Xrakovskij（1987, 1989, 1997），Genjušene（1989），Geniušienė（1997），Sližienė

（1995）を参照されたい． 
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制限のある（短い）時間あるいは延長された（長い）期間の違い，および，3) 時間的遠隔

性，すなわち，過去テンスに関しては，近過去（近接過去）あるいは遠過去（遠隔過去）

等の観点からも区別する．例としては，1) aštuntą valandą「8 時に」のような限定的時間，

2) tą dieną「その日」のような制限のある（短い）時間，および，3) vakar「昨日」のような

近過去を表す状況語は，非習慣的〈反復性〉の意味とより密接に関連している．それに対

して，1) tuo metu「その頃，当時」，anksčiau「以前，かつて」のような不定的な時間， 2) vaikystėje

「子どもの頃，子ども時代」のような延長された期間，および，3) senovėje「昔，古くは」

のような遠過去を表す状況語は，〈習慣性〉の意味とより密接に関連している． 

 

6.3.2 〈反復性〉と〈習慣性〉の下位類 

 本論文では，さらに，〈反復性〉の 2 つの下位類として，〈PFV 反復性〉および〈IPFV 反

復性〉を区別する．筆者は，〈PFV 反復性〉を，ある繰り返された場面を内的時間構造に言

及することなく指し示すこと，すなわち，繰り返された場面に対する単一の全体（全一的

なもの）としての見方と定義することにする．〈PFV 反復性〉の意味は，たとえば，「彼は

ボタンを 3 回押した」のように，典型的には限定的回数を意味する状況語によって表され

る．それに対して，〈IPFV 反復性〉は，ある繰り返された場面の内的時間構造に言及するこ

と，すなわち，繰り返された場面に対する線状に連続する継続的な場面としての見方と定

義する．〈IPFV 反復性〉の意味は，たとえば，「彼はボタンを何度も／毎分押していた」の

ように，多数回の不定的回数，非習慣的周期，あるいは，頻度を意味する状況語によって

典型的に表される．  

さらに，本論文では，〈習慣性〉の 2 つの下位類として，〈習慣的反復性〉および〈習

慣的持続性〉を区別する．筆者は，〈習慣的反復性〉を，延長された（長い）期間にわたっ

て特徴的なものとなっているある繰り返された場面への言及と定義することにする．〈習慣

的反復性〉の意味は，たとえば，「彼はしばしば図書館で彼女に会ったものだった」のよう

に，典型的には，習慣的周期あるいは頻度を意味する状況語によって表される．それに対

して，〈習慣的持続性〉は，延長された（長い）期間にわたって特徴的なものとなっている

ある持続的な場面への言及と定義する．〈習慣的持続性〉の意味は，たとえば，「彼はいつ

も図書館で働いていたものだった」のように，習慣的持続を意味する状況語によって典型

的に表される． 

以上に定義したアスペクト的な意味を図式化すると，次の図 6-1 のようになるであろう． 
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図 6-1. 〈反復性〉と〈習慣性〉の図式 

 

1) 〈PFV 反復性〉 

            時間軸 

         ... 

 

「彼はボタンを 3 回押した．」 

 

2) 〈IPFV 反復性〉（非習慣的） 

 

    ….....… 

  

「彼はボタンを何度も（多数回）押していた．」 

 

3) 〈習慣的反復性〉 

 

            ..... 

  

「以前，学生の頃，彼はしばしば彼女に図書館で会ったものだった．」 

 

4) 〈習慣的持続性〉 

 

            – – – – –    

 

「以前，学生の頃，彼はいつも図書館で働いていた．」 

 

注意すべき点は，Padučeva（1985）や Xrakovskij（1997）が指摘したように， 前掲の(8)

に分類した，〈反復性〉と〈習慣性〉に関わるアスペクト的な状況語は（6.3.1），多義的で

あり得ることである．たとえば，visada「いつも」，nuolat「常に」タイプの状況語は，〈習

慣的持続性〉を表すが，動詞の意味やコンテクストによっては〈反復性〉を表すこともあ

る．例文 (9) を参照．例文 (9a) では，visada「いつも」は習慣的持続を意味する状況語と

して機能しているが，例文 (9b) では頻度を示している． 

 

(9) a. Durys     visada  bū-dav-o      atviros. 

ドアは.F.PL.NOM いつも    be-HABIT-PST.3  開いている.F.PL.NOM 

「ドアはいつも開いていたものだった．」 
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   b. Jis      visada  atidary-dav-o  duris. 

彼は.3M.SG.NOM    いつも   開ける-HABIT-PST.3  ドアを.ACC 

    「彼はいつもドアを開けたものだった．」 

 

6.3.3 〈習慣性〉のタクシス的関係と複合的意味構造 

 タクシス的関係について言えば，すでに本論文で詳しく論じてきたように，〈PFV〉は通

常〈順次性 sequence〉（継起性）のタクシスに関連しており，一方，〈IPFV〉は〈同時性〉

のタクシスに関連している．タクシス的関係の観点から見て，最も重要な〈反復性〉と〈習

慣性〉の間の相違は，以下のように要約される： 

 

i) 典型的には，〈PFV 反復性〉の意味は〈順次性〉のタクシスと結びついており，（非習慣

的な）〈IPFV 反復性〉は〈同時性〉のタクシスと結びついている．たとえば，「彼がボタン

を 3 回押したら，明かりがついた」という場面は，〈PFV 反復性〉の意味をもち，〈順次性〉

のタクシスと結びついている．一方，「彼はボタンを何度も押していたが，明かりはつかな

いままだった」という場面は，（非習慣的な）〈IPFV 反復性〉の意味をもち，〈同時性〉のタ

クシスと結びついている． 

ii)〈習慣性〉の意味は，まず一義的には，マクロ・レベルにおいて，〈同時性〉のタクシス

と結びついている．たとえば，「一人で暮らしていたとき，彼はいつも 8 時に起きたものだ

った」，あるいは，「彼はいつも私たちのためにおとぎ話を読んでくれたものだった．．．み

んな彼が大好きだった」のような習慣的場面は，マクロ・レベルでは〈同時性〉のタクシ

スと結びついている． 

(iii) 〈習慣的反復性〉と〈習慣的持続性〉の意味はいずれも，典型的には，マクロ・レベ

ルにおいては〈同時性〉のタクシスに関連している．だが，ミクロ・レベルにおいては，〈習

慣的反復性〉は〈PFV〉の意味を担い，〈順次性〉のタクシスと結びついている．それに対

して，〈習慣的持続性〉はミクロ・レベルで〈IPFV〉の意味を担い，〈同時性〉のタクシス

と結びついている．たとえば，「一人で暮らしていたとき，彼は 8 時に起き，私たちの所に

来て，朝食前にグラス 2 杯のミルクを飲んだものだった」のような習慣的な場面は，マク

ロ場面において〈習慣的反復性〉の意味をもつと同時に，それぞれのミクロ場面において

は〈PFV〉の意味をもっている．この場合，ミクロ場面のタクシスは〈順次性〉であって，

その下位場面は，「彼は起きた」→「私たちの所に来た」→「グラス 2 杯のミルクを飲んだ」

のように，順次的（継起的）に生起する．それと同時に，この〈習慣的〉マクロ場面は全

体としては複合的な〈IPFV〉意味を担っており，単純な〈IPFV〉意味をもつ「彼は一人で

暮らしていた」のような場面と〈同時性〉のタクシスによって関連する． それに対して，

「彼がおとぎ話を読んでいるとき，私たちはいつも座って聴いていたものだった．．． みん

な彼が大好きだった」のような習慣的な場面は，マクロ場面において〈習慣的持続性〉の

意味をもつと同時に，それぞれのミクロ場面においては〈IPFV〉の意味をもっている．こ
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の場合，ミクロ場面のタクシスは〈同時性〉であって，その下位場面は，「彼はおとぎ話を

読んでいた」／「私たちは座っていた」／「聴いていた」のように，同時的に生起する．

それと同時に，この習慣的なマクロ場面は，全体としては，複合的な〈同時性〉を通じて

「みんな彼が大好きだった」のような単純な〈IPFV〉場面と関連している． 

 以上を要約すると，〈習慣性〉が〈反復性〉を含む場合には，その長い期間にわたって特

徴的なマクロ場面を構成する，それぞれのミクロ場面のアスペクト的対立を明確に表すこ

とが可能なのである．筆者の考えるところ，この点に〈反復性〉と〈習慣性〉の最も重要

な機能的相違がある．〈習慣性〉の複合的な意味構造は，以下の図 6-2 のように示すことが

できる．  

 

図 6-2. 〈習慣性〉の複合的意味構造の図式 

 

1) 〈習慣的反復性〉の複合的意味構造 

時間軸 
a-b-c  a-b-c  a-b-c 

...  ...  ... 
 

「一人で暮らしていたとき，(a) 彼は 8 時に起き，(b) 私たちの所に来て，(c) 朝食前に

グラス 2 杯のミルクを飲んだものだった．」 

 

2) 〈習慣的持続性〉の複合的意味構造 

 
 a – – – 

                  b – – – 

                 c – – – 

 

「(a) 彼がおとぎ話を読んでいるとき，私たちはいつも (b) 座って (c) 聴いていたもの

だった．．． みんな彼が大好きだった．」 

 

6.4 2 つの過去テンス形式の状況語との共起性 

本節では，リトアニア語の一般過去形と習慣過去形，2 つの過去テンスと〈反復性〉お

よび〈習慣性〉に関する状況語の共起性について考察する．この問題に関する先行研究と

しては，Geniušienė (1997: 231)による分析がある．以下に引用してまとめる（和訳および括

弧［ ］内は本論筆者による）： 

 

i) 「多回的過去テンス［本論文の用語では習慣過去テンス］は，典型的には不定的繰り返

し indefinite repetition の状況語［頻度の状況語；dažnai「しばしば」タイプ］と共起する．」 
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ii) 「回数 count の状況語は，周期の状況語［du kartus per savaitę「週に 2 回」タイプ］であ

る場合のみ［習慣過去テンスとの共起が］可能である．そのような場合，IPFV と PFV

の間の違いは中和される．」 

 

 この点について，筆者はアンケート調査の結果に基づいてより詳細に実態を検討し，あ

らたに次のような解釈を提案する．まず，習慣過去テンスは，周期や頻度を表す状況語と

はほぼ同程度に自然に共起する．だが，回数の状況語は，その回数が限定的回数であるか

否か，多いか少ないか，という点が重要であり，そのような区別なしに一般過去形・習慣

過去形との共起性を判断することは適当ではない．筆者が(8)で示したように，まず限定的

回数と不定的回数の状況語に分類した上で，不定的回数の状況語の場合はその回数の多

さ・少なさにも着目する必要がある．なぜなら，アンケート調査の結果では，習慣過去テ

ンスと回数の状況語との共起可能性は，限定的回数を表す状況語の場合は確かにきわめて

低いものの，不定的回数を表す状況語の場合は高くなる．とくに，その回数が keletą kartų 「数

回，何度か」の場合に比べて，daug kartų「多数回，何度も」のように多数回の場合には容

認度が高い．例文(10a)，および，そのアンケート調査の結果の容認度を示す表 6-4 を参照． 

 

(10) a. Aš  {du kartus / keletą kartų / daug kartų / kasdien / dažnai}  

私は.1SG.NOM  2 回      数回        多数回（何度も） 毎日  しばしば      

sutik-dav-au  ją  bibliotekoje. 

会う-HABIT-PST.1SG  彼女に.ACC   図書館で.LOC 

「私は｛2 回／何回か／何度も／毎日／しばしば｝図書館で彼女に会ったものだった．」 

 

表 6-4. 例文(10a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. du kartus「2 回」 6 5 45 43 180 279 2% 2% 16% 15% 65% 

2. keletą kartų「数回」 7 48 81 46 97 279 3% 17% 29% 16% 35% 

3. daug kartų「多数回」 65 107 66 14 27 279 23% 38% 24% 5% 10% 

4. kasdien「毎日」 178 73 16 4 8 279 64% 26% 6% 1% 3% 

5. dažnai「しばしば」 208 62 5 2 2 279 75% 22% 2% 1% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 20.500)，2:3 (χ² = 92.327)，および，3:4 (χ² = 38.645) の違いはいずれも有意であ

る(p < 0.001)．一方，4:5 (χ² = 5.563, p = 0.2343)の違いは有意ではない． 

 

 それに対して，一般過去テンスは，限界動詞形成の場合，概して，限定的回数のみなら

ず不定的回数の状況語とも自然に共起するが，回数が daug kartų「多数回，何度も」のよう

に多数回の場合には容認度が低くなり，周期や頻度の状況語とはまったく共起しない．例

文(10b)，および，表 6-5 を参照． 
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(10) b. Aš    {du kartus / keletą kartų / daug kartų / kasdien / dažnai} 

 私は.1SG.NOM  2 回      数回       多数回    毎日    しばしば        

sutik-au   ją       bibliotekoje. 

  会う-PST.1SG  彼女に.ACC  図書館で.LOC 

「私は｛2 回／何回か／何度も／毎日／しばしば｝図書館で彼女に会った．」 

 

表 6-5．例文(10b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. du kartus 「2 回」 179 95 4 1 0 279 64% 34%  1%  0%  0% 

2. keletą kartų「数回」 179 92 5 2 0 278 64% 33%  2%  1%  0% 

3. daug kartų 「多数回」 101 121 41 2 13 278 36% 44% 15%  1% 5% 

4. kasdien 「毎日」 1 16 38 35 188 278 0% 6% 14% 13% 68% 

5. dažnai 「しばしば」 5 12 65 47 149 278 2% 4% 23% 17% 54% 

 

※統計的有意性：2:3 (χ² = 24.90163) および 3:4 (χ² = 270.35515)の違いはいずれも有意である (p < 0.001)． 

一方，1:2 (χ² = 0.03662, p = 0.9998) および 4:5 (χ² = 2.52741, p = 0.6397) の違いは有意ではない． 

 

 また，筆者の見るところ，時間的位置づけに関わる状況語との共起可能性もまた，リト

アニア語の 2 つの過去形の間の違いを理解するうえで重要である．筆者のアンケート調査

の結果によれば，習慣過去テンスは，vaikystėje「子どもの頃，子ども時代」，anksčiau「以

前，かつて」，senovėje「昔，古くは」のような，不定的時間や延長された（長い）期間に

わたる遠過去を表す状況語と自然に共起する．それに対して，tą dieną「その日」，vakar「昨

日」のような，限定的時間や短期間の近過去を表す状況語が，習慣過去テンスと用いられ

ることはまれである．例文(11a)，および，表 6-6 を参照． 

 

(11) a. {Vakar / šią savaitę / šį mėnesį / vaikystėje / anksčiau}  aš    sutik-dav-au 

昨日   今週       今月     子ども時代   以前    私は.1SG.NOM   会う-HABIT-PST.1SG 

   ją     bibliotekoje. 

彼女に.ACC  図書館で.LOC 

「｛昨日／今週／今月／子ども時代／以前｝私は図書館で彼女に会ったものだった．」 
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表 6-6．例文(11a)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. vakar「昨日」 14 18 47 38 160 277 5% 6% 17% 14% 58% 

2. šią savaitę「今週」 25 70 77 35 70 277 9% 25% 28% 13% 25% 

3. šį mėnesį「今月」 62 118 62 15 20 277 22% 43% 22% 5% 7% 

4. vaikystėje 

「子ども時代」 
168 82 18 4 5 277 61% 30% 6% 1% 2% 

5. anksčiau「以前」 205 63 7 1 1 277 74% 23% 3% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 36.041), 2:3 (χ² = 52.249)，および，3:4 (χ² = 40.531)の違いは有意である (p < 0.001)．

一方，4:5 (χ² = 7.083, p = 0.1315) の違いは有意ではない． 

 

 これとは対照的に，一般過去テンスは，限定的時間や短期間の近過去を表す状況語と自

然に共起するが，限界動詞の場合には，不定的時間や延長された期間にわたる遠過去を表

す状況語とは共起しにくい．例文(11b)，および，表 6-7 を参照． 

 

(11) b. {Vakar / šią savaitę / šį mėnesį / vaikystėje / anksčiau}  aš     sutik-au 

昨日    今週         今月        子ども時代  以前        私は.1SG.NOM  会う-PST.1SG 

   ją     bibliotekoje. 

彼女に.ACC  図書館で.LOC 

「｛昨日／今週／今月／子ども時代／以前｝私は図書館で彼女に会った．」 

 

表 6-7．例文(11b)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. vakar「昨日」 191 80 3 1 2 277 69% 29% 1% 0%  1% 

2. šią savaitę「今週」 177 95 4 0 1 277 64% 34% 1% 0% 0% 

3. šį mėnesį「今月」 119 140 15 0 3 277 43% 51% 5%  0% 1% 

4. vaikystėje 

「子ども時代」 
20 48 53 29 127 277 7% 17% 19% 10% 46% 

5. anksčiau「以前」 25 55 65 35 97 277 9% 20% 23% 13% 35% 

 

※統計的有意性：2:3 (χ² = 10.5694, p = 0.03185)および 3:4 (χ² = 258.6204, p < 0.001)の違いは有意である．一

方，1:2 (χ² = 0.7263, p = 0.9480)および 4:5 (χ² = 4.3397, p = 0.3620)の違いは有意ではない． 

 

一方，リトアニア語の動詞のアスペクト的特性と 2 つの過去テンスの間の相関関係の問

題は，これまで考えられていたよりも複雑であるように思われる．Geniušienė (1997: 229–230)

は，「動詞アスペクト」との関係に着目して，2 つの過去テンスと状況語の共起性に関する

分析をおこなっている．以下に引用してまとめる（和訳および括弧［ ］内は本論筆者によ

る）： 
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1) 「状態動詞を除く IPFV 動詞［無接頭辞動詞 kelti-s「起きる，起きている」を用いて例証

されている］の一般過去形は，アクチュアルな場面を指し示す場合以外，いずれのタイ

プの状況語［dažnai「しばしば」のような頻度のタイプおよび du kartus「2 回」のような

回数のタイプ］とも共起する．」 

2) 「PFV 動詞［有接頭辞動詞 at-si-kelti「起きる，起き上がる」を用いて例証されている］

の一般過去形は，反復性を表すために，回数の状況語［du kartus「2 回」のような回数の

タイプ］と典型的に共起する．」 

3) 「テクストにおいて，PFV 動詞の多回的過去形［習慣過去形］は，反復性を強調するた

めに，とりわけしばしば不定的繰り返しの状況語［dažnai「しばしば」のような頻度のタ

イプ］をともなって生起する．」 

 

上のような規定の解釈に留意しつつ，筆者は，伝統的にいわゆる「アスペクト的な対」の

典型例として用いられてきたこれらの動詞，すなわち，「IPFV動詞」と呼ばれる kelti-sと「PFV

動詞」と呼ばれる at-si-kelti を例として取り上げ，この問題を再検討してみたい． 

筆者のアンケート調査の結果によれば，限定的回数の状況語 du kartus「2 回」と限定的

で短期間の近過去を表す状況語 šią savaitę「今週」の場合，kelti-s と at-si-kelti いずれの動詞

の一般過去形も，大部分のインフォーマントによって，ほぼ等しい容認度で「（きわめて）

自然である」とみなされている．これとは対照的に，これら 2 つの動詞の習慣過去形は，

ほぼ等しい容認度で「（きわめて）不自然」もしくは「容認できない・非文」とみなされて

いる．例文(12a)，および，表 6-8 を参照． 

 

(12) a. Šią savaitę  jis      du kartus {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė 

今週    彼は.3M.SG.NOM    2 回  起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 

/ kel-dav-o-si / at-si-kel-dav-o}                     anksti. 

/ 起こす-HABIT-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3 早く 

「今週，彼は 2 回早く起きた．」 

 

表 6-8．例文(12a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kėl-ė-si  

(起こす-PST.3-REFL) 
161 107 11 3 0 282 57% 38%  4%  1%  0% 

2. at-si-kėl-ė (PREF-REFL- 

起こす-PST.3) 
152 116 8 3 3 282 54% 41%  3%  1%  1% 

3. kel-dav-o-si (起こす- 

HABIT-PST.3-REFL) 
9 29 99 45 100 282  3% 10% 35% 16% 35% 

4. at-si-kel-dav-o (PREF-REFL 

-起こす-HABIT-PST.3) 
8 23 79 45 127 282  3% 8% 28% 16% 45% 

 

※統計的有意性：1:3 (χ² = 414.05261), 1:4 (χ² = 474.25630), 2:3 (χ² = 400.32048，および，2:4 (χ² = 459.55157)

の違いは有意である (p < 0.001)．一方，1:2 (χ² = 0.11579, p = 1.000)および 3:4 (χ² = 2.04245, p = 1.000)の違

いは有意ではない． 
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不定的回数の状況語でも daug kartų「多数回，何度も」のように多数回を意味するものと，

šį mėnesį 「「今月」（šią savaitę「今週」よりも期間が長い）を意味する時間的位置づけの状

況語の組み合わせの場合には，kelti-s の一般過去形が最も容認される．この場合，kelti-s と

at-si-kelti いずれの動詞の習慣過去形も，at-si-kelti の一般過去形と容認度において大きな違

いはない．例文(12b)，および，表 6-9 を参照． 

 

(12) b. Šį mėnesį   jis       daug kartų {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė 

今月  彼は.3M.SG.NOM   多数回（何度も）     起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 

/ kel-dav-o-si / at-si-kel-dav-o}                     anksti. 

/ 起こす-HABIT-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3  早く 

「今月，彼は何度も早く起きた．」 

 

表 6-9．例文(12b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kėl-ė-si  

(起こす-PST.3-REFL) 
158 94 24 3 2 281 56% 33% 9% 1%  1% 

2. at-si-kėl-ė (PREF-REFL- 

起こす-PST.3) 
58 132 68 5 18 281 21% 47% 24% 2% 6% 

3. kel-dav-o-si (起こす- 

HABIT-PST.3-REFL) 
98 111 42 15 14 280 35% 40% 15% 5%  5% 

4. at-si-kel-dav-o (PREF-REFL 

-起こす-HABIT-PST.3) 
69 103 58 17 33 280 25% 37% 21% 6% 12% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 66.85118, p < 0.001), 1:3 (χ² = 26.45017, p = 0.03355), 1:4 (χ² = 77.58423, p < 0.001)の

違いは有意である．一方，2:3 (χ² = 9.20081, p = 0.8668), 2:4 (χ² = 0.39934, p = 1.000)，および，3:4 (χ² = 

13.43383, p = 0.5688)の違いは有意ではない． 

 

頻度の状況語 dažnai「しばしば」と šį mėnesį「今月」という状況語の組み合わせの場合，

一般過去形と習慣過去形の容認度は逆転する．この場合，at-si-kelti の一般過去形の容認度

が最も低く，kelti-s の習慣過去形は最も容認度が高い．例文(12c)，および，表 6-10 を参照． 

 

(12) c. Šį mėnesį   jis       dažnai  {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė 

今月       彼は.3M.SG.NOM    しばしば   起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 

  / kel-dav-o-si / at-si-kel-dav-o}                   anksti. 

/ 起こす-HABIT-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3  早く 

「今月，彼はしばしば早く起きた．」 
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表 6-10．例文(12c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kėl-ė-si  

(起こす-PST.3-REFL) 
103 128 40 4 6 281 37% 46% 14% 1%  2% 

2. at-si-kėl-ė (PREF-REFL- 

起こす-PST.3) 
8 44 112 43 74 281 3% 16% 40% 15% 26% 

3. kel-dav-o-si (起こす- 

HABIT-PST.3-REFL) 
182 82 9 3 5 281 65% 29% 3%  1%  2% 

4. at-si-kel-dav-o (PREF-REFL 

-起こす-HABIT-PST.3) 
110 122 29 9 11 281 39% 43% 10%  3%  4% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 214.08689, p < 0.001), 1:3 (χ² = 28.90462, p = 0.01655), 2:3 (χ² = 400.32048, p < 0.001), 

2:4 (χ² = 218.51936, p < 0.001), 3:4 (χ² = 27.30700, p = 0.02633)の違いは有意である．一方，1:4 (χ² = 0.02271, p 

= 1.000) の違いは有意ではない． 

 

さらに，習慣的持続の状況語 visada「いつも」とより長い期間にわたる遠過去を表す表現

kai jis gyveno vienas「彼が一人で暮らしていた頃」を組み合わせた場合，習慣過去形は kelti-s

の一般過去形よりも容認度が高くなる．とくに，kelti-s の習慣過去形は最も容認度が高い．

それに対して，at-si-kelti の一般過去形はこのような状況語とはまったく共起しない．例文

(12d)，および，表 6-11 を参照． 

 

(12) d. Kai   jis     gyven-o    vienas,   visada {kėl-ė-si / at-si-kėl-ė 

～時  彼は.3M.SG.NOM 暮らす-PST.3  1.M.SG.NOM いつも 起こす-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-PST.3 

  / kel-dav-o-si / at-si-kel-dav-o}                     anksti. 

/ 起こす-HABIT-PST.3-REFL / PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3  早く 

「一人で暮らしていた頃，彼はいつも早く起きたものだ．」 

 

表 6-11．例文(12d)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kėl-ė-si  

(起こす-PST.3-REFL) 
86 145 34 6 10 281 31% 52% 12%  2% 4% 

2. at-si-kėl-ė (PREF-REFL- 

起こす-PST.3) 
0 14 94 42 131 281 0%  5% 33% 15% 47% 

3. kel-dav-o-si (起こす- 

HABIT-PST.3-REFL) 
209 67 4 0 1 281 74% 24% 1% 0% 0% 

4. at-si-kel-dav-o (PREF-REFL 

-起こす-HABIT-PST.3) 
125 126 20 4 6 281 44% 45% 7% 1% 2% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 299.13619, p < 0.001), 1:3 (χ² = 70.06859, p < 0.001), 2:3 (χ² = 658.75651, p < 0.001), 

2:4 (χ² = 412.66898, p < 0.001，および，3:4 (χ² = 28.64387, p = 0.01787)の違いは有意である．一方，1:4 (χ² = 

9.11256, p = 0.8716)の違いは有意ではない． 

 

以上，本節で検証したデータに基づいて，筆者は，Geniušienė (1997)の解釈を以下のよう

に修正・発展することができると考える： 
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1) kelti-s「起きる」のような無接頭辞・限界動詞（伝統的な用語で「IPFV 動詞」）と，それ

に接頭辞を付加して得られる at-si-kelti のような有接頭辞動詞（同じく「PFV 動詞」）の

一般過去形は，非習慣的な反復を表す状況語，すなわち，限定的回数の状況語や制限の

ある短い期間にわたる近過去を表す状況語と最も自然に共起する． 

2) kelti-s「起きる」タイプの動詞の一般過去形は，他のいずれの形式よりも，不定的な多数

回を意味する回数の状況語と自然に共起する．ただし，at-si-kelti タイプの動詞の一般過

去形や，kelti-s と at-si-kelti いずれのタイプの動詞の習慣過去形もまた，ある程度におい

て，不定的な多数回を表す状況語と自然に共起する． 

3) kelti-s と at-si-kelti いずれのタイプの動詞の習慣過去形も，kelti-s タイプの動詞の一般過去

形よりも，頻度の状況語とより自然に共起する．一方，at-si-kelti タイプの動詞の一般過

去形は，頻度の状況語とは自然に共起しない． 

4) kelti-s と at-si-kelti いずれのタイプの動詞の習慣過去形も，習慣的な状況語，すなわち，

習慣的持続を表す状況語，および，延長された長い期間にわたる遠過去を表す状況語と

きわめて自然に共起する． 

5) 概して，kelti-s タイプの動詞は，〈反復性〉や〈習慣性〉を表すいずれの状況語とも，at-si-kelti

タイプの動詞よりも自然に共起する． 

 

アンケート調査の結果は，リトアニア語の接尾辞 -dav- をともなう過去テンスが，たと

えば状況語のような語彙的手段によらずに，過去における〈習慣性〉の意味を表す文法的

形式であることを証明している．また，それと同時に，リトアニア語における動詞のアス

ペクト的特性と 2 つの過去テンスの相関性に関する伝統的な解釈を根本的に再検討する必

要があることも示唆するものである．（この問題は次の 6.5 節で詳しく論じる．）  

 

6.5 過去テンスにおける〈反復性〉と〈習慣性〉の表現 

以上に述べたことを前提に，本節では，リトアニア語における〈限界性〉を中心とした

動詞のアスペクト的特性と 2 つの過去テンスの間の相関関係の問題へと議論を進める．リ

トアニア語とロシア語の間の相違に言及しつつ，筆者は，リトアニア語の過去テンスにお

ける〈反復性〉と〈習慣性〉の表現について，アンケート調査の結果に基づき詳細に検討

する． 

ロシア語は，〈習慣性〉を表す特別なテンス形式をもたない点で，根本的にリトアニア語

とは異なっている．ロシア語では，〈PFV〉と〈IPFV〉の意味論的な対立は，動詞アスペク

ト，すなわち，PFV 動詞と IPFV 動詞の対によって具現化されている．したがって，〈反復

性〉と〈習慣性〉の表現のうち，〈PFV 反復性〉のみ PFV 動詞によって表され，それ以外の

意味，非習慣的な〈IPFV 反復性〉－〈習慣的反復性〉－〈習慣的持続性〉という意味の連

続体は，すべて IPFV 動詞によって表される．一方，ロシア語とは異なり，リトアニア語で

は，これら 3 つの意味の連続体は，一般過去形と習慣過去形という 2 つの過去形と，限界
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動詞と非限界動詞の組み合わせによって表される． 

 

6.5.1 〈反復性〉の表現 

ロシア語では，〈PFV 反復性〉の意味は，限定的回数の状況語を共起する PFV 動詞によっ

て表される． また，概して，〈PFV 反復性〉の意味を表す動詞形式は，v vosem’ časov「8

時に」のような，点的な時間を表す状況語と自然に共起する．リトアニア語では，〈PFV 反

復性〉の意味は，習慣過去形によって表されず，一般過去形によってのみ表される．例文(13)

を参照． 

 

(13) Russ. V vosem’ časov  on      tri raza   na-davi-l         na   knopku 

8 時に  彼は.3M.SG.NOM   3 回   PREF-押す-PST.M.SG （～を） ボタンを.ACC 

      zvonka,  no  dver’  nikto  ne  otkry-l. 

  ベルの.GEN だが ドアを.ACC 誰も.NOM NEG 開ける-PST.M.SG 

Lith. Aštuntą valandą  jis     tris kartus  pa-spaud-ė    skambučio  

8 時に  彼は.3M.SG.NOM   3 回     PREF-押す-PST.3  ベルの.GEN 

mygtuką,  bet durų  niekas ne-atidar-ė. 

ボタンを.ACC だが ドアを.GEN 誰も.NOM NEG-開ける-PST.3 

「彼は 8 時にボタンを 3 回押したが，誰もドアを開けなかった．」 

 

リトアニア語では，典型的には限界動詞の一般過去形が〈PFV 反復性〉を表す．注目すべ

きことは，限界動詞の方が限定的回数の状況語とより自然に共起することは確かではある

が，非限界動詞もまたこの意味をもち得ることである．例文(14)を参照されたい．例文(14a)

の klausyti (įrašą)「（録音を）聴く」や例文(14b)の kartoti (tą žodį)「（その言葉を）繰り返す」 

のような，無接頭辞・非限界動詞の一般過去形（直接目的語をともなう）は，大多数のイ

ンフォーマントによって「（きわめて）自然である」とみなされている．ただし，それらの

容認度は，有接頭辞・限界動詞の per-klausyti「聴く，聴き終える」(14a)や pa-kartoti「繰り

返す」(14b)に比べて低い．表 6-12 と 6-13 を参照． 

 

(14) a. Jis       du kartus  {klaus-ė / per-klaus-ė 

彼は.3M.SG.NOM  2 回        聴く-PST.3 / PREF-聴く-PST.3 

 / klausy-dav-o / per-klausy-dav-o}     įrašą, 

/ 聴く-HABIT-PST.3 / PREF-聴く-HABIT-PST.3   録音を.ACC 

 bet ne viską   suprat-o. 

だが     NEG    すべてを.ACC  分かる-PST.3 

 「彼は録音を 2 回聴いたが，すべては分からなかった．」 
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表 6-12．例文(14a)の容認度 

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. klaus-ė (聴く-PST.3) 89 156 30 0 4 279 32% 56% 11% 0%  1% 

2. per-klaus-ė 

 (PREF-聴く-PST.3) 
201 65 6 2 5 279 72% 23%  2%  1%  2% 

3. klausy-dav-o 

 (聴く-HABIT-PST.3) 
4 12 64 52 146 278 1%  4% 23% 19% 53% 

4. per-klausy-dav-o (PREF 

-聴く-HABIT-PST.3) 
6 12 48 51 161 278 2%  4% 17% 18% 58% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 38.4562), 1:3 (χ² = 298.9415), 1:4 (χ² = 318.2018), 2:3 (χ² = 551.8380)，および，2:4 (χ² 

= 577.8985)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，3:4 (χ² = 0.3006, p = 0.9999)の違いは有意ではな

い． 

 

(14) b. Jis       du kartus {kartoj-o / pa-kartoj-o 

彼は.3M.SG.NOM   2 回  繰り返す-PST.3 / PREF-繰り返す-PST.3 

  / karto-dav-o / pa-karto-dav-o}            tą  žodį, 

/ 繰り返す-HABIT-PST.3 / PREF-繰り返す-HABIT-PST.3 その 単語を.ACC 

bet  ji  ne-suprat-o. 

だが    彼女は.3F.SG.NOM   NEG-分かる-PST.3 

「彼はその単語を 2 回繰り返したが，彼女は分からなかった．」 

 

表 6-13．例文(14b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kartoj-o (繰り返す-PST.3) 45 164 54 8 9 280 16% 59% 19% 3% 3% 

2. pa-kartoj-o 

 (PREF-繰り返す-PST.3) 
235 41 1 1 2 280 84% 15% 0% 0% 1% 

3. karto-dav-o 

 (繰り返す-HABIT-PST.3) 
3 25 84 54 114 280 1% 9% 30% 19% 41% 

4. pa-karto-dav-o (PREF 

-繰り返す-HABIT-PST.3) 
12 22 76 55 114 279 4% 8% 27% 20% 41% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 142.1862), 1:3 (χ² = 177.4163), 1:4 (χ² = 156.5702), 2:3 (χ² = 637.2575)，および，2:4 (χ² 

= 597.1664)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，3:4 (χ² = 0.6512, p = 0.9987)の違いは有意ではな

い． 

 

限界動詞に反復性を意味する接尾辞 -inė- を付加して形成された非限界動詞（いわゆる反復

動詞）の場合も同様である．perraš-inė-ti「（反復的に）書き直す」のような，このタイプの

有接尾辞・非限界動詞の一般過去形も限定的回数を表す状況語と共起可能であるが，

perrašyti「書き直す」のような無接尾辞・限界動詞の一般過去形の方がより自然に共起する．

例文(14c)，および，表 6-14 を参照． 
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(14) c. Jis       du kartus    {perraš-inėj-o / perraš-ė 

彼は.3M.SG.NOM    2 回        書き直す-ITER-PST.3 / 書き直す-PST.3 

/ perraš-inė-dav-o / perrašy-dav-o}        laišką. 

書き直す-ITER-HABIT-PST.3 / 書き直す-HABIT-PST.3  手紙を.ACC 

「彼は 2 回手紙を書き直した．」 

 

表 6-14．例文(14c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. perraš-inėj-o 

 (書き直す-ITER-PST.3) 
68 127 61 11 14 281 24% 45% 22% 4% 5% 

2. perraš-ė (書き直す-PST.3) 211 70 1 0 0 282 75% 25% 0% 0% 0% 

3. perraš-inė-dav-o (書き直す 

-ITER-HABIT-PST.3) 
22 57 86 37 79 281  8% 20% 31% 13% 28% 

4. perrašy-dav-o 

 (書き直す-HABIT-PST.3) 
30 80 95 30 47 282 11% 28% 34% 11% 17% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 137.9878), 1:3 (χ² = 119.2280), 1:4 (χ² = 52.9902), 2:3 (χ² = 513.7466)，および，2:4 (χ² 

= 361.9985)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，3:4 (χ² = 13.2476, p = 0.06630)の違いは有意では

ない． 

 

pa-mesti「失う，なくす」(< mesti「投げる，ほうる」)のように，限界動詞が対応する非限

界動詞をもたないこともある．このような場合，概して，限界動詞の一般過去形のみが〈PFV

反復性〉を表すのに用いられる．例文(14d)，および，表 6-15 を参照． 

 

(14) d. Šį mėnesį   jis      du kartus  {pamet-ė / pames-dav-o}   

今月 彼は.3M.SG.NOM  2 回    なくす-PST.3 / なくす-HABIT-PST.3   

raktą. 

鍵を.ACC 

「今月，彼は 2 回鍵をなくした．」 

 

表 6-15．例文(14d)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. pamet-ė (なくす-PST.3) 219 58 2 1 1 281 78% 21% 1% 0% 0% 

2. pames-dav-o 

 (なくす-HABIT-PST.3) 
3 7 64 32 175 281 1%  2% 23% 11% 62% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 393.265)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

また，ロシア語では，非習慣的な〈IPFV 反復性〉は，典型的には，不定的回数の多数回

の状況語をともなった IPFV 動詞によってのみ表される．さらに，〈IPFV 反復性〉を表す動

詞形式は，(načinaja) s vos’mi časov「8 時から」のような，持続の状況語と自然に共起する．
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それに対して，リトアニア語では，このタイプの状況語は，習慣過去形ともある程度は共

起可能であるが，一般過去形とより自然に共起する．例文(15a)を参照． 

 

(15) a. Russ. S vos’mi časov  on      mnogo raz    davi-l  na    knopku 

8 時から 彼は.3M.SG.NOM   多数回      押す-PST.M.SG （～を） ボタン.ACC 

       zvonka, no  dver’  nikto  ne  otkry-l. 

   ベルの.GEN だが ドアを.ACC 誰も.NOM NEG 開ける-PST.M.SG 

Lith. Nuo aštuonių valandų jis     daug kartų  {spaud-ė / spaus-dav-o}    

8 時から  彼は.3M.SG.NOM   多数回    押す-PST.3 / 押す-HABIT-PST.3 

   skambučio  mygtuką,  bet durų niekas  ne-atidar-ė. 

ベルの.GEN ボタンを.ACC だが ドアを.GEN 誰も.NOM NEG-開ける-PST.3 

  「彼は 8 時から何度もベルのボタンを押していたが，誰もドアを開けなかった．」 

 

リトアニア語では，例文(15b)の klausyti「聴く」や例文(15c)の kartoti「繰り返す」のような，

無接頭辞・非限界動詞の一般過去形の容認度は，それらに接頭辞を付加して形成された有

接頭辞・限界動詞の per-klausyti「聴く，聴き終える」や pa-kartoti「繰り返す」とほぼ同じ

容認度で不定的回数の多数回の状況語と共起する．表 6-16 と 6-17 を参照． 

 

(15) b. Jis      daug kartų  {klaus-ė / per-klaus-ė 

彼は.3M.SG.NOM  多数回    聴く-PST.3 / PREF-聴く-PST.3 

 / klausy-dav-o / per-klausy-dav-o}     įrašą,        

/ 聴く-HABIT-PST.3 / PREF-聴く-HABIT-PST.3 録音を.ACC 

kad  gerai  išmok-tų. 

～ために  よく  学ぶ-SBJV.PRS.3 

「彼はよく学ぶために何度も録音を聴いた．」 

 

表 6-16．例文(15b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. klaus-ė (聴く-PST.3) 101 124 38 7 10 280 36% 44% 14% 3% 4% 

2. per-klaus-ė 

 (PREF-聴く-PST.3) 
131 105 30 5 9 280 47% 38% 11%  2% 3% 

3. klausy-dav-o 

 (聴く-HABIT-PST.3) 
80 107 53 12 26 278 29% 38% 19% 4% 9% 

4. per-klausy-dav-o (PREF 

-聴く-HABIT-PST.3) 
75 105 52 21 26 279 27% 38% 19%  8%  9% 

 

※統計的有意性：2:3 (χ² = 20.0778, p = 0.005404)，および，2:4 (χ² = 26.8361, p < 0.001)の違いはいずれも有意

である．一方，1:2 (χ² = 3.6464, p = 0.8195), 1:3 (χ² = 6.6114, p = 0.4704), 1:4 (χ² = 10.6982, p = 0.1523，および， 

3:4 (χ² = 0.4894, p = 0.9995)の違いは有意ではない． 
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(15) c. Jis       daug kartų  {kartoj-o / pa-kartoj-o 

彼は.3M.SG.NOM    多数回  繰り返す-PST.3 / PREF-繰り返す-PST.3 

/ karto-dav-o / pa-karto-dav-o}            tą  žodį, 

/ 繰り返す-HABIT-PST.3 / PREF-繰り返す-HABIT-PST.3   その 単語を.ACC 

kad    ji   supras-tų. 

～ために 彼女が.3F.SG.NOM   分かる-SBJV.PRS.3 

「彼女が分かるように，彼は何度もその単語を繰り返した．」 

 

表 6-17．例文(15c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. kartoj-o (繰り返す-PST.3) 135 125 16 2 2 280 48% 45% 6% 1%  1% 

2. pa-kartoj-o 

 (PREF-繰り返す-PST.3) 
155 98 18 2 7 280 55% 35% 6% 1% 3% 

3. karto-dav-o 

 (繰り返す-HABIT-PST.3) 
92 107 47 14 20 280 33% 38% 17% 5% 7% 

4. pa-karto-dav-o (PREF 

-繰り返す-HABIT-PST.3) 
78 103 56 15 27 279 28% 37% 20%  5% 10% 

 

※統計的有意性：1:3 (χ² = 20.3360, p = 0.004888), 1:4 (χ² = 38.1980), 2:3 (χ² = 26.4775)，および，2:4 (χ² = 

46.4651)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，1:2 (χ² = 0.4046, p = 0.9997，および，3:4 (χ² = 2.7919, 

p = 0.9036)の違いは有意ではない． 

 

限界動詞に反復性を意味する接尾辞 -inė- を付加して形成された非限界的動詞の場合も同

様である．perraš-inė-ti「（反復的に）書き直す，書き直している」のような有接尾辞・非限

界動詞と perrašyti「書き直す」のような無接尾辞・限界動詞の一般過去形は，ほぼ同程度の

容認度で不定的回数の多数回の状況語と共起可能である．例文(15d)，および，表 6-18 を参

照． 

 

(15) d. Jis       daug kartų  {perraš-inėj-o / perraš-ė 

彼は.3M.SG.NOM    多数回      書き直す-ITER-PST.3 / 書き直す-PST.3 

/ perraš-inė-dav-o / perrašy-dav-o}        laišką. 

/ 書き直す-ITER-HABIT-PST.3 / 書き直す-HABIT-PST.3  手紙を.ACC 

「彼は手紙を何度も書き直した．」 

 

 

 

 

 

 

 



280 

表 6-18．例文(15d)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. perraš-inėj-o 

 (書き直す-ITER-PST.3) 
130 117 22 7 4 280 46% 42% 8%  3% 1% 

2. perraš-ė (書き直す-PST.3) 145 101 17 4 14 281 52% 36%  6%  1% 5% 

3. perraš-inė-dav-o (書き直す 

-ITER-HABIT-PST.3) 
70 95 68 22 25 280 25% 34% 24%  8% 9% 

4. perrašy-dav-o 

 (書き直す-HABIT-PST.3) 
78 105 69 13 16 281 28% 37% 25% 5% 6% 

 

※統計的有意性：1:3 (χ² = 56.5318), 1:4 (χ² = 32.9910), 2:3 (χ² = 66.6988)，および，2:4 (χ² = 40.8570)の違いは

いずれも有意である(p < 0.001)．一方，1:2 (χ² = 0.4201, p = 0.9997)，および，3:4 (χ² = 3.1506, p = 0.8707)の

違いは有意ではない． 

 

pa-mesti「失う，なくす」のように，対応する非限界動詞をもたない限界動詞の場合，一般

過去形のみが不定的回数の多数回の状況語と自然に共起する．例文(15e)，および，表 6-19

を参照． 

 

(15) e. Šį mėnesį        jis     daug kartų     {pamet-ė / pames-dav-o} 

今月  彼は.3M.SG.NOM  多数回  なくす-PST.3 / なくす-HABIT-PST.3 

      raktą. 

鍵を.ACC 

「今月，彼は鍵を何度もなくした．」 

 

表 6-19．例文(15e)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. pamet-ė (なくす-PST.3) 139 106 21 4 11 281 49% 38% 7% 1% 4% 

2. pames-dav-o  

(なくす-HABIT-PST.3) 
74 54 68 29 56 281 26% 19% 24% 10% 20% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 393.265)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

さらに，ロシア語では，IPFV 動詞のみが，非習慣的な周期あるいは頻度を表す状況語と共

起する．それに対して，リトアニア語では，概して，一般過去形よりも，習慣過去形の方

が，このタイプの状況語とより自然に共起する．例文(16a)を参照． 

 

(16) a. Russ. Včera noč’ju    on      často davi-l        na   knopku 

昨夜   彼は.3M.SG.NOM  しばしば   押す-PST.M.SG （～を） ボタンを.ACC 

zvonka, no  dver’  nikto  ne  otkryva-l. 

   ベルの.GEN だが ドアを.ACC 誰も.NOM NEG 開ける-PST.M.SG 
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   Lith. Vakar naktį     jis      dažnai  {spaud-ė / spaus-dav-o} 

   昨夜  彼は.3M.SG.NOM  しばしば    押す-PST.3 / 押す-HABIT-PST.3  

skambučio   mygtuką,  bet durų niekas   

   ベルの.GEN ボタンを.ACC だが ドアを.GEN 誰も.NOM  

{ne-atidar-ė / ne-atidary-dav-o}. 

NEG-開ける-PST.3 / NEG-開ける-HABIT-PST.3 

「昨夜，彼はしばしばボタンを押したが，誰もドアを開けなかった．」 

 

リトアニア語では，有接頭辞・限界動詞の一般過去形は，非習慣的な周期あるいは頻度の

状況語と自然に共起しない．対応する非限界動詞をもたない限界動詞の場合，限界動詞の

一般過去形はふつう〈PFV〉意味をもつため，原則として，習慣過去形のみが頻度の状況語

をともなって用いられる．例文(16b)，および，表 6-20 を参照． 

 

(16) b. Tą dieną  jie      dažnai  {pamet-ė / pames-dav-o}   raktą. 

      その日 彼らは.3M.PL.NOM   しばしば   なくす-PST.3 / なくす-HABIT-PST.3   鍵を.ACC 

「その日，彼らはしばしば鍵をなくした．」 

 

表 6-20．例文(16b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. pamet-ė (なくす-PST.3) 8 35 113 36 90 282 3% 12% 40% 13% 32% 

2. pames-dav-o  

(なくす-HABIT-PST.3) 
143 97 20 11 11 282 51% 34%  7%  4%  4% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 393.265)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

6.5.2 〈習慣性〉の表現 

ロシア語では，〈習慣的反復性〉の意味は，概して，頻度または習慣的持続を表す状況語

を共起する IPFV 動詞によって表される．さらに，〈習慣的反復性〉を表す動詞形式は，v vosem’ 

časov「8 時から」のような，点的な時間を表す状況語と共起し得る．リトアニア語では，〈習

慣的反復性〉の意味は，一般過去形によっても表されるが，習慣過去形によってより自然

に表される．例文(17a)を参照． 

 

(17) a. Russ. Ran’še  on      každyj den’  davi-l        na  knopku 

以前     彼は.3M.SG.NOM   毎日    押す-PST.M.SG （～を） ボタンを.ACC 

zvonka  v vosem’ časov, no  dver’ 

ベルの.GEN  8 時に  だが ドアを.ACC 
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nikto  ne  otkryva-l. 

誰も.NOM NEG 開ける-PST.M.SG 

   Lith. Anksčiau  jis      kasdien {spaud-ė / spaus-dav-o}  skambučio  

以前     彼は.3M.SG.NOM  毎日   押す-PST.3 / 押す-HABIT-PST.3   ベルの.GEN 

mygtuką aštuntą valandą,  bet durų 

   ボタンを.ACC 8 時に  だが ドアを.F.PL.GEN 

niekas  ne-atidary-dav-o. 

誰も.NOM NEG-開ける-HABIT-PST.3 

「以前，彼は毎日 8 時にベルのボタンを押したが，誰もドアを開けなかった．」 

 

リトアニア語では，〈習慣的反復性〉の意味を最も自然に表すのは，限界動詞の習慣過去形

である．例文(17b)，および，表 6-21 を参照． 

 

(17) b. Kiekvieną rytą  jis      {gėr-ė / iš-gėr-ė 

毎朝   彼は.3M.SG.NOM  飲む-PST.3 / PREF-飲む-PST.3 

 / ger-dav-o / iš-ger-dav-o}             dvi stiklines   pieno. 

/ 飲む-HABIT-PST.3 / PREF-飲む-HABIT-PST.3 2   グラスを.ACC   ミルク.SG 

「毎朝，彼はグラス 2 杯のミルクを飲んだものだ．」 

 

表 6-21．例文(17b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. gėr-ė (飲む-PST.3) 34 106 82 24 35 281 12% 38% 29% 9% 12% 

2. iš-gėr-ė (PREF-飲む-PST.3) 5 13 88 40 135 281 2% 5% 31% 14% 48% 

3. ger-dav-o (飲む-HABIT- 

PST.3) 
91 150 36 2 2 281 32% 53% 13%  1% 1% 

4. iš-ger-dav-o (PREF-飲む- 

HABIT-PST.3) 
236 38 4 1 1 280 84% 14%  1%  0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 80.59), 1:3 (χ² = 65.31), 1:4 (χ² = 213.14), 2:3 (χ² = 291.00), 2:4 (χ² = 555.85)，および，

3:4 (χ² = 42.48)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)． 

 

また，限界動詞に反復性を意味する接尾辞 -inė- を付加して非限界的動詞が形成される場合，

限界動詞の習慣過去形の容認度は，わずかながら接尾辞 -inė- をともなう非限界的動詞より

も高い．例文(17c)，および，表 6-22 を参照． 

 

(17) c. Jis       dažnai  {perraš-inėj-o / perraš-ė 

彼は.3M.SG.NOM  しばしば      書き直す-ITER-PST.3 / 書き直す-PST.3 
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/ perraš-inė-dav-o / perrašy-dav-o}        laiškus. 

/ 書き直す-ITER-HABIT-PST.3 / 書き直す-HABIT-PST.3 手紙を.ACC 

「彼はしばしば手紙を書き直したものだ．」 

 

表 6-22．例文(17c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. perraš-inėj-o  

(書き直す-ITER-PST.3) 
81 132 49 12 8 282 29% 47% 17% 4%  3% 

2. perraš-ė (書き直す-PST.3) 11 49 116 34 72 282 4% 17% 41% 12% 26% 

3. perraš-inė-dav-o (書き直す 

-ITER-HABIT-PST.3) 
137 105 26 7 7 282 49% 37%  9%  2%  2% 

4. perrašy-dav-o (書き直す 

-HABIT-PST.3) 
149 112 16 4 1 282 53% 40%  6%  1%  0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 164.893), 1:3 (χ² = 14.884), 1:4 (χ² = 31.125), 2:3 (χ² = 278.859)，および，2:4 (χ² = 

339.298)の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，3:4 (χ² = 2.962, p = 0.3976)の違いは有意ではない． 

 

一方，限界動詞が対応する非限界動詞をもたない場合，習慣過去形のみが〈習慣的反復性〉

を表すことができる．この点に関する，Geniušienė (1997) の解釈を以下に引用しよう（和訳

と括弧［ ］内は本論文筆者による；Genjušene 1989 も参照）： 

 

「duoti「与える」のような双アスペクト動詞の一般過去形は，それらの動詞の［一般］過

去形が PFV 意味をもつにもかかわらず，大多数の IPFV 動詞と同様に，いずれのタイプの

状況語［頻度の状況語と回数の状況語；それぞれ dažnai「しばしば」と du kartus「2 回」が

例として挙げられている］とも結びつくのである．」 

 

しかしながら，筆者のアンケート調査の結果に関する限り，伝統的に「双アスペクト dual 

aspect 動詞」と呼ばれるこのタイプの限界動詞の一般過去形は，dažnai「しばしば」のよう

な頻度を表す状況語とは自然に共起しない．例文(18)，および，表 6-23 から 6-25 を参照．

なお，主体が複数の場合(18c)は，単数の場合(18a, b)よりも容認度がやや高めという結果が

出た． 

 

(18) a. Jis       dažnai  {baig-ė / baig-dav-o}        darbą 

彼は.3M.SG.NOM  しばしば      終える-PST.3 / 終える-HABIT-PST.3 仕事を.ACC 

      šeštą valandą. 

6 時に 

「彼はしばしば 6 時に仕事を終えたものだ．」 
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表 6-23．例文(18a)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. baig-ė (終える-PST.3) 3 31 89 38 119 280 1% 11% 32% 14% 43% 

2. baig-dav-o (終える-HABIT- 

PST.3) 
237 42 0 0 1 280 85% 15%  0% 0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 541.70140)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(18) b. Jis       dažnai {gav-o / gau-dav-o}            laiškus     

彼は.3M.SG.NOM  しばしば   受け取る-PST.3 / 受け取る-HABIT-PST.3   手紙を.ACC   

iš  namų. 

～から 家.GEN 

「彼はしばしば家から手紙を受け取ったものだ．」 

 

表 6-24．例文(18b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. gav-o (受け取る-PST.3) 3 48 87 36 107 281 1% 17% 31% 13% 38% 

2. gau-dav-o (受け取る 

-HABIT-PST.3) 
239 40 0 0 2 281 85% 14% 0% 0% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 500.66879)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(18) c. Jis     {mir-ė / nu-mir-ė}(1)     nuo  gripo. 

彼は.3M.SG.NOM    死ぬ-PST.3 / PREF-死ぬ-PST.3 ～から インフルエンザ.GEN 

Tuo metu žmonės  dažnai {mir-ė / mir-dav-o}(2) 

その頃 人々は.M.PL.NOM  しばしば 死ぬ-PST.3 / 死ぬ-HABIT-PST.3 

nuo  gripo. 

～から  インフルエンザ.GEN 

「彼はインフルエンザで死んだ．その頃人々はしばしばインフルエンザで死んだものだ．」 

 

表 6-25．例文(18c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. mir-ė (死ぬ-PST.3) 173 94 11 0 4 282 61% 33% 4% 0% 1% 

2. nu-mir-ė (PREF-死ぬ 

-PST.3) 
111 122 40 3 6 282 39% 43% 14% 1% 2% 

(2) 

3. mir-ė (死ぬ-PST.3) 13 99 95 19 56 282 5% 35% 34% 7% 20% 

4. mir-dav-o (死ぬ 

-HABIT-PST.3) 
244 33 1 1 3 282 87% 12% 0% 0% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 15.44552, p = 0.03069), 1:3 (χ² = 200.01159, p < 0.001)，および，3:4 (χ² = 339.53319, 

p < 0.001)の違いは有意である． 
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ロシア語では，〈習慣的持続性〉の意味は，典型的には vsegda「いつも」のような習慣的

持続性を表す状況語と共起する IPFV 動詞によってのみ表される．さらに，〈習慣的持続性〉

を表す動詞形式は，s vos’mi časov「8 時から」のような持続を表す状況語とも共起し得る．

リトアニア語では，〈習慣的持続性〉の意味は，一般過去形によっても表されるが，習慣過

去形によって表された場合の方がより自然である．〈習慣的反復性〉との重要な違いは，〈習

慣的持続性〉は，ロシア語とリトアニア語，いずれの言語においても，非限界動詞によっ

てのみ表されることである．例文(19a)を参照． 

 

(19) a. Russ. Ran’še   on      vsegda  rabota-l      s vos’mi časov. 

以前  彼は.3M.SG.NOM  いつも   働く-PST.M.SG  8 時から 

Lith. Anksčiau  jis       visada  {dirb-o / dirb-dav-o} 

以前    彼は.3M.SG.NOM    いつも    働く-PST.3 / 働く-HABIT-PST.3 

nuo aštuntos valandos. 

8 時から 

「以前，彼はいつも 8 時から仕事をしたものだった．」 

 

先述の通り，リトアニア語では，〈習慣的持続性〉 の意味は，非限界動詞の一般過去形に

よっても習慣過去形によっても表される．しかしながら，これを表す際の一般過去形の容

認度は，状態を表す動詞の場合でさえ，習慣過去形の容認度よりも低い結果が出た．例文(19b, 

c)，および，表 6-26 と 6-27 を参照． 

 

(19) b. Jis       visada {dirb-o / dirb-dav-o}       namie. 

       彼は.3M.SG.NOM  いつも    働く-PST.3 / 働く-HABIT-PST.3 家で 

「彼はいつも家で仕事をしたものだった．」 

 

表 6-26．例文(19b)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. dirb-o (働く-PST.3) 88 160 23 4 6 281 31% 57% 8% 1% 2% 

2. dirb-dav-o 

(働く-HABIT-PST.3) 
219 55 6 2 0 282 78% 20% 2% 1% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 118.667)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

(19) c. Pas   senelius  visada  {buv-o / bū-dav-o}        smagu. 

      ～の所で 祖父母.ACC  いつも     be-PST.3 / be-HABIT-PST.3 気持ちがよい.N 

「祖父母のところでは，いつも気持ちがよかった．」 
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表 6-27．例文(19c)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

1. buv-o (be-PST.3) 54 173 35 10 10 282 19% 61% 12%  4%  4% 

2. bū-dav-o 

 (be-HABIT-PST.3) 
243 37 1 0 0 281 86% 13%  0%  0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 287.380)の違いは有意である(p < 0.001)． 

 

とくに習慣的マクロ場面を構成する個々のミクロ場面間のタクシス的関係が示されるよう

な場合は，習慣過去形の容認度が一般過去形よりも高くなる．例文(20)，および，表 6-28

を参照． 

 

(20) Vaikystėje,   kai  močiutė        {skait-ė / skaity-dav-o}(1)  pasakas, 

    子ども時代.LOC   ～時 祖母が.F.SG.NOM 読む-PST.3 / 読む-HABIT-PST.3  おとぎ話を.ACC 

    jis        paprastai  {sėdėj-o / sėdė-dav-o}(2)  prie  jos 

    彼は.3M.SG.NOM      ふつう       座る-PST.3 / 座る-HABIT-PST.3 ～のそばに 彼女.GEN 

ir   {klaus-ė-si / klausy-dav-o-si}(3). 

    そして  聴く-PST.3-REFL / 聴く-HABIT-PST.3-REFL 

O senelis        visada {dirb-o / dirb-dav-o}(4)     savo kambaryje. 

    一方 祖父は.M.SG.NOM いつも    働く-PST.3 / 働く-HABIT-PST.3 自分の    部屋で.LOC 

「子ども時代，祖母がおとぎ話を読んでくれるときには，彼はいつも彼女のそばに座っ

て聴いていたものだった．祖父はいつも自分の部屋で仕事をしていたものだった．」 

 

表 6-28．例文(20)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. skait-ė (読む-PST.3) 24 158 67 14 19 282 9% 56% 24% 5% 7% 

2. skaity-dav-o 

 (読む-HABIT-PST.3) 
248 32 0 2 0 282 88% 11% 0% 1% 0% 

(2) 

3. sėdėj-o (座る-PST.3) 25 145 73 14 25 282  9% 51% 26%  5%  9% 

4. sėdė-dav-o 

 (座る-HABIT-PST.3) 
250 30 0 2 0 282 89% 11% 0% 1%  0% 

(3) 

5. klaus-ė-si 

 (聴く-PST.3-REFL) 
27 154 66 12 23 282 10% 55% 23%  4% 8% 

6. klausy-dav-o-si (聴く 

-HABIT-PST.3-REFL) 
249 30 2 1 0 282 88% 11%  1% 0%  0% 

(4) 

7. dirb-o (働く-PST.3) 29 177 47 9 20 282 10% 63% 17% 3% 7% 

8. dirb-dav-o 

 (働く-HABIT-PST.3) 
248 31 2 1 0 282 88% 11% 1%  0% 0% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 388.3), 3:4 (χ² = 418.0), 5:6 (χ² = 378.2)，および，7:8 (χ² = 324.4)の違いは有意であ

る(p < 0.001)． 
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 以上に考察した通り，リトアニア語では，とりわけ習慣的な状況語によって強調される

場合，〈反復性〉の表現においては，一般過去形よりも習慣過去形の方が優勢である．一般

過去形では通常〈PFV〉である限界動詞の場合，〈習慣性〉は習慣過去形によってのみ表さ

れる．一方，一般過去形で通常〈IPFV〉である非限界動詞の場合においてさえ，〈習慣性〉

の表現においては，習慣過去形の方が優勢であることは，重大な発見と言えよう． 

 

6.6 習慣過去形の多義性・多機能性 

リトアニア語とロシア語におけるアスペクト的体系が，伝統的に「動詞アスペクト」と

呼ばれて同一視されてきたことを考慮すれば，これら 2 つの言語の同じ内容のテクスト

parallel texts における〈習慣性〉の表現を比較し，それらの相違に焦点を当てることは，リ

トアニア語の習慣過去テンスに固有の機能を正確に理解するために有効な方法であること

は間違いない．比較対照分析を通じて，筆者はリトアニア語の習慣過去テンスの〈習慣性〉

の表現としてのテクストにおける多義性・多機能性を明確にする．同時に，これを，アス

ペクト体系において「IPFV 化」の手段として機能する，「多回的」あるいは「反復的」過去

テンスとみなす従来の解釈が適当ではないことを示したい． 

ロシア語では，基本的に，IPFV 動詞の過去形のみが過去における〈習慣性〉を表すため

に用いられ，個々のミクロ場面におけるタクシス的関係への言及は，動詞の限界的／非限

界的意味によってなされる90．それに対して，リトアニア語では，〈習慣性〉は一般過去形

と習慣過去形いずれによっても表され得る．しかしながら，対応する非限界動詞をもたな

い限界動詞，あるいは，状態動詞を含む非限界動詞に関しても，明らかに習慣過去形の方

が優勢的に用いられる場合がある．機能における主な相違は，一般過去テンスが概してマ

クロ場面のレベルにおける〈習慣性〉のみを表現するのに対して，習慣過去テンスはマク

ロ場面の内部構造を構成するミクロ場面におけるアスペクト的な対立をも表す機能をもつ

ことである．換言すれば，習慣過去テンスは，習慣的なマクロ場面とそれを構成する個々

のミクロ場面，いずれのアスペクト的特徴をも表し分けることができる点で，アスペクト

的に多機能である．  

まず，リトアニア語とロシア語の同じ内容をもつ，次の例文(21)および(22)のテクスト（筆

者とリトアニア語のネイティヴ・スピーカーにより作成）を比較対照してみよう．ロシア

語では，いずれの場合も〈習慣性〉を表すために IPFV 動詞の過去形が用いられており，そ

れぞれミクロ場面におけるタクシス的関係は動詞の語彙的な限界的意味（例文(21)）あるい

は非限界意味（例文(22)）によって示されている．一方，リトアニア語では，習慣的なマク

ロ場面を構成するそれぞれのミクロ場面におけるタクシス的関係を明らかにするために，

                                                   

 
90 ロシア語では，PFV／IPFV 動詞の現在形が，習慣的なマクロ場面を構成する，個々のミクロ場面におけ

るアスペクト的な〈PFV／IPFV〉意味の対立を明確にするために用いられることもある．しかしながら，

PFV 動詞にとって，これはきわめて特異な用法であり，必然的に不規則な繰り返しを意味すると同時に，

出来事の連鎖的な生起を優勢的に表現する．このような場合，語彙的なマーカーである byvalo「～もの

だった」あるいは byvaet「～ものだ」などがしばしば用いられる． 
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限界動詞（例文(21)）および非限界動詞（例文(22)）の習慣過去形が用いられている． この

ような場合，習慣過去形は，概して一般過去形に置換されない．それが，習慣過去形が多

くの場合，テクストにおいて連鎖的に続いて現れる理由であると考えられる．  

 

(21) Russ. Ran’še, kogda on     ži-l        odin, 

         以前 ～時      彼が.3M.SG.NOM    暮らす-PST.M.SG   1.M.SG.NOM 

on     vstava-l      rano, prixodi-l    k  nam 

彼は.3M.SG.NOM    起こす-PST.M.SG 早く 通って来る-PST.M.SG  ～の所へ 私たち.DAT 

 i vypiva-l         dva  stakana   moloka 

    そして 飲みほす-PST.M.SG  2  グラス.GEN  ミルク.GEN 

 pered zavtrakom. 

～の前に 朝食.INS 

Lith. Anksčiau,  kai    jis     gyven-o   vienas, 

   以前     ～時   彼は.3M.SG.NOM   暮らす-PST.3  1.M.SG.NOM 

at-si-kel-dav-o            anksti, atei-dav-o      pas  mus 

PREF-REFL-起こす-HABIT-PST.3  早く 来る-HABIT-PST.3 ～の所へ 私たち.ACC 

  ir  iš-ger-dav-o        dvi  stiklines    pieno 

そして PREF-飲む-HABIT-PST.3 2  グラス.ACC  ミルク.GEN 

    prieš pusryčius. 

～の前に 朝食.ACC 

「彼は一人で暮らしていたとき，早く起き，私たちのところへ来て，朝食の前にグラ

ス 2 杯のミルクを飲みほしたものだった．」 

(22) Russ. Kogda  on       čita-l        skazki, 

        ～時     彼が.3M.SG.NOM  読む-PST.M.SG   おとぎ話を.ACC 

my      side-li  i   sluša-li. 

私たちは.1PL.NOM   座っている-PST.PL  そして  聴く-PST.PL 

Vse       ego     ljubi-li. 

皆が.PL.NOM 彼を.ACC  愛する-PST.PL 

Lith. Kai  jis      skaity-dav-o    pasakas, 

    ～時  彼が.3M.SG.NOM  読む-HABIT-PST.3 おとぎ話を.ACC 

mes     sėdė-dav-ome  ir klausy-dav-ome. 

私たちは.1PL.NOM 座っている-HABIT-PST.1PL そして 聴く-HABIT-PST.1PL 

Visi          jį      mylėj-o. 

皆が.PL.NOM 彼を.ACC 愛する-PST.3 

「彼がおとぎ話を読んでいるとき，私たちは座って，聴いていたものだ．皆が彼を愛

していた．｣ 
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また，〈習慣性〉を表す特別な過去テンスをもたない他の諸言語から翻訳されたテクスト

においてさえ，上に示したような習慣過去形の用法の例が多く見つかる．この事実は，そ

のように習慣的なマクロ場面を組み立てるそれぞれのミクロ場面のタクシス的関係を示す

ことが，リトアニア語の習慣過去テンスの重要な機能であることの裏づけとなる．一方，

ロシア語では，同じ内容を表すために，概して，一般的な過去形が用いられている．次の

例文(23)を比較されたい．以下は，フランス語で書かれたサン・テグジュペリ Saint-Exupéry

の『星の王子さま（Le Petit Prince）』からのロシア語とリトアニア語の翻訳テクストの引用

である．  

 

(23) Russ. Kogda  ja   vstreča-l  vzroslogo,  kotoryj 

～時 ぼくは.1SG.NOM 会う-PST.M.SG 大人に.ACC ～ところの.M.SG.NOM 

kaza-l-sja   mne   razumnej i ponjatlivej  drugix, 

見せる-PST.M.SG-REFL ぼくに.DAT  ものわかりのよさそうに.INS 他の人々より.GEN 

ja   pokazyva-l  emu  svoj  risunok  № 1 

ぼくは.1SG.NOM 見せる-PST.M.SG 彼に.DAT 自分の 絵を.ACC 第一号 

—  ja   ego   soxrani-l  i  vsegda 

 ぼくは.1SG.NOM それを.ACC 取っておく-PST.M.SG そして いつも 

nosi-l   s soboju.  

持ち歩く-PST.M.SG 自分の手もとに 

Ja   xote-l   znat’,  vpravdu  li  etot  čelovek   

ぼくは.1SG.NOM 欲している-PST.M.SG 知る.INF ほんとうに ～か その 人が.M.SG.NOM 

čto-to   ponima-et. No  vse  oni   

ものが.ACC わかる-PRS.3 ところが 皆.PL.NOM 彼らは.3PL.NOM 

otveča-li  mne:  «Eto  šljapa».  I  ja   uže   

答える-PST.PL 私に.DAT これは 帽子.NOM そこで ぼくは.1SG.NOM もう 

ne  govori-l   s  nimi [...]  

NEG 話す-PST.M.SG ～と 彼ら.INS 

Ja   primenja-l-sja   k  ix   ponjatijam.  

ぼくは.1SG.NOM 合わせる-PST.M.SG-REFL ～に 彼らの.GEN 理解.DAT 

Ja   govori-l   s  nimi  ob  igre v bridž [...] 

ぼくは.1SG.NOM 話す-PST.M.SG ～と 彼ら.INS ～について ブリッジ遊び.LOC 

I  vzroslye   by-li  očen’  dovol’ny,  

すると 大人たちは.PL.NOM be-PST.PL とても 満足な.PL 

čto  poznakomi-li-s’   s  takim  zdravomysljaščim  čelovekom. 

～こと 知り合った-PST.PL-REFL ～と そのような ものわかりのよい.INS 人間.INS 
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Lith. Kai  sutik-dav-au  suaugusį žmogų,  kuris    

～時 会う-HABIT-PST.1SG 大人に.ACC ～ところの.M.SG.NOM 

man   atrody-dav-o  bent kiek  aiškesnio proto, 

ぼくに.DAT 見える-HABIT-PST.3 多少なりとも ものわかりのよい.GEN 

ištir-dav-au   jį  savo  piešiniu   Nr.1,    

ためす-HABIT-PST.1SG 彼を.ACC 自分の 絵でもって.INS 第一号 

kurį   buvau  pasilikęs   iš vaikystės.   

～ところの.ACC 自分の手もとに残していた.PST.PRF.1SG 子どもの頃から 

Norė-dav-au   pasižiūrėti,  ar  tas žmogus  tikrai  

欲している-HABIT-PST.1SG 見る.INF  ～か その人が.M.SG.NOM ほんとうに 

ką   supranta.  Bet  jis   man  visada  

ものが.ACC わかる.PRS.3 ところが 彼は.3M.SG.NOM 私に.DAT いつも 

atsaky-dav-o:  „Čia  skrybėlė“.  Tada  su  juo 

答える-HABIT-PST.3 これは 帽子.NOM  そこで ～と 彼.INS 

ne-šnekė-dav-au [...] Prisitaiky-dav-au   prie  jo. 

NEG-喋る-HABIT-PST.1SG 合わせる-HABIT-PST.1SG ～に 彼.GEN 

Kalbė-dav-au  su  juo  apie   bridžą [...]  

話す-HABIT-PST.1SG ～と 彼.INS ～について  ブリッジ.ACC 

Ir  tas  suaugęs žmogus  bū-dav-o  labai patenkintas,  

すると その 大人は.M.SG.NOM be-HABIT-PST.3 とても 満足な.M.SG.NOM 

kad  susipažin-o  su  tokiu  protingu    asmeniu.  

～こと 知り合う-PST.3 ～と そのような ものわかりのよい 人物.INS 

「どうやらものわかりのよさそうな人に出くわすと，ぼくは，いつも手もとに持って

いる第一号の絵を，その人に見せました．ほんとうにもののわかる人かどうか，知り

たかったのです．ところが，その人の返事は，いつも，〈そいつぁ，ぼうしだ〉でし

た．そこで，ぼくは［…］話をやめにして，その人のわかりそうな話にかえました．

つまり，ブリッジ遊び［…］の話をしたのです．すると，そのおとなは，〈こいつぁ，

ものわかりのよい人間だ〉といって，たいそう満足するのでした．」 

（‘Whenever I met one of them who seemed to me at all clear-sighted, I tried the experiment 

of showing him my Drawing Number One, which I have always kept. I would try to find out, 

so, if this was a person of true understanding. But, however it was, he, or she, would always 

say: “That is a hat”. Then I would never talk to that person [...] I would bring myself down 

to his level. I would talk to him about bridge [...] And the grown-up would be greatly pleased 

to have met such a sensible man.’） 

 

例文(23) のすべての太字部分の動詞形は，原文のフランス語ではインパーフェクト形（未
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完了過去形；いわゆる「半過去形」）で書かれた箇所が，ロシア語では IPFV 動詞の一般的

な過去形に訳され，リトアニア語では習慣過去形に訳されている．翻訳された同一内容の

テクストを観察すると，ロシア語とリトアニア語の間には，このタイプの相違の例が多く

見られるのである．（このような場合，日本語では助詞「の」，英語では助動詞 would を用

いることが多いようである．） 

 

6.6.1 〈習慣性〉の複合的なアスペクト的内部構造 

本節では，リトアニア語において，いかにして習慣過去形と動詞の〈限界性／非限界性〉

が相関し，〈習慣性〉の内的なアスペクト的複合性を指し示すかについて，さらに詳しく考

察する．先に述べた通り，限界動詞から形成された場合，習慣過去形は，習慣的なマクロ

場面における〈習慣的反復性〉を表し，非限界動詞から形成された場合は，〈習慣的持続性〉

を表す．それと同時に，限界動詞形成の場合，習慣過去形の意味と機能は，マクロ場面を

構成する個々の繰り返されたミクロ場面における，〈PFV〉意味と〈順次性〉のタクシスで

ある．一方，非限界動詞形成の場合は，〈IPFV〉意味と〈同時性〉のタクシスである91．例

文(24)および(25) を参照（以下の例文訳の括弧 [ ] 内はミクロ場面のアスペクトを示す）92． 

 

(24) Kai  jis     per-skaity-dav-o     (*skaity-dav-o)  pasakas, 

    ～時  彼が.3M.SG.NOM     PREF-読む-HABIT-PST.3 読む-HABIT-PST.3 おとぎ話を.ACC 

    tuoj  visi   nu-ei-dav-ome   gulti. 

すぐに 皆.PL.NOM  PREF-行く-HABIT-PST.1PL 寝る.INF 

  「彼がおとぎ話を読み終えると（限界動詞-HABIT-PST[PFV]），皆すぐに寝に行ったも

のだった（限界動詞-HABIT-PST[PFV]）．」 

(25) Kai  jis     skaity-dav-o    (*per-skaity-dav-o)  pasakas, 

    ～時  彼が.3M.SG.NOM    読む-HABIT-PST.3   PREF-読む-HABIT-PST.3 おとぎ話を.ACC 

 mes     visi  sėdė-dav-ome  ir  klausy-dav-ome. 

 私たちは.NOM  皆.PL.NOM  座る-HABIT-PST.1PL  そして  聴く-HABIT-PST.1PL 

  「彼がおとぎ話を読んでいると（非限界動詞-HABIT-PST[IPFV]），私たちはみな座って

聴いていたものだった（非限界動詞-HABIT-PST[IPFV]）．」 

 

例文(24)は，ミクロ場面における出来事間の順次的（継起的）関係を例証している．例文(24)

の従属節 Kai jis per-skaity-dav-o pasakas「彼がおとぎ話を読み終えると」において，限界動

詞の習慣過去形 per-skaity-dav-o「読み終えたものだった」はミクロ場面の〈順次性〉を指し

                                                   

 
91リトアニア語の物語 narrative テクストにおける単純動詞および有接頭辞動詞の用法に関して，Savicki 

(2010) が筆者と類似した考察をおこなっている． 
92 例文 (24) および (25) は，Dambriūnas (1960)からの引用である．ただし，本論文筆者によって若干の変

更が加えられ，グロスおよび和訳が付されている． 
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示している．この動詞が，対応する非限界動詞の習慣過去形 skaity-dav-o「読んでいたもの

だった」に置換されると，ミクロ場面の〈同時性〉を指し示すことになり，この文の意味

は「彼がおとぎ話を読んでいるとき，私たちはみなすぐに寝に行ったものだった」となり，

出来事間の時間関係がまったく変わってしまう．一方，例文(25)は，ミクロ場面の〈同時性〉

を示している．例文(25)の従属節 Kai jis skaity-dav-o pasakas「彼がおとぎ話を読んでいると

き」において，非限界動詞の習慣過去形 skaity-dav-o「読んでいたものだった」は，ミクロ

場面の〈同時性〉を指し示している．この形式が限界動詞の習慣過去形 per-skaity-dav-o「読

み終えたものだった」に置換されると，文の意味は「彼がおとぎ話を読み終えると，私た

ちはみな座って聴いていたものだった．」に変わり，出来事間の時間関係が壊れてしまう93．

さらに，より長いテクストを見てみよう．例文(26)および(27)を参照. 

 

(26) Mano  vaikystės  draugė   Melanija   gyven-o  

私の  子ども時代の.GEN 友だち.F.SG.NOM メラーニヤは.F.SG.NOM 暮らす-PST.3 

dviejų  pedagogių  šeimoje. [...]  Motina    ir  teta [...]  

二人の 教育者の.GEN 家庭に.LOC 母親.F.SG.NOM と おばは.F.SG.NOM 

norėj-o  padaryti   iš  Melanijos  rašytoją. [...]  

欲している-PST.3 なす.INF  ～から メラーニヤ.GEN 作家を.ACC 

Atėjusi    dažnai  ras-dav-au   Melaniją  

来て.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM しばしば 見つける-HABIT-PST.1SG メラーニヤを.ACC  

apsiverkusią.    Atei-dav-au,   kai  ji    

泣き疲れた.ACT.PST.PTCP.ACC やって来る-HABIT-PST.1SG ～とき 彼女が.3F.SG.NOM 

bū-dav-o  viena,   atneš-dav-au   kortas,    

be-HABIT-PST.3 1F.SG.NOM  もって来る-HABIT-PST.1SG カードを.ACC 

prašy-dav-au,  kad  man  duotų    saldumynų [...].   

頼む-HABIT-PST.1SG ～こと 私に.DAT 与えるよう.SBJV.PRS.3  菓子を.GEN 

Tada  man  buv-o  trylika  metų. 

当時  私は.DAT be-PST.3 13.NOM 年.GEN 

                                                   

 
93 すでに第 2 章で論じたように，限界／非限界動詞の間は連続的であるため，限界動詞形成の習慣過去形

によって示されるミクロ場面のアスペクトおよびタクシスが曖昧に解釈される場合がある．すなわち，

〈PFV〉－〈順次性〉という関係のみならず，〈IPFV〉－〈同時性〉という関係としても解釈可能なこと

がある．しかしながら，このような曖昧性は，テクストにおいてはまれにしか観察されず，コンテクス

トによって解決されるのがふつうである．以下の例を参照．例文(a)はミクロ場面の〈PFV〉－〈順次性〉，

例文(b)は〈IPFV〉－〈同時性〉 を指し示す例である． 

例．a. Kai  jis       grįž-dav-o,  per-skaity-dav-o   laikraštį. 

     ～とき 彼は.3M.SG.NOM  戻る-HABIT-PST.3 PREF-読む-HABIT-PST.3 新聞を.ACC 

「彼は家に戻って来ると，新聞を読み終えたものだった．」 

b. Kai  jis   grįž-dav-o,  skaity-dav-o   laikraštį. 
     ～とき 彼は.3M.SG.NOM  戻る-HABIT-PST.3 読む-HABIT-PST.3  新聞を.ACC 

「彼は家に戻って来る途中，新聞を読んでいたものだった．」 



293 

「私の子ども時代の友だちメラーニヤは，二人の教育者のいる家庭に暮らしていた（非

限界動詞-PST）．母親とおばは，メラーニヤを作家にすることを望んでいた（非限界動

詞-PST）．（遊びに）来て，私はしばしば泣き疲れたメラーニヤを見つけたものだ（限

界動詞-HABIT-PST［PFV］）．彼女がひとりでいた（be 動詞-HABIT-PST［IPFV］）とき

に，私はやって来た（限界動詞-HABIT-PST［PFV］），カードをもって来て（限界動詞

-HABIT-PST［PFV］），お菓子を私にくれるよう頼んだものだった（非限界動詞

-HABIT-PST［IPFV］）．当時，私は 13 歳だった（be 動詞-PST）．」 

 

例文(26)において，非習慣的な単純な持続的場面を表す動詞 gyven-o「（メラーニヤは）暮ら

していた」，norėj-o「（母親とおばは）望んでいた」，buv-o trylika metų「（私は）13 歳だった」

は，一般過去形で用いられている．それに対して，習慣的な場面を表す他の動詞は，習慣

過去形で用いられている．これらのうち，限界動詞の習慣過去形 ras-dav-au「（私は）見つけ

たものだった」，atei-dav-au「（私は）やって来たものだった」，atneš-dav-au「（私は）もって

来たものだった」，prašy-dav-au「（私は）頼んだものだった」は，ミクロ場面における〈PFV〉

意味を明確に表している．それに対して，非限界動詞の習慣過去形 bū-dav-o viena 「（彼女

は）ひとりでいたものだった」は〈IPFV〉意味を表している． 

 

(27) Vyras [...]  ne-žinoj-o,   kad  yra  radiola.  

夫は.M.SG.NOM NEG-知っている-PST.3  ～ことを be.PRS.3 電蓄音機が F.SG.NOM 

Tik   ji   klausy-dav-o-si.   Kai  megz-dav-o  

～だけ 彼女が.F.SG.NOM 聴く-HABIT-PST.3-REFL ～とき 編む-HABIT-PST.3  

ar   siuvinė-dav-o.  Sėdė-dav-o,  palenkusi   

または 刺繍する-HABIT-PST.3  座る-HABIT-PST.3 傾けて.ACT.PST.PTCP.F.SG.NOM 

galvą, [...] niūniuo-dav-o   tą  melodiją. 

頭を.ACC  口ずさむ-HABIT-PST.3  その メロディーを.ACC 

Jeigu  kas   pasibels-dav-o  į  duris,    

もし  誰かが.NOM 叩く-HABIT-PST.3 ～を 戸.ACC  

pašok-dav-o   kaip sugauta,  skubiai  paslėp-dav-o tą  plokštelę  

飛び起きる-HABIT-PST.3 慌てて  急いで 隠す-HABIT-PST.3 その レコードを.ACC 

ir   uždė-dav-o  kitą [...] 

そして 置く-HABIT-PST.3 別のを.ACC 

「夫は電蓄音機があるということも知らなかった（非限界動詞-PST）．彼女だけが，編み

物をしたり（非限界動詞-HABIT-PST［IPFV］）刺繍をしたり（非限界動詞-HABIT-PST

［IPFV］）するとき聴いていた（非限界動詞-HABIT-PST［IPFV］）．頭を傾けて座り（非

限界動詞-HABIT-PST［IPFV］），そのメロディーを口ずさんだりしていた（非限界動詞

-HABIT-PST［IPFV］）．もし誰かが戸を叩くと（限界動詞-HABIT-PST［PFV］），慌てて
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飛び起き（限界動詞-HABIT-PST［PFV］），急いでそのレコードを隠し（限界動詞

-HABIT-PST［PFV］），別のを置いたものだった（限界動詞-HABIT-PST［PFV］）．」 

 

例文(27)では，習慣過去形によって表された個々のミクロ場面が，限界動詞の場合は〈PFV〉

意味をもち，非限界動詞の場合は〈IPFV〉意味をもつことによって，展開する複数の出来

事間のタクシス的関係における相違が明確に区別されている．つまり，限界動詞の場合は，

ミクロ場面において生起する個々の出来事が，「（誰かが）戸を叩いた」→「（彼女が）飛び

起きた」→「レコードを隠した」→「他の（レコード）を置いた」のように，順次的（継

起的）関係によって結ばれている．一方，非限界動詞の場合は，ミクロ場面において生起

する出来事は「（彼女は）聴いていた／編み物をしていた／刺繍をしていた／座っていた／

メロディーを口ずさんでいた」のように，同時的な関係によって結ばれている．このよう

な場合，習慣過去形を一般過去形に置換することはできない94． 

アンケート調査の結果からは，動詞の〈限界性／非限界性〉と関連して〈習慣性〉の複

合的なアスペクト的内部構造が示される場合には，習慣過去形の方が一般過去形よりも優

勢的に用いられることが明らかになった．例文(28)および(29)を参照．対話形式のこれらの

例は，以下のことを示している．すなわち，会話の冒頭でトピックを提起する，典型的に

は会話の切り出しに相当する孤立発話の疑問文では，習慣過去形の容認度が一般過去形に

比べて際立って低い．これとは対照的に，〈習慣的〉場面の詳細な描写をおこない，その複

合的なアスペクト的内部構造を描写する文では，習慣過去形の容認度は一般過去形に比べ

て明らかに高くなる．〈習慣的〉マクロ場面を構成しているミクロ場面のタクシス的関係は，

〈順次性〉の場合は限界動詞の習慣過去形によって（例文(28)）， 一方，〈同時性〉の場合

は非限界動詞の習慣過去形によって（例文(29)）それぞれ表される．表 6-29 と 6-30 を参照． 

 

(28) A: – Laima,   ką    tu   {dar-ei / dary-dav-ai}(1)   šį mėnesį,  

ライマ.VOC  何を.ACC   君は.2SG.NOM する-PST.2SG / する-HABIT-PST.2SG  今月 

kai  mūsų   ne-buv-o  namie? 

～とき 私たちが.GEN NEG-be-PST.3 家に 

                                                   

 
94 ここで述べたものと同様の限界／非限界動詞の習慣過去形の用法が，非習慣的〈IPFV 反復性〉の意味を

表す場合にも見られるという反論があるかもしれない．そのような例が存在するという事実は，リトア

ニア語の習慣過去テンスに関する誤解を生じる原因となってきた．しかしながら，習慣過去形が非習慣

的〈IPFV 反復性〉の意味を表すことは，1・2 人称の談話あるいは対話体のテクストにおいてはまれであ

り，たとえば 3 人称で書かれた小説等の物語体のテクストに限定的に多く見られるものである． 

例．Vagone buv-o daug žmonių. Traukinys susto-dav-o kiekvienoje stotelėje, ir jei atsidary-dav-o durys ir 

įlip-dav-o žmonės, tai bū-dav-o labai šalta. Kai jis išėj-o į tambūrą, traukinys staiga sustoj-o, ir atsidar-ė 

durys. 

「車両にはたくさんの人がいた(非限界動詞-PST)．列車は各駅に止まっており(限界動詞-HABIT-PST 

[PFV])，ドアが開くと(限界動詞-HABIT-PST [PFV])，人々が乗り込んできて(限界動詞-HABIT-PST 

[PFV])，非常に寒かった(非限界動詞-HABIT-PST [IPFV])．彼がデッキに出ると(限界動詞-PST [PFV])，

列車は突然止まり(限界動詞-PST [PFV])，ドアが開いた(限界動詞-PST [PFV])．」 
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B: – Aš   nieko  ypatingo  {ne-dar-iau / ne-dary-dav-au}(2).   

私は.1SG.NOM 何も.GEN 特別なこと.GEN NEG-する-PST.1SG / NEG-する-HABIT-PST.1SG 

Nuo ryto iki vakaro  {žiūrėj-au / žiūrė-dav-au}(3)  televizorių… 

朝から晩まで  観る-PST.1SG / 観る-HABIT-PST.1SG テレビを.ACC 

Kartais  {skambin-o / pa-skambin-o /  

時々 電話する-PST.3 / PREF-電話する-PST.3 

skambin-dav-o / pa-skambin-dav-o}(4)  draugės,  

電話する-HABIT-PST.3 / PREF-電話する-HABIT-PST.3 友だちが.F.PL.NOM 

{susitik-ome / susitik-dav-ome}(5)   senamiestyje, 

会う-PST.1PL / 会う-HABIT-PST.1PL  旧市街で.LOC 

kartu  {pietav-ome / pa-pietav-ome /  

一緒に 昼食を食べる-PST.1PL / PREF-昼食を食べる-PST.1PL 

pietau-dav-ome / pa-pietau-dav-ome}(6). 

昼食を食べる-HABIT-PST.1PL / PREF-昼食を食べる-HABIT-PST.1PL 

A: – ライマ，今月，私たちが家にいない間，何をしていた (1) の？ 

B: – 特別なことは何もしていなかった (2)よ． 

    朝から晩までテレビを観ていた(3)の． 

    時々友だちが電話をくれて(4)，旧市街で会って(5)，一緒に昼食を食べたりした(6)． 

 

表 6-29．例文(28)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. dar-ei (する-PST.2SG) 190 82 5 1 4 282 67% 29% 2% 0% 1% 

2. dary-dav-ai (する- 

HABIT-PST.2SG) 
79 94 65 15 29 282 28% 33% 23% 5% 10% 

(2) 

3. ne-dar-iau (NEG-する- 

PST.1SG) 
166 109 4 0 3 282 59% 39% 1% 0% 1% 

4. ne-dary-dav-au (NEG- 

する-HABIT-PST.1SG) 
99 99 53 15 16 282 35% 35% 19% 5% 6% 

(3) 

5. žiūrėj-au 

 (観る-PST.1SG) 
129 128 18 3 4 282 46% 45% 6% 1% 1% 

6. žiūrė-dav-au (観る 

-HABIT-PST.1SG) 
150 89 30 7 6 282 53% 32% 11% 2% 2% 

(4) 

7. skambin-o 

 (電話する-PST.3) 
11 66 88 38 79 282 4% 23% 31% 13% 28% 

8. pa-skambin-o (PREF- 

電話する-PST.3) 
5 16 82 45 134 282 2% 6% 29% 16% 48% 

9. skambin-dav-o (電話す

る-HABIT-PST.3) 
127 129 17 6 3 282 45% 46% 6% 2% 1% 

10. pa-skambin-dav-o (PREF- 

電話する-HABIT-PST.3) 
205 70 4 1 2 282 73% 25% 1% 0% 1% 

(5)  

11. susitik-ome 

 (会う-PST.1PL) 
5 23 96 37 121 282 2% 8% 34% 13% 43% 

12. susitik-dav-ome (会う 

-HABIT-PST.1PL) 
229 49 3 1 0 282 81% 17% 1% 0% 0% 
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(6) 

13. pietav-ome (昼食を食

べる-PST.1PL) 
11 60 89 30 92 282 4% 21% 32% 11% 33% 

14. pa-pietav-ome (PREF-

昼食を食べる-PST.1PL) 
9 32 86 42 113 282 3% 11% 30% 15% 40% 

15. pietau-dav-ome (昼食

を食べる-HABIT- PST. 

1PL) 

172 102 6 1 1 282 61% 36% 2% 0% 0% 

16. pa-pietau-dav-ome  

(PREF-昼食を食べる- 

HABIT-PST.1PL) 

169 90 18 3 2 282 60% 32% 6% 1% 1% 

 

※統計的有意性：1:2 (χ² = 99.01503), 3:4 (χ² = 41.94407), 7:9 (χ² = 233.14191), 8:10 (χ² = 553.25808), 11:12 (χ² = 

587.18258), 13:15 (χ² = 343.32731)，および，14:16 (χ² = 381.09770) の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．

一方，5:6 (χ² = 0.21820, p = 1.000)の違いは有意ではない． 

 

(29) A: – Petrai,   ką  jūs   šią vasarą    

ペートラス.VOC 何を.ACC あなたは.2PL.NOM この夏 

{veik-ėte / veik-dav-ote}(1)   Druskininkuose? 

する-PST.2PL / する-HABIT-PST.2PL ドゥルスキニンカイで.LOC 

B: – Mes   su  seneliais   {dirb-ome / dirb-dav-ome}(2)  

私たちは.1PL.NOM ～と 祖父母.INS  働く-PST.1PL / 働く-HABIT-PST.1PL 

sode   ir  darže. 

果樹園で.LOC そして 菜園で.LOC 

A: – Tikrai?  Kasdien  {dirb-ote / dirb-dav-ote} (3)   per atostogas? 

本当に 毎日 働く-PST.2PL / 働く-HABIT-PST.2PL 休暇の間 

B: – Taip,  bet  kartais  {atėj-o / atei-dav-o}(4)  draugai,  

ええ でも 時々 来る-PST.3 / 来る-HABIT-PST.3 友だちが.M.PL.NOM 

mes   kartu  {maud-ėmė-s / maudy-dav-omė-s}(5), 

私たちは.1PL.NOM 一緒に 水浴びする-PST.1PL-REFL / 水浴びする-HABIT-PST.1PL-REFL 

{žvejoj-ome / žvejo-dav-ome}(6)… 

魚釣りする-PST.1PL / 魚釣りする-HABIT-PST.1PL 

    A: – ペートラス，あなたはこの夏ドゥルスキニンカイで何をしていた(1)のですか？ 

B: – 私たちは祖父母と果樹園や菜園で働いていました(2) ． 

A: – 本当に？休暇の間毎日働いていたのです(3)か？ 

B: – ええ，でも，時々友だちが来て(4)，一緒に水浴びをしたり(5)，魚釣りをしたり(6)

しましてね… 
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表 6-30．例文(29)の容認度  

 ++ + ? ?? * 
Total 

(100%) ++ + ? ?? * 

(1) 

1. veik-ėte (する-PST. 

 2PL) 
218 62 1 1 0 282 77% 22% 0% 0% 0% 

2. veik-dav-ote (する- 

HABIT-PST.2PL) 
39 83 91 18 51 282 14% 29% 32% 6% 18% 

(2) 

3. dirb-ome 

 (働く-PST.1PL) 
165 99 13 1 4 282 59% 35% 5% 0% 1% 

4. dirb-dav-ome (働く 

-HABIT-PST.1PL) 
121 91 47 3 20 282 43% 32% 17% 1% 7% 

(3) 

5. dirb-ote 

 (働く-PST.2PL) 
102 137 30 2 11 282 36% 49% 11% 1% 4% 

6. dirb-dav-ote (働く 

-HABIT-PST.2PL) 
165 87 23 3 4 282 59% 31% 8% 1% 1% 

(4) 

7. atėj-o (来る-PST.3) 5 5 76 30 166 282 2% 2% 27% 11% 59% 

8. atei-dav-o (来る 

-HABIT-PST.3) 
234 43 1 2 2 282 83% 15% 0% 1% 1% 

(5) 

9. maud-ėmė-s (水浴びす

る-PST.1PL-REFL) 
30 113 71 15 53 282 11% 40% 25% 5% 19% 

10. maudy-dav-omė-s  

(水浴びする-HABIT- 

PST.1PL-REFL) 

235 44 1 1 1 282 83% 16% 0% 0% 0% 

(6) 

11. žvejoj-ome 

 (魚釣りする-PST.1PL) 
30 124 66 14 48 282 11% 44% 23% 5% 17% 

12. žvejo-dav-ome  

(魚釣りする-HABIT- 

PST.1PL) 

232 46 1 2 1 282 82% 16% 0% 1% 0% 

 

※統計的有意性：3:4 (χ² = 20.14, p = 0.04348), 1:2 (χ² = 304.3), 7:8 (χ² = 700.8), 9:10 (χ² = 325.3)，および，11:12 

(χ² = 297.4) の違いはいずれも有意である(p < 0.001)．一方，5:6 (χ² = 17.21, p = 0.1019)の違いは有意でない． 

 

6.6.2 遠過去としての〈先行性〉 

すでに 6.1 節で引用したように，Geniušienė (1997: 231) は「遠過去 remote past」という用

語を用いて習慣過去テンスの意味を特徴づけている．他に，「遠隔過去 distant past」という

用語も用いられる（Sližienė 1995: 224)．習慣過去形がときに〈先行性〉を指し示し，一般過

去形によって表される過去の時間に先立つ遠過去を表す機能を果たしていることもまた，

ここで指摘しておく必要があろう．この機能は，非限界動詞の習慣過去形の場合により多

く観察される．例文(30)および(31)を参照95． 

 

(30) Mano  atminimu  viskas   pasikeit-ė.  

私の  記憶では.INS すべてが.NOM 変わる-PST.3 

Dabar  pasaulis   visai  ne  tas  kaip  anais laikais,  

今や  世界は.M.SG.NOM まったく NEG その ～ように あの頃 

                                                   

 
95 例文(30)は，アカデミー文法に用いられている例であるが，原典は V. Krėvė の『ペルクーナス，ヴァイ

ヴァ，ストラウブリース』（“Perkūnas, Vaiva ir Straublys”)である．  
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kada  aš   mažas   buv-au.  

～とき 私が.1SG.NOM 小さい.M.SG.NOM be-PST.1SG 

O  senovėje,  kaip  pasakoj-a  mūsų  tėvai,  

だが 昔は  ～ように 語る-PRS.3  私たちの 両親が.M.PL.NOM 

dar    geriau  bū-dav-o,  dar  linksmiau  gyven-dav-o. 

もっと  よりよく be-HABIT-PST もっと より楽しく  暮らす-HABIT-PST.3 

 「私の記憶では，すべてが変わった（限界動詞-PST）．今や，世界は，私が小さかった（非

限界動詞-PST）頃のようではまったくない．だが昔は，私たちの両親が語っているよ

うに，それよりもっとよかった（非限界動詞-HABIT-PST），もっと楽しく暮らしていた

のだった（非限界動詞-HABIT-PST）．」 

(31) Paskui  ji   atsidūr-ė  Gedimino aikštėje,  

それから 彼女は.3F.SG.NOM やって来る-PST.3 ゲディミナス広場に.LOC 

ten   ji   mėg-dav-o  ramybėje  lesinti    

そこで 彼女は.3F.SG.NOM 好む-HABIT-PST.3 静寂の中で.LOC えさをやる.INF 

balandžius,  bet  dabar  aikštė   buv-o pagyvėjusi,  

鳩に.ACC だが 今や 広場は.F.SG.NOM 賑やかになる-PST.PRF.3SG 

šurmuliav-o  žmonės.  

騒ぐ-PST.3 人々が.PL.NOM 

 「それから彼女はゲディミナス広場にやって来た（限界動詞-PST），そこで彼女は，静寂

の中で鳩にえさをやるのを好んだものだった（非限界動詞-HABIT-PST）が，今や広場

は賑やかになってしまっていて（限界動詞-PST.PRF），人々が騒いでいた（非限界動詞

-PST）．」 

 

注意すべきことは，たとえば，例文(31)の buv-o pagyvėjusi「（広場は）賑やかになってし

まっていた」のように，過去パーフェクト形もまた，〈先行性〉を指し示し，いわゆる前過

去 past-before-past（もしくは大過去 pluperfect）を表す機能をもっていることである．だが，

習慣過去形は，一般的に，延長された（より長い）期間にわたる場面を表し，それと近過

去とを対照・対比させる機能をもつ．一方，パーフェクトは〈先行性〉と〈同時性〉を複

合的に含み込み，先行する場面のみならずその結果や効力が持続していることを表すもの

である．この点において，習慣過去テンスと過去パーフェクトは，本質的に異なっている． 

習慣過去テンスと過去パーフェクトの間の明確な違いは，「これらの［習慣過去の］形式

の意味のもう一つの要素は，その描写されている場面がもはや続いてはいないということ

である」96という Comrie (1976: 28) の指摘に端的に表れている．つまり，たとえば，例文(30)

                                                   

 
96 習慣過去テンスのこの意味は，Plungian & van der Auwera (2006)によって，最も典型的に習慣相の形式に

見られることが指摘されている「不連続の過去 discontinuous past」の意味に相当する． 
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の場合，senovėje dar geriau bū-dav-o, dar linksmiau gyven-dav-o「だが昔は，それよりもっと

よかった（非限界動詞-HABIT-PST），もっと楽しく暮らしていたのだった（非限界動詞

-HABIT-PST）」．という文からは，「もはやそれほどよくはなかった，もはや人々はそれほど

楽しく暮らしてはいなかった」ということが「ほのめかし implicature」として読み取られる．

同様に，例文(31)の場合も，ten ji mėg-dav-o ramybėje lesinti balandžius「そこで彼女は，静寂

の中で鳩にえさをやるのを好んだものだった（非限界動詞-HABIT-PST）」という文からは，

「もはや彼女はそこで鳩に餌をやるのを好んではいなかった」ということがほのめかされ

ていると受け取られる．結局のところ，はっきりと否定されて無効にならない限り，これ

らの文は先行する場面がもはや存在しないことをほのめかしている． 

これとは対照的に，パーフェクトは，一般的に言って，後続する場面の生起と同時的に，

先行する場面の結果としての状態やある種の効果がいまだ残存していることを必然的に意

味する．たとえば，例文(31)において，aikštė buv-o pagyvėjusi「今や広場は賑やかになって

しまっていた（限界動詞-PST.PRF）」という文は，そのような場面（あるいは状態）が 後

続する場面にも引き続く結果をもたらしていることを意味する．よって，このような場合，

いずれも〈先行性〉のタクシスを表す機能をもつにもかかわらず，過去パーフェクト形は

習慣過去形に置換できない．同様に，例文(30)や(31)の習慣過去形は過去パーフェクト形に

置換できないのである． 

 

6.7 まとめ 

本章では，ロシア語との対照分析とアンケート調査の結果に基づいて，リトアニア語の

習慣過去形の機能意味論的内容について詳細な考察をおこない，主に以下のことを論証し

た： 

 

(i) 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． 

(ii) 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． 

(iii) 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
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異なっている． 

 

本章における考察は，以下の図 6-3 のようにまとめられる． 

 

図 6-3. リトアニア語の過去テンスにおける〈反復性〉と〈習慣性〉の表現：ロシア語との

比較対照 

1) 〈PFV 反復性〉   2) 〈IPFV 反復性〉   3) 〈習慣的反復性〉   4) 〈習慣的持続性〉 

                         （非習慣的）        ミクロ場面：〈PFV〉  –  〈IPFV〉 

タクシス：       〈順次性〉     –     〈同時性〉 マクロ：     〈同時性〉  

ミクロ： 〈順次性〉 –   〈同時性〉 

 –   〈先行性〉 

共起する 

状況語： 

      

(a)アスペクト 限定的回数 – 
 

不定的回数 マクロ：頻度 – 習慣的持続 

ミクロ：点的な時間 – 持続 
 

 点的な時間 – 持続 

(b)時間的 

位置づけ 

限定的時間／制限された期間／近過去    –    不定的時間／延長された期間／遠過去 

Russ.                     過去形 

               PFV 動詞        IPFV 動詞 

             限界動詞              非限界動詞 

Lith.                   一般過去形 

              限界動詞              非限界動詞 

                         習慣過去形 

        : より基本的な意味 

        : より周辺的な意味の範囲 

 

〈IPFV〉アスペクトの下位類としての〈習慣性〉の解釈は，Comrie (1976) によって導入

され，現在では広く受け入れられるに至っている．しかしながら，〈習慣性〉のテンス的・

アスペクト的特性をめぐる議論はいまだ十分になされているとは言えない．およそアスペ

クトに関する通言語的研究においては，それが文法的カテゴリーとして存在している言語

から例を引くことが第一に必要であろう．ゆえに，特化された文法的な習慣過去形を有す

る言語であるリトアニア語が，〈習慣性〉の意味論的特徴・機能の研究にとってより明確な

例を提供することは疑いを入れない．本研究が，〈習慣性〉の表現，および，テンスとアス

ペクトの間の相関関係を理解するための貢献となることに期待したい． 
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7. 結論 

 本論文では，ロシア語との対照分析と，リトアニアで実施したアンケート調査に基づい

て，〈限界性〉という意味によって対立する動詞のアスペクト的な対と，アスペクト・テン

ス諸形式を中心としたアスペクト的意味の様々な表現方法とそれに緊密に関わる諸現象を，

意味・機能に重点を置いて広範に考察するという，従来のリトアニア語研究とは大きく異

なる「拡大アスペクト論」の構築を試みた．全体の論理展開としては，まず第 1 章で，バ

ルト・スラヴ諸語のアスペクト・テンス体系の通時的・共時的なパースペクティヴにおけ

るリトアニア語の位置づけをおこない，次に続く第 2 章から第 4 章で，ロシア語との比較

対照に基づいてリトアニア語のアスペクト・テンス体系の形態的・構造的特質と意味的特

質を明らかにし，さらに第 5 章と第 6 章では，リトアニア語のテンス形式の中でもアスペ

クトとの相関関係においてとりわけ複雑で特異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詳細な議論を展開し，最後に第 7 章で論文の結

論と今後の展望を示した．以下に，各章の内容を要約する．本章では，ここまでの章にお

いて得られた成果と残された問題について述べる． 

まず，第 1 章では，スラヴ諸語との比較対照を通じて，バルト諸語のアスペクト・テン

ス体系を概観し，バルト・スラヴ諸語の動詞研究という包括的な観点からリトアニア語の

実態を位置づけることを試みた．ここでの考察は，第 2 章以降で論じる問題を明確化する

ために十分有効であり，本論文での議論の理論的基礎を与え得ると同時に，その発展的展

開の可能性について言及したものであった．ただし，バルト諸語あるいはスラヴ諸語それ

ぞれの言語の間の具体的な類似や差異については，いまだ十分に説明が与えられていない

問題も多く残されている．さらには，それらのもとにある系統的繋がりの問題や，地域的

接触による影響など変化の要因の問題についてはここでは踏み込んだ議論を控えているが，

語用論的観点や認知意味論的観点も考慮しながら，なお考察を進める必要があるだろう． 

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を，形態的・構造的特質と意味的特質の関わりを中

心により詳しく分析した．類型論的には同じタイプに分類されるロシア語との共通点と相

違点を綿密に検討することによって，意味論的な〈PFV : IPFV〉対立と〈限界的 telic：非限

界的 atelic〉対立との違いを明確にし，さらに，〈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の提案をおこなった．〈限界的 telic：非限界的 atelic〉対立

が〈PFV : IPFV〉対立の基礎となっていること，これらの対立が通時的・共時的両観点から

見て，連続的な関係にあることは第 1 章でも述べたことであるが，その連続的な意味内容

がリトアニア語の中でいかに構造化されているかという問題をここでは論じている． 

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

テンス体系とタクシス的機能の相関関係を明らかにした．ここでは，ロシア語との比較対

照分析と，アンケート調査[1]の結果の分析を並行しておこないながら，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議論を進めた．分析を通じて，接頭辞・接尾
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辞を用いた動詞の形態論的なカテゴリーとしての「perfective／imperfective 動詞の対」なる

ものが，ロシア語を始めとするスラヴ諸語を基盤に形成された文法概念であり，その議論

をそのままリトアニア語のようなバルト諸語に援用することには問題があることを主張し，

リトアニア語に固有のアスペクト・テンス体系を，テクストにおけるタクシス的機能との

相関関係を基に提示した． 

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

て考察し，次のような点を明らかにした．すなわち，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，形式・意味・機能を詳細に比較対照してみると，多く

の重要な相違がみとめられる．概して，分詞の時間表現の基盤にある動詞のアスペクト的

体系の相違により，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るの

に対し，リトアニア語では，分詞は，動詞のアスペクト的意味と分詞自体のアスペクト的

機能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の分析を通じ，分詞の意味・機能が文全体

の構造の中で決定されることを論じた  

第 5 章では，アンケート調査[2]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〉の表現について詳細に議論した．考察の重点は，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

ェクト形が，動詞の〈限界性〉と相関した〈パーフェクト性〉とその周辺の意味の表現に

おいて，いかなる使用分布をなしているのかという点に置かれている．考察を通じて，分

析的パーフェクト形の意味と機能は，非パーフェクトの一般的なテンス形式と〈動作パー

フェクト〉の表現において重なる部分が大きいが，その核となるのは〈状態パーフェクト〉

の表現であること，他方，〈単なる動作〉の表現や，相対的テンスとしての機能は限定的で

あることを明らかにした． 

 第 6 章では，第 5 章と同様にアンケート調査[2]の結果に基づいて，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意味・機能について詳細な分析をおこ

なった．考察の結果，この特殊な過去形は，従来考えられてきたように「perfective 動詞」

を「imperfective 化」する手段として機能するものではなく，〈習慣性〉を表す専用の形式で

あること，また，動詞の〈限界性〉と相関した〈習慣性〉とその周辺の意味の表現におい

て，一般的な過去形と緩やかな相補分布をなしていることを明らかにした．ここでの分析

は，通言語的観点から見て稀有とも言える，〈習慣性〉を表す屈折的なテンス形式を詳細に

考察した例として，一般アスペクト論への貢献となり得ることが期待される．今後の課題

としては，比較対照分析の対象をリトアニア語とロシア語のみならず，他のバルト・スラ

ヴ諸語にも拡大すると同時に，その通時的変遷についても詳しく調査することである． 

 本論文の考察の結果は，拡大アスペクト・テンス体系として表 7-1 のようにまとめられる． 
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表 7-1. 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〉 
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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，旧態依然としたリトアニア語アスペクト研究への批判の形でスタートし

た筆者の拡大アスペクト論の範囲は，当初，筆者が想像していた以上に多岐にわたる問題

に拡大した．課題はなお少なからず残されているものの，本論文に含まれる論考のうちの

幾つかは幸い国内外で受け入れられてきた．全体として見れば，バルト・スラヴ諸語の動

詞の比較対照研究に貢献する論考を目指す一方で，現代リトアニア語のアスペクトの問題

の解決に新規なアプローチ方法を導入し，通言語的研究にも貢献し得る形で一つの論文に

まとめ上げるという試みは，一定の成果を上げることができたと思う．本論文が，リトア

ニア語のみならず通言語的なアスペクト・テンス研究，また，バルト・スラヴ諸語の動詞

の比較対照研究のあらたな展望を示唆するものとして，今後の議論の拡大のきっかけとな

り，我が国におけるバルト・スラヴ学の発展に寄与するものとなれば本望である． 
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