
195

明治期小説におけるアスペクト形式

１．はじめに

　現代日本語におけるテイル形は、複数のアスペクト的用法を持つことが知られている。その中

でも、金田一（1950）の動詞分類は、テイルをつけない形では用いられない「第四種動詞」とい

う分類がある。第四種動詞は時間概念を含まず、ある状態を帯びることであると定義されている。

（１） 山が聳えている（１）。（金田一1950：49）

（２） ある人は高い鼻をしている。（金田一1950：50）

　このような動詞は、いつもテイル形で状態を表し、「単なる状態」「ある状態、性質を帯びてい

ること」を表す。加えて、金田一は、「瞬間動詞」と「第四種動詞」の弁別が難しいこともある

と述べている。

　工藤（1995）も、「『優れている、そびえている』にはテイル形式しかないわけであるが、これ

らはすべて、時間的展開性のないものである」と述べている。そのうち、テクストのかたりでは、

基本的にテイタ形を用いて主語名詞句の指示対象が持つ単なる状態を表す場合がある。

（３） 蓮華寺では下宿を兼ねていた。（工藤1994：60、一部修正）（２）

しかし明治期小説では、（４）のようにテイル形を用いない例がある。

（４）　蓮華寺では下宿を兼ねた。

　工藤（1994）は、明治期小説において「単なる状態」を表す場合にもシタ形が用いられる理由

として、「〈継続性〉を表すシテイル形式（中心的なもの）とシタ形式（周辺的なもの）（３）は、文

体差を持って共存していたと思われる。」（工藤1994：65）と指摘している。だが、それが具体的

にどのような文体の違いによるものなのかについては言及されていない。また、明治期小説の「単

なる状態」におけるシタ形とテイル（タ）形の使用状況についても詳しく述べられていない。

　本稿では、工藤（1994）でいう「文体差」のことをより詳しく考察する。また、明治期小説か

たりのテクストにおいても、現代日本語と同じように、「単なる状態」を表すテイル（４）（テクス

トでは基本的にテイタ）形が頻繁に使用されていることを確認し、現代日本語に比べると「単な

る状態」を表す形式としてシタ形とテイル（タ）形が混用されていることを指摘する。

　以下、第２節では先行研究を概観し、第３節ではデータの分析対象と調査方法を示す。第４節
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では各作品のアスペクト形式の分布を提示し、第５節では、明治期小説における「単なる状態」

を表すシタ形を語彙的観点とテクスト的観点から考察を行う。

２．先行研究

　明治期の文学作品を対象として〈継続性〉を表すアスペクト形式の意味を考察したものに工藤

（1994）がある。現代日本語ではテイタ（ル）形が使用されるところにおいて、明治期小説では

シタ形が使用されている点について注目した分析である。工藤（1994）は、島崎藤村『破戒』と

森鴎外『舞姫』の冒頭の一節を挙げ、次のように述べている。

（５） 蓮華寺では下宿を兼ねた。（＝（４））

（６） 石炭をば早や積み果てつ。

　（５）と（６）の有名な冒頭の一文は、現代日本語話者からすれば文法的に違和感を伴うのは

事実である。このようなことから、工藤（1994）は、（５）の一文について現代語であれば「蓮

華寺（で）は下宿を兼ねていた」と言いたいところであると指摘している。また、このようなシ

タ形がある状態を表す表現形式は、現代小説では使用されないと述べている。工藤の指摘の通り、

明治期の小説においては、現代小説ではテイタ形が使用されるはずの箇所において、シタ形が使

用されている用例が散見される。

　工藤は、言文一致体の成立期においては、シタ形式は、出来事の継起性＝展開性を表現する〈非

継続性＝限界達成性＝完成性〉というアスペクト的意味を基本的には確立しつつあると述べてい

る。これに加えて、古代日本語のシタリの意味・用法を引き継ぐ〈継続性〉というアスペクト的

意味を部分的に担うことを指摘している。そして、〈継続相〉のアスペクト的意味は、基本的に

はテイル形式が担うということが確立していると認めている。最終的には、「〈継続性〉を表すシ

テイル形式（中心的なもの）とシタ形式（周辺的なもの）が文体差を持って共存していた」（工

藤1994：65）と結論づけている。

　工藤（1994）に加えて、高橋（2003）においても、同じことが指摘されている。高橋も島崎藤

村の「破戒」の初版本（1906）から「蓮華寺では下宿を兼ねた」を取り上げ、現代日本語なら「か

ねていた。」といい、「定本藤村文庫」（1936）で、藤村自身が（７）のように書き改めた点につ

いて言及している。

（７）　蓮華寺では、広い庫裏の一部を仕切って下宿するものを置いていた。

　さらに、これは藤村が間違いを直したのではなく、初版本が書かれた時代は「兼ねた」という

言い方もおかしくなかったからであるとする。

　また、工藤（1987）を引用して基本的にはものの自然発生的＝無意志的な動き・現象を表すも

のが、現代においても文法化の程度が相対的に最も低いと述べている。それによって、少し古い

文献では、現代日本語であればテイル形になるものがスル形で現れると説明している。そこから
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高橋はアスペクト形式も20世紀の前期から後期にかけて、少しずつ発展してきたのであり、一定

の歴史的な過程が必要だったと述べている。

　しかし、工藤（1994）は〈限界達成性＝継起性〉というシタ形の文法的アスペクト的意味とテ

イル・テイタ形が表す〈継続性＝同時性〉の意味を持つシタ形の違いを単なる文体差であると結

論づけ、その文体差について詳しくは言及していない。そこで本稿では、明治期小説を考察対象

に、「単なる状態」を表す動詞のアスペクト形式がどのような意味を持って使われているのかを

詳しく分析していく。

３．分析対象と調査方法

　本稿は、明治期小説５作品を対象として分析を行なった。考察対象は1880年から1910年（明治

13年～43年）までの代表的な作品のうち、二葉亭四迷（1887）『浮雲』、広津柳浪（1896）『今戸

心中』、島崎藤村（1906）『破戒』、夏目漱石（1908）『三四郎』、田山花袋（1909）『田舎教師』を

取り上げる。（５）

　先行研究によれば、現代日本語ではテイタ（ル）形が使われるはずの「単なる状態」において、

明治期小説では文体の差を表すためにシタ形が使われたとされる。正にシタ形が「単なる状態」

を表すということ現象は、明治期において一般的なものであるのだろうか。そうだとすると、な

ぜ「単なる状態」を表すためにシタ形が使われたのか。

　本稿は、このようなアスペクト形式の違いが、言文一致の段階においてのテイタ（ル）形とシ

タ形というアスペクト対立によるものであるのか、それとも単なる表面的な文体の違いであるの

かという点について、詳しく分析していく。調査に当たっては、５つの文学作品のかたりにおい

て「単なる状態」を表すテイタ（ル）形とシタ形を全数調査した上で、シタ形が表す「単なる状

態」の意味を分析するという手法をとる。

　以上の点に基づいて、本稿では明治期小説を取り上げ、「単なる状態」を表すアスペクト形式

が表す意味的特徴を綿密に考察していく。

４．各作品のアスペクト形式の分布

　筆者は、明治期小説から５つの作品を取り上げ、「単なる状態」を表すシタ形とテイタ（ル）

形の用例分布を調査した。本稿では、「単なる状態」を、「変化を伴わず動きを表さない表現」と

定義する。具体的には、動詞のうち、現代日本語では、終止形ではテイル（タ）形の継続相だけ

があり、高橋（2003）でいう静態の意味を表すものを中心に考察を行う。まずは、明治期小説の

「単なる状態」のアスペクト形式の分布を見てみよう。

　【表１】は５つの作品に現れた「単なる状態」のアスペクト形式の分布である。明治期小説の

うち、シタ形が「単なる状態」を表す用例として、次のようなものがある。



198

（８）  さて其日も漸く暮れるに間もない五時頃に成つても叔母もお勢も更に歸宅する光景も見え

ず何時まで待つても果てしのない事ゆゑ文三は獨り夜食を濟まして二階の椽端に端居し乍

ら身を丁字欄干に寄せかけて暮行く空を眺めてゐる。此時日は旣に萬家の棟に沒しても尙

ほ餘殘の影を留めて西の半天を薄紅梅に染た。顧みて東方の半天を眺群ば淡々とあがつた

水色諦視たら宵星の一つ二つは鑿り出せそうな空合。 （浮雲：14）

（９）  昨日の朝、父はまた捜しに出た。うちも遠く行く時には、必ず晝飯を用意して、例の『山

猫』（鎌、鉈、鋸などの入物）に入れて背負つて出掛ける。ところが昨日に限つては持た

なかつた。時 に成つても歸らない。手傳ひの男も不思議に思ひ乍ら、鹽を與える爲に牛

小屋のあるところへ上つて行くと、牝牛の群れが喜ばしさうに集まつて來流。丁度其中に

は、例の種牛も恍け顏に交つて居た。見れば角は紅く血に染つた。驚きもし、呆れもして、

來合わせた人々と一緒になつて取押へたが、其時はもう疲れて居た故か、別に抵抗も爲な

かつた。 （破戒：91‒92）

（10）  是が元禄かと三四郎も気が付いた。其他には画が沢山ある。壁に掛けたの許でも大小合せ

ると余程になる。額縁を附けない下画といふ様なものは、重ねて巻いた端が、巻き崩れて、

小口をしだらなく露はした。 （三四郎：540）

　（８）～（10）の明治期小説シタ形は、現代日本語のテイタ（ル）形と同じくテクストの中で

背景としての「単なる状態」を描写している。これに対して、「テイタ・テイル形」が「単なる

状態」を表す例には、次のようなものがある。

（11）  次の間に居たお梅が『あれ危ない。吉里さんの花魁、危なう御座んすよ。』と、頓興な聲

を挙げたので、一同其方を見返ると、吉里が足元も定らない迄醉ツて入ツてきた。吉里は

髪を櫛卷にし、お熊の半天を被ツて、赤味走ツたがす糸織に繻子の半襟を掛けた綿入に、

緋の唐縮緬の新らしからぬ長襦袢を重ね、山の入ツた紺博多の男帯を卷いて居た。

 （今戸心中：24）

（12）  知己を番町の家に訪へば主人は不在留守居の者より翻譯物を受取ツて文三が舊と來た路を

引返して俎橋まで來た頃はモウ點火し頃で町家では皆店頭洋燈を點して居る「免職に成ツ

【表１】各作品のアスペクト形式の分布

シタ形 テイタ形 テイル形

浮雲 １ ０ ５

今戸心中 ０ ３ ７

破戒 14 12 ９

三四郎 ７ ２ 66

田舎教師 26 59 25
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て懐淋しいから今頃歸るに食事をもせずに來た」ト思はれるも殘念とつまらぬ所に力瘤を

入れて文三はトある牛店へ立寄ツた （浮雲：48）

　（８）～（12）のシタ形とテイタ（ル）形はテクストのかたりにおいて「単なる状態」の意味

を果たしている。上記の例からも分かるように明治期小説では、シタ形とテイタ（ル）形両方が

「単なる状態」の意味を持ち、物語の背景的な状態を描写している。

　５つの作品を対象として、「単なる状態」の意味を表すアスペクト形式を全数調査した結果、

明治期小説の場合も現代日本語と同様に「テイタ（ル）形」が「単なる状態」を表していること

が読み取れる。ただし、他の作品と比較すると、田山花袋の『田舎教師』の作品では、「シタ形」

が「単なる状態」を表す場合が遥かに多い。逆に、二葉亭四迷の『浮雲』と広津柳浪の『今戸心

中』ではシタ形で「単なる状態」を表す場合はもちろんテイタ（ル）形による描写自体も少ない。

このような結果が作家の個人的な文体によるものか、それとも文学史的な位置付けとも関連があ

るのかについてより詳しく考察を行う必要があると思われる。

５．「単なる状態」の意味を表す明治期小説のシタ形

　本節では、「単なる状態」を表す明治期小説のシタ形と現代日本語のテイタ（ル）形の使い方を、

語彙的観点とテクスト的観点から分析する。

5. 1　語彙的観点から：語彙的変遷

　金田一（1950）によると、「単なる状態」を表す動詞は時間の概念を含まず、ある状態を帯び

て常にテイル形を求める第四種動詞である。第四種動詞としては、聳える、すぐれる、おもだつ、

ずばぬける、ありふれる、似るなどが挙げられている。しかし、明治期小説では金田一（1950）

のいう第四種動詞の他、継続動詞・瞬間動詞のシタ形が「単なる状態」を表す場合もある。明治

期小説５つの作品に現れた「単なる状態」の意味を表すシタ形の動詞をまとめると次の【表２】

のようである。

【表２】シタ形が「単なる状態」の意味をもつ語彙

「浮雲」 「今戸心中」 「破戒」 「三四郎」 「田舎教師」

染る ─

兼ねる、沈む
展ける、隔たる
取り繞む、懸かる
染まる、輝く
閉める、深かる

現れる、釣るす
露はす、光る、

出る

彩る、立つ、岐れる、続く、
照らす、咲く、洩れる、
馳しる、照る、置く、

光る、射す、みなぎらす、
咲き乱れる、映る、散積る、
さし透る、薫る、印する、

肉附く、移る
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　上記の【表２】で挙げた語彙をみると、明治期においてはいわゆる第四種動詞の他、継続動詞、

瞬間動詞もシタ形を用いて「単なる状態」の意味を担っている。しかし、現代日本語において、

継続動詞・瞬間動詞シタ形はもちろん、テイタ（ル）形も基本的に「単なる状態」を表すことは

できない。次の（13）と（14）の二つの例を見てみよう。

（13）  行田長から熊谷町まで二里半、其路は綺麗な豊富な水で満された用水の緣に沿つて馳つた。

一田圃毎に村があり、一村ごとに田圃が開けるといふ風で、夏の日には家の前の廣場で麥

を打つて居る百姓家や、南瓜の見事に熟して居る畑や、豪農の白壁の土蔵などが續いた。

秋の晴れた日には、田圃から村に稲を滿載したことが輾つて、黄く熟した田には、頰被り

をした田舎娘が、鎌の手を止めて街道を通つていく旅人の群れを眺めた。 （田舎教師：83）

　（13）の「馳つた」、「續いた」は、現代日本語ならテイタ（ル）形が使われるはずである。

（14）  海底を何条ものリップルマーク（波条痕）がはしっている。（日本沈没）（高橋：97）

　高橋（2003）は、本稿の「単なる状態」に該当する（14）などの例に、移動あるいは移動を表

す時の運動のしかたを表す動詞の継続相が空間的な配置を表す場合は完成相（シタ形）にならな

い（＝（14）の「はしっている」は「はしった」に置き換えられない）のであるから、それはア

スペクト対立を失っているというべきであると述べている。次は、金田一（1950）では「瞬間動

詞」に分類される「立つ」が、シタ形とテイル形両方で「単なる状態」を表している例である。

（15） 町の四辻には半鐘台が高く立った。

    そこから行田道は岐れて居る。煙草屋、うどん屋、慰謝の大きな玄關、塀の上に聳えて居

る形の面白い松、吹井が清い水を噴いて居る豪家の前を向うに出ると、草の生えた溝があ

つて、白いペンキのはげた門に、羽生分署といふ札がかゝつて居る。巡査が一人、劍をぢ

やらつかせて、雨の降り頻る中を出て來た。 （田舎教師：57‒58）

（16）  大久保の停車場を降りて、仲百人の通りを富山学校の方へ行かずに、踏切裏からすぐ横へ

折れると、ほとんど三尺許りの細かい路になる。それを爪先上がりにだら
〳 〵
とのぼると、

まばらな孟宗薮がある。其薮の手前と先に一軒づゝ人が住んでいる。野々宮野家は其手前

の分であつた。小さな門が路の向に丸で関係のないような位置に筋違に立ってゐる。這入

ると、家が又見当違のところにあつた。門も入り口も全く後から付けたものらしい。

 （三四郎：324‒325）

　このように、明治期から現代日本語にかけては「単なる状態」を表す語彙の範囲が狭まり、シ

タ形が「単なる状態」の意味を表せなくなってきたことが分かる。

5. 2　テクスト的観点から：シタ形による描写のし方

　現代日本語のテクストにおいて、「単なる状態」の意味をもつ背景描写はふつうテイタ（ル）

形で表す。明治期小説でも現代日本語と同様に基本的にテイタ（ル）形が「単なる状態」を描写
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している。だが、ここでは明治期小説においてはシタ形も「単なる状態」を描写するアスペクト

形式として機能していることが問題になる。まず、継続相テイタ（ル）形による現代日本語と明

治期小説の「単なる状態」を描写する例を見てみよう。

（17） ふと影に気づくと、朱美が身を乗り出し、興味深そうにのぞき込んでいた。

    「ふんふん。そこに番号が刻んであるのことですね。なるほど。これじゃあ泥棒は言い逃

れが出來ませんね」と感心して他人事のように言った。

   直美は返すこと言葉も見つからず、中華文化圏そのものと対峙している気がした。

    続いてルーペを使って傷がないかを調べる。ガラス面、金属面、宝石のいずれにも傷はな

く、艶やかに光っていた。さすがの中国人も、高価なものとあって丁寧に扱ったようである。

   最後にクロコダイルのベルトを確認する。 （ナオミ：80）

　（17）は、現代日本語の「単なる状態」の描写の例である。（17）では、物語の流れの展開が下

線部の完成相シタ（スル）形によって物語の時間が進められている。テイタ形は物語の時間を止

め、背景描写をしている。より詳しく言うと、「のぞき込んでいた」は登場人物の動きを描写す

る出来事の描写であり、「光っていた」は宝石の「単なる状態」を描写するテイタ形である。

（18）  三四郎は又石に腰を掛けた。女は立つてゐる。秋の日は鏡のように濁つた池の上に落ちた。

中に小さな島がある。島にはたゞ日本の樹が生えてゐる。青い松と薄い紅葉が具合よく枝

を交し合って、箱庭の趣がある。島を越して向側の突き当りが蓊鬱とどす黒く光つてゐる。

女は丘の上から其暗い木陰を指した。 （三四郎：451）

　明治期小説『三四郎』においても、完成相シタ形が物語の時間を進めている。継続相「生えて

ゐる」と「光ってゐる」は、「樹が生えた」「光った」で表されるような継起的な「動きの発生」

という変化の意味を持たず、テイル形によって「単なる状態」が描写されている。太線の「落ち

た」も継起的な出来事の発生とは認めにくい「単なる状態」を描写するシタ形であると思われる。

「単なる状態」の意味をもつシタ形については5. 2 . 2で後述する。

　このように、４節【表１】の各作品のアスペクト形式の分布からも確認したとおり、明治期小

説における「単なる状態」の意味を表す背景描写は、テイタ（ル）形によって表されるのが一般

的であることが分かる。これを踏まえ、次項では、テクスト的観点から明治期小説のシタ形によ

る二つの描写のしかたについて詳しく考察する。

5. 2. 1　「動きの発生」を表すタ形

　まずは、「動きの発生」を表すシタ形である。本稿では、「動きの発生」を、「動きとしての変

化が起こった状態」と定義する。

（19）  寂しい秋晩の空に響いて、また蓮華寺の鐘の音が起つた。それは多くの農夫の爲に、一日

の疲勞を犒ふやうにも、楽しい休息を促すやうにも聞こえる。まだ野に残つて働いて居る

人々は、いづれも仕事を急ぎ初めた。今は夕靄の群が千曲川の對岸を籠めて、高社山一帶
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の山脈も暗く沈んだ。西の空は急に深い焦茶色に變つたかと思ふと、やがて落ちて行く秋

の日が最後の反射を田の面に投げた。向ふに見える杜も、村落も、遠く暮色に包まれて了

つたのである。あゝ、何の煩ひも思ひ傷むことも無くて、其ういふ田園の景色を賞するこ

とが出來たなら、どんなにか青春の時代も楽しいものであらう。丑松が胸の中に懊悩を感

ずれば感ずる程、餘計に他界の自然は活々として、身に染みるやうに思はるゝ。南の空に

星ひとつ顯れた。 （破戒：51）

　藤村は山脈が暗く沈んでいる背景を「沈んだ」というシタ形を用いている。もちろん「沈んで

いた」の継続相が言えないわけではない。そうだとすると、藤村はなぜここでシタ形を使ってい

るのであろうか。それは、明治期小説のシタ形は「単なる状態」を表す形式として解釈される余

地もあるが、一般的な「動きの発生」という解釈もありうるという点である。後の文脈に続いて

くる「投げた」→「顕れた」も「単なる意味」を表すシタ形の連続であることからも分かるよう

に、状態的な動きが時間の流れで次々と継起的に起こっているものであると解釈できる。すなわ

ち藤村は「単なる状態」を「動きの発生」として捉え、シタ形による描写のし方をとっている。

それによって、現代日本語でいうテイル（タ）形の「単なる状態」とは少し異なる。次の例も同

様である。

（20） 二人は矢張默つて歩いた。

    城址の森が黑く見える。沼がところ
〴 〵
闇の夜の星に光つた。蘆や蒲がガサ

〳 〵
と夜風に

動く。街の灯が其處にも此處にも見える。 （田舎教師：82）

　（20）の「光つた」も「光っていた」という継続相と同様に「単なる状態」の背景描写として

解釈することも可能である。だが、前後の文脈を見てみよう。物語は「歩いた」→「見える」→

「光つた」→「動く」→「見える」のシタ形によって出来事が継起的に起こっている。それによっ

て、「光った」も前後のシタ形と同じく「動きの発生」という変化が起こったと解釈するほうが

より自然である。厳密にいうと、「光る」のような動詞は語彙的な意味に「動き」を含意してい

ることからシタ形による「動きの発生」として読み取れる。したがって、「動きの発生」として

描写されるシタ形は、動きがない「単なる状態」を表すが、時間の流れの中で次々と起こってく

る動きのように捉えられている。

（21）  三四郎はこんなことを云つて、あらかじめ、敷いてある敷布の余つてゐる端を女の寐てゐ

る方へ向けてぐる
〳 〵
巻き出した。さうして布団の真ん中に白い長い仕切りを拵へた。女

は向へ寐返りを打った。（中略）

    夜はやう
〳 〵
明けた。顔を洗つて膳に向つた時、女はにこりと笑つて、「昨夜は蚤は出ま

せんでしたか」と聞いた。三四郎は「えゝ、有難う、御陰さまで」と云ふ様なことを真面

目に答へながら、下を向いて、御猪口の葡萄豆をしきりに突つつき出した。

 （三四郎：281‒282）
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　（21）の「明けた」は、他の完成相シタ形と同じく「動きの発生」を表している。もし「夜は

やう
〳 〵
明けていた」のようにテイタ形が使われていれば「単なる状態」の描写として解釈され

るかもしれない。だが、（21）は、「やう
〳 〵
」という副詞と共起していることから、「単なる状態」

の描写としては解釈しがたい。しかし、副詞がない場合に、シタ形が「動きの発生」を表してい

るのかそれとも「単なる状態」のどちらを表しているのかはテクスト的意味・機能を踏まえて前

後の文脈から捉えなければならない。

（22）  後悔は何の益にも立たなかつた。丑松は恥ぢたり悲しんだりした。噫、數時間前には辯護

士と一緒に談し乍ら扇屋を出た連太郎、今は戸板に載せられて其同じ門を潜流のである。

不取敢、東京に居る細君のところへ、と丑松は引受けて、電報を打つ爲に郵便局の方へ出

掛けることにした。夜は深かつた。往來を通る人の影も無かつた。是非打たう。局員が寢

て居たら、叩き起こしても打たう。それにしても斯電報を受取る時の細君の心地は、と想

像して、さあ何と文句を書いてやつて可ゝか解らない位であつた。暗く寂しい四辻の角の

ところへ出ると、頻に遠くの方で犬の吠る聲が聞こえる。 （破壊：258）

　（22）の「夜は深かつた」は（21）の「夜はやう
〳 〵
明けた」と異なり、「単なる状態」を表す

シタ形である。前の「出掛けることにした」という出来事の後、出掛けてみた瞬間夜が深まった

ということを表すわけではない。つまり、（22）の「深かつた」のシタ形は「動きの発生」では

なく夜は深まっていたという「単なる状態」を表しているだけである。これは「深かる」と言う

動詞の語彙的な意味とも関連がある。だんだん夜が深かまっていくことを意味しているから「動

きの発生」よりは「単なる状態」として解釈するのがより自然である。「動きの発生」を表す描

写のしかたはシタ形に限らない。明治期小説ではテイル形が「動きの発生」として背景を描写し

ていると解釈できる逆の場合もある。

（23）  千曲川沿岸の民情、風俗、武士道と仏教とがところ
〴 〵
に遣した中世の古蹟、信越線の鐵

道に伴ふ山上の都會の盛衰、昔の北國街道の栄花、今の死驛の零落─およそ信農路のさま
〴 〵
、それらのことは今二人の談話に上つた。眼前には蓼科、八つが嶽、保福寺、又は御

射山、和田、大門などの山々が連つて、其山腹に横はる大傾斜の展望は西東に展けて居た。

靑白く光る谷底に、遠く流れて行くは千曲川の水。丑松は少年の時代から感化を享けた自

然のこと、土地の案内にも委しいところからして、一々指差して語り聞かせる。連太郎は

其話に耳を傾けて、熱心に眺め入つた。 （破戒：105）

　（23）のように、本稿ではシタ形がテイタ（ル）形の「単なる状態」の意味を描写することと

は逆に、テイタ（ル）形が「動きの発生」を表す場合もある。すなわち、テイタ（ル）形が、シ

タ形がもっている「動きの発生」の意味として解釈されることにも注意しておく必要がある。

（23）の「展けて居た」は、連太郎の視線が蓼科から大門などの山々に移動している。展望は眼

の前に見える動きがない状態であるが、後の「眺め入つた」からも連太郎の視線が移動している



204

ことが読み取れる。従って、（23）の「展けて居た」は登場人物の視線の移動によって動きとし

ての変化が起こったとも言えるテイタ（ル）形である。

　以上をまとめると、明治期小説におけるかたりのテクストでの描写のし方の一つは、時間的な

継起性をともなう「動きの発生」と状態を捉えて描写するシタ形である。「単なる状態」を「動

きの発生」として捉えて描写する明治期小説のシタ形は、テイタ（ル）形を用いて「単なる状態」

を描写する現代日本語と比べるとテクストの中での描写のし方が異なると言える。つまり、明治

期小説での「単なる状態」の描写のし方はアスペクト形式の差というよりも、シタ形で描写をす

ることによって時間的流れの中で起こる背景の変化を細かくみていくような表現になり得ると言

える。加えて、「動きの発生」の描写のしかたを捉える時には動詞が「動き」を含意しているの

かと言う語彙的意味とも関連がある。要するに、シタ形を用いて「単なる状態」を描写していな

がら、細かく各々の背景描写を「動きの発生」という変化として捉えているということである。

5. 2. 2　「単なる状態」を表すタ形

　明治期小説におけるシタ形の使用は、「動きの発生」をシタ形で描写する他にも物語の背景的

な状態を表す「単なる状態」を「知覚の変化」として捉える描写のし方もある。

（18’）  三四郎は又石に腰を掛けた。女は立つてゐる。秋の日は鏡のように濁つた池の上に落ちた。

中に小さな島がある。島にはたゞ日本の樹が生えてゐる。青い松と薄い紅葉が具合よく枝

を交し合って、箱庭の趣がある。島を越して向側の突き当りが蓊鬱とどす黒く光つてゐる。

女は丘の上から其暗い木陰を指した。 （三四郎：451）

　（18’）は、シタ形「落ちた」は「Aが Bに落ちた」という動きの発生ではなく、「Aが Bに落

ちていた」のようにテイタ（ル）形がもつ動きを表さない状態を意味している。物語の出来事は

シタ形によって継起的に発生していて、テイタ（ル）形によって物語の状態である背景を描写し

ている。ここで、「落ちた」が「単なる状態」を表すシタ形として解釈できる根拠は前後の文脈

のアスペクト形式にある。物語の時間は「腰を掛けた」という出来事の後、一旦停止している。

それから「立ってゐる」、「生えてゐる」、「光つてゐる」のように物語の背景がテイル形によって

描写されている。背景描写が終わった後、再び物語の時間は「女は丘の上から其暗い木陰を指し

た」という出来事から展開される。すなわち、「落ちた」もシタ形で表されているが、テクスト

的機能を詳しくみた結果、「動きの発生」ではなく登場人物の「知覚の変化」による「単なる状態」

を描写しているシタ形である。次の（24）の「懸かつた」も同様である。

（24）  せめて彼の先輩だけに自分のことを話さう、と不圖、丑松が思ひ着いたのは、其橋の上で

ある。

   『噫、それが最後の別離だ。』

   とまた自分で自分を憐むやうに叫んだ。

    其ういふ思想を抱いて、軈て以前來た道の方へ引返して行つた頃は、閏六日ばかりの夕月
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が黄昏の空に懸かつた。尤も、丑松は直に其足で連太郎の宿室へ尋ねて行かうとはしなか

つた。間もなく演説會の始まることを承知して居た。左様だ、其の濟むまでまつより外は

無いと考へた。 （破戒：253）

　物語の展開は「叫んだ」と「考えた」の完成相シタ形が担い、「懸かつた」は「夕月が黄昏の

空に懸かる」という変化としての「動きの発生」ではなく、登場人物の視線が空に移り空に懸かっ

ている夕月の状態を描写している。加えて、（20）の「光つた」とは異なり、「懸かる」は語彙的

意味としても動きを含意していない。もともと物語の背景として存在していた状態が登場人物の

「知覚の変化」により表された場合（24）のように「知覚の変化」による「単なる状態」の描写

として捉えられる。

（25）  月の初めに、俸給の一部を割いて、枕時計を買つたので、此頃は朝はきまつて七時には目

が覺める。（中略）かれは小畑にやる端書に枕時計の繪を書いて、「この時計をわが友とも

わが妻とも思ひなしつゝ、此秋を寺籠りする寂しの友を思へ」と言つて遣つた。學校から

の歸途には、路傍の尾花に夕日が力弱いく射して、蓼の花の白い小川に色ある雲が映つた。

かれは獨歩の「むさし野」の印象を更に新しく胸に感ぜざるを得なかった。寺の前の不動

堂の高い縁側には子傅の老婆がいつも三四人集つて、手拍子を取つて子守歌を歌つて居る。

其頃裏の林は夕日にかゞやいて、其最後の餘照は山門の裏の白壁の塀にい明かに照つた。

 （田舎教師：112）

　（25）の「映つた」と「照つた」のシタ形も登場人物の「知覚の変化」による「単なる状態」

の描写である。登場人物が学校からの帰途でみた雲から山門の裏の白壁の様子への「知覚の変化」

がシタ形を用いて表されている。「映つた」はシタ形で使われているが、このテクストの中では

「映つていた」の「単なる状態」の意味とかなり近いと思われる。花袋では、「単なる状態」を表

す「映つていた」のテイタ（ル）形の例も見られた。

（26）  清三の麥稈帽子は毎年出水に浸かる木陰の無い低地の間の葉の半ば赤くなつた桑畑に見え

隠れして動いて行つた。行く先には田があつたり畠があつたりした。河原の草藪の中には

矢張キリギリスが鳴いた。

    河原の渡場では赤い雲が静かに川に映つて居た。向う岸の土手では糸經を着て紺の脚袢を

白い埃にまみらせた旅商人らしい男が大きな荷物を背負って、さも
〳 〵
疲れたやうな風を

して歩いて行つた。 （田舎教師：144）

　（26）は、川に映る赤い雲の「単なる状態」を表すテイタ形である。次の「浮いていた」の例

も見てみよう。

（27）  渡良瀬川の利根川に合するあたりは、ひろ
〴 〵
としてまことに阪東太郎の名に負かぬほど

大河の趣を爲して居た。夕日はもう全く沈んで、對岸の土手に微かに其の餘光が殘つてゐ

るばかり、先ほどの雲の名殘と見えるちぎれ雲は緣を赤く染めて其上に覺束なく浮いて居
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た。白帆が懶うささうに深い碧の上を滑つて行く （田舎教師：141‒142）

　上記の（25）～（27）の三つの例のように雲の「単なる状態」を表す場面において明治期小説

ではシタ形とテイタ形両方が使われている。同一の作品でありながら、（25）ではシタ形が（26）

と（27）ではテイタ形が使われているのは、動詞が含意している動きとしての語彙的な意味とテ

クストの中で前後の文脈を踏まえた上で描写のし方が選ばれたとも考えられる。現代日本語では、

雲の様子を表す「浮く、映る」のような動詞を「単なる状態」を表す場面で用いる場合、「浮いた、

映った」とは言えず、あくまでも「浮いていた、映っていた」のようにテイタ（ル）形が使われ

る。すなわち、明治期小説のシタ形には「動きの発生」のみならず、登場人物がそれまで見てい

なかった場面が見えたという「知覚の変化」によって「単なる状態」を描写する意味もある。「単

なる状態」を「動きの発生」と「知覚の変化」のどちらで解釈すべきかは、動詞の語彙的な意味

が動きを含意しているのか否か、あるいは副詞との共起などが絡んでいる。つまり、明治期小説

では「単なる状態」を描写する二つの方法である、「動きの発生」と「知覚の変化」のシタ形と、

「単なる状態」を表すテイタ（ル）形がかなり近い意味として使われていたことが分かる。

６．おわりに

　本稿は、明治期小説の「単なる状態」におけるアスペクト形式に注目し、５つの明治期小説を

取り上げ、シタ形の意味的特徴を示した。また、明治期小説のシタ形を、語彙・テクスト的の観

点から、現代日本語のテイタ（ル）形が表す「単なる状態」との比較を行った。その結果、第一

に、語彙的観点から見ると、明治期小説のシタ形は現代日本語のテイタ（ル）形が表す「単なる

状態」より適用される語彙の範囲が広いことが明らかになった。また、現段階では「単なる状態」

を表すシタ形のことを一般的な現象としてみることは難しいが、書き言葉においてはその例が僅

かながら見られた。第二に、テクスト的観点からは、「単なる状態」の意味をもつシタ形が二つ

の描写のし方を捉えていることを述べた。一つは、「単なる状態」を「動きの発生」として捉え、

物語の時間的流れの中で次々と起こってくる変化として背景描写をするものである。もう一つは、

登場人物の「知覚の変化」によって「単なる状態」としての背景を描写するものである。この二

つの描写のし方の違いは、語彙が持っている動きとしての意味と副詞との共起などによって裏付

けられる。

　今後は、現代日本語において「単なる状態」がテイタ（ル）形のみで表されるようになった背

景について、本稿が行った書き言葉の「単なる状態」に加えて、話し言葉からも考察していく必

要である。また、明治期小説の「単なる状態」の意味をもつシタ形の使用について、作家による

偏りが見られたため、作家個人の文体や、文学史的な位置付けも踏まえた考慮した考察をも進め

ていきたい。
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注
（１）　以下、継続相は波線、完成相は下線、「単なる状態」は太線で示すこととする。
（２）　「島崎藤村『破戒』の冒頭を書き換え」
（３）　「シテイル形」、「シタ形」は工藤の用語。筆者は「テイタ（ル）形」、「シタ形」を用いる。
（４）　テクストにおけるかたりの時制は基本的に過去形すなわちタ形とテイタ形が使われる。この点を踏まえ、

以下、〈継続性〉を表すアスペクト的形式を、現在形も含めた形の「テイタ（ル）形」で示すことにする。
（５）　５つの作品の選定基準としては、明治期小説のうち口語体を除外し、描写表現が含まれている評価の定まっ

た代表的な作品のかたりを中心に考察を行った。会話文を含めた考察は今後の課題とする。
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