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要 旨   

中世末期の口語日本語資料である大蔵流狂言台本虎明本には、存在動詞に基づく、「～  

てある」と「～ている」という2つのアスペクト的意味を表す形式がみられる。この2  

つのアスペクト的形式について、上接する動詞の意味、主語の有生・無生性、形式の文  

法化程度などの観点から、「～てある」と「～ている」の各用法の特徴をとらえ、さら  

に、これらの特徴が両形式の相互関係を通して、中世末期以降の「～てある」の変遷に  

いかに影響したかを、近世前期の近松の作品や他の狂言台本を用いて考察した。その結  

果、「～てある」の各用法には中世末期以降、「～ている」に移行するもの、「～てある」  

に留まるが衰退していくもの、同じく「～てある」に留まるが、意味的・統語的に整理  

された形となって存続していくものの3種があることを明かにした。  

0 はじめに  

0．1本稿のねらい   

中世末期は、テンス・アスペクトなどの時間表現において近世日本語への変換期にあ  

たる。この時期には各種のテンス・アスペクト的意味を表す形式がみられるがl、このう  

ち存在動詞に基づくものとしては「～ている」と「－てある」の形式が盛んに用いられ  

るようになった（以下では「～てある」「～ている」の各形式はそれぞれテアル、テイル  

で総称する）2。この2つのアスペクト的形式（以下「アスペクト形式」と略す）は、表  

す意味に存在動詞が影響しているという共通点があるが、構文、意味において幾つかの  

異なりがみられる。   

中世末期の口語日本語を伝えるという狂言台本虎明本にも、チアルとテイルを文末に  

含む構文が多数みられる（以下ではこのような構文をそれぞれ「テアル構文」「テイル構  

文」とする）。本稿は、最初に、虎明本にみられるテアル構文とテイル構文の各用法を  

みていくことにより、中世末期のアスペクト形式の特徴を考察していく。その際、これ  

らの構文の主語にあたるもの、チアル、テイルに上接する動詞、およびテアル、テイル  
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の文法化という3つに注目する。具体的には、主語についてはその有生・無生性、動詞  

については自・他および変化性、非変化性などの意味特徴、さらに文法化については、  

存在動詞「ある」「いる」との関係からその文法化の程度などを考察する。特に、上接動  

詞の意味特徴の検討を中心として論を進める。   

次に、虎明本を資料にして考察した中世末期以降のテアル・テイル構文の各用法にみ  

られる特徴を比較し、これら2つの形式の、構文的、意味的異同をみていく。さらに、  

この構文的、意味的異同が、その後のチアルとテイルの相互関係にどのように作用し、  

中世末期から近世前期にかけてのテアル構文の変遷にどのような影響をもたらしたかを3、  

近松の世話浄瑠璃等の作品を通して考察する。また、虎明本にみられるテアルの各用法  

のうち、動作パーフェクトについては、後代の狂言台本虎寛本を、変化結果構文につい  

ては、同じく後代の『狂言記』を含めて考察する。これらの考察を通して、中世末期か  

ら近世前期にかけてのチアル構文の全体的変遷をみていく。  

0．2 先行研究   

中世末期から近世にかけてみられるテアル構文の統語的変化について、主語の有生・  

無生性や、テアルの文法化という観点から指摘したものに、古くは柳田1991、近年で  

は金水2006aがある。  

0．2．1柳田1991   

柳田1991（pp．223－224）は、  

室町時代までは、有情物の主格に対して4、「テアル」が用いられていたから、例  

えば次のように言っていた。  

（1）（某が）花を植えてある。  

ところが、江戸時代に入って、一中略－、有情物の主格に対して「チアル」を用い  

ることができなくなった。そうすると、この表現は、次の二つのいずれかの表現を  

とるようになった。  

（2）（某が）花を植えている。  

（3）花が植えてある。  

前者は有情物の主格に対して「テイル」を呼応させたものであり、後者は、逆に、「チ  

アル」に対して「花を」を主格「花が」にかえることによって呼応させたものであ  

る。こうして、「非情物ガ＋他動詞チアル」という表現が生まれたのではないか。  

とのべている。柳田の説くように、チアル構文の統語的変化には、主語の有生・無生性  

が関わっていると思えるが、実際の（1）から（3）の移行には、有生・無生性以外にも、テ  

アルの文法化に関する問題や、厳しい上按動詞制限などがあり、これらの詳しい考察が  

必要である。  
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0．2．2 金水2006a   

金水2006a（p．274）は、近世中期以降の上方語におけるテアルについて、  

「－てある」に着目すると、17世紀初頭までの用法と、18世紀の用法とでは隔  

たりがある。文法化の観点から言えば、17世紀の「－てある」の方が進んでおり、   

18世紀の用法はむしろ本動詞の「いる」「ある」に近い。従って18世紀の「－てある」  

は17世紀初頭の「一てある」から変化してきたものと見ることは難しく、改めて  

存在動詞「いる」「ある」に基づいて文法化を再出発させたものと見るべきことを示  

している。  

とのべ、続いて、テアル構文の例として、無生物主語による自・他動詞が上接する結果  

相を2例示しているが、そのうちの1例（（4））は、柳田のいう「非情物ガ＋他動詞テアル」  

の例でもある。  

（4）上から帯が王ぜてある。長持も出してある。（近松・ひじりめん卯月の紅葉）   

（4）のテアルのアルには存在の意味があり、「非情物ガ＋他動詞テアル」の出現には金水  

のいう「文法化の再出発」が関わっていると思えるが、この「文法化の再出発」がどう  

して起こったのか、また、（4）のような構造をもつチアル構文がどのような過程をへて  

出現したのか、については、金水2006aではふれていない。  

0．2．3 論者の説   

論者は、結論からいうと、柳田1991にのべられている、主語の有生・無生性による  

テアル構文の構成制限と、金水2006aにのべられているテアルの文法化の展開という二  

つの流れが、近世前期におけるチアル構文の統語的変化に影響を及ぼしたとみている。  

以下では、虎明本や近世前期の作品のテアル・テイル構文を動詞毎に分類・検討してい  

くことにより、柳田、金水両氏によって展開された諭を補う形で、自説をのべていく。  

1資料および用例採取について  

1．1資料について   

狂言の成立は、中世半ばにあたる14世紀後半であり、伝統芸能として、その台本に  

は15世紀以降の口語要素が多分に盛り込まれている。同時に狂言は舞台劇として、常  

に観衆との交流の上に成り立つものであるから、一方において新しい観衆の好みに応じ  

て、その時折の表現も取り入れていく面もあった。   

虎明本（237曲）は1642年に書写されたもので、代々宗家である大蔵家の口伝によっ  
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てきた台本を、ここではじめて筆録したものである。それゆえ中世末期の口語を伝承し  

ているとみられる点が多い。しかし近世初期の口語に基づくと思われる表現もみうけら  

れる。虎明本のテキストとしては、池田腐司・北原保雄著『大蔵虎明本 狂言集の研究   

上、中、下』（表現社1972）を使用し、大塚光信編『大蔵虎明 能狂言集 上、下』（清  

文堂 2006）を参考にした。なお、例文引用の際、おどり字は用いないなど表記を改め  

たところがある。  

1．2 用例採取について   

テアル構文、テイル構文の用例は、テアル、テイルの終止法ばかりでなく、連体  

節、条件節等、全ての形のものを採取した。用例の動詞を種類毎に分類する際には、テ  

ァル・テイルに上接する動詞が明らかに「動詞＋受身・使役の助動詞」のものは、態  

（voice）の関係で、またトヲスル」の形のサ変動詞、およびトヲイタス」の形は  

自他の関係で、それぞれ不明確化を避けるため考察の対象にはしなかった（以下ではこ  

のような例を「対象外の例」と呼ぶ）5。採取に際して会話文、（ト書きなどの）地の文  

の区別は、特にする必要が認められないのでしなかった。分顆する動詞の種類はテアル  

構文とテイル構文で共通するようにしたが、どちらか一方に多くみられる種類がある場  

合は、それを一種とした。   

なお、近世前期の資料として用いた近松の世話浄瑠璃・歌舞伎狂言、狂言台本虎寛  

本、および『狂言記』の例文についても、同様に扱った6。  

2 テアル構文  

2．1テアル構文の自動詞   

虎明本ではテアル構文の自動詞構文は39例あり（対象外の例なし）、そのうち、移動  

などを示す移動動詞（「来る」「出づ」「参る」など）が28例（自動詞の72％、以下同じ）、  

質、形、位置など主体の変化を示す状態変化動詞（「咲く」「たぎる」「落ちる」など）が  

7例（18％）、それ以外の動作動詞（「通る」「御奉公申す」など）が3例（8％）、状態動  

詞（「似る」）が1例（3％）である。  

移動動詞が上接したテアル構文は動作パーフェクト（経験、完成）（以下動作パー  

フェクトと略す）を表す7。  

（5）扱はなんぢがと（疾）ふきてあるよな  （牛馬）   

状態変化動詞の上擦したチアル構文は主体の質的、形状的、および位置などの状  

態変化結果を表す。  

（6）しやくやくの花が、人のうらにみ事に、さひてあるをみて、  （どひつ）  
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動作動詞の上擦したチアル構文は動作の継続を表す。   

（7）はりまのいなみ野をとをってあれは、おおきな牛がふせっておって、  

（ほうじょう）  

状態動詞が上擦したテアル構文は単純な状態を表す。   

（8）きやつがき（着）たゑほしをみれば、ちんじゆのほこらの、いがきに且；三重程に、  

（今まいり）  

文の主語をみてみると、例文（5）（7）は主語が有生物であり、例文（6）（8）は主語が無生  

物であるが、状態変化動詞が上接した（6）には有生物を主語にした質的変化結果の状態  

を表す1例がある。（9）として示す。  

（9）（民は）そくさい（息災）に喋りてはあれ共、みかどげきりんましまして  

（嘉島猫）  

また、テアルの用法が、テアルのアルに本動詞である存在動詞の「ある」「いる」の意  

味を残し、「（～シタ（シティル）状態デ）ある・いる」の意味を表すものか、あるいは、  

テアルのアルがそのような意味から離れて、テアル全体で（経験、完成などの）派生的  

な意味を表すものとなっているか、という「文法化」（grammaticahzation）の点からみ  

てみると、例文（5）（7）（8）のチアルの用法は、テアルのアルに存在の意味のない派生的  

用法のものであり、テアルが文法化されている。例文（6）（9）は、主語の状態を表すチア  

ル構文で、テアルのアルに存在の意味があり、チアルは文法化されていない。  

2．2 テアル構文の他動詞   

チアル構文の他動詞構文は亜例あるが、このうち対象外の4例を除いた42例が分  

類の対象となる。動詞は行為者の意志的動作を示すが、これらの動詞は、（動詞の示す）  

行為が対象に対して何らかの変化を及ぼすか、及ぼさないかによって大別される。前者  

は行為対象（興型的には無生物）の変化結果状態をのべたものであり、後者は行為者（＝  

動作主）の状態についてのべているか、行為の遂行そのものをのべることに主眼をおく  

ものである。前者はいわゆる対象変化動詞である。後者は一般的な総称がなtlので、仮  

に対象無変化動詞と呼ぶことにする。  

2．2．1対象無変化動詞   

対象無変化動詞（34例、全他動詞の74％、以下同じ）としては、最初に主語にあた  

る行為者の行為状態についてのペているものとして、感覚機能を示す知覚動詞（「聞く」  

「見る」など）が9例（20％）、発話に関する発話動詞（「云ふ」「申す」など）が8例（17％）、  

知的な認識を示す認識動詞（「案ずる」「推量する」など）が6例（13％）、持続的行為を  
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示す持続動詞（「持つ」「待つ」など）が3例（7％）ある。  

知覚動詞を上接したチアル構文は動作パーフェクトを表す。   

（10）（夜半に相手の声を）しかと旦ひてあろ、かくさずにいへ  

（くらままいり）  

発話動詞を上擦したチアル構文も動作パーフェクトを表す。   

（11）やい、両人の者ようきけ、両人ながら一字一点ちがはずよう申してある。  

（茶つぼ）   

認識動詞が上接するチアル構文は動作パーフェクトを表す。  

（12）てひどしそこなはふと思ふて、色々あんじて有に、  

持続動詞の上擦するテアル構文は維持状態を表す。  

（13）おぬしは藤三郎におとらぬ力をもちてある間、  

（ぷあく）  

（鶏猫）   

次に、同じ対象無変化動詞に含まれるものであるが、行為の遂行そのものをのべるこ  

とを主眼とする動詞として、事態に対する処置、処理を表す動詞（仮に「処置動詞」と  

しておく）として、「求める」「つけ知らせる」などが8例（17％）ある。これらの動詞  

が上接したテアル構文は動作パーフェクトを表す。  

（空うで）   （14）汝が留守に、太刀をもとめてあるみせう  

文の主語を見てみると、例文（10）～（14）は主語が有生物である。また、テアルの文法  

化の点からみてみると、例文（10）（11）（12）（14）のチアルは派生的用法のものであり、テ  

アルは文法化されている。例文（12）のチアルは主語の状態を示す用法であり、テアルは  

文法化されていない。  

2．2．2 対象変化動詞   

対象変化動詞（8例、17％）としては、配置や設置を意味する動詞（仮に「配置動詞」  

とするり として「打つ（「立てる」の意味）」「取り散らす」・など3例（7％）、新たな場  

への出現、生産を意味する動詞（仮に「出現動詞」とする）として「書く」「こしらへる」  

の2例（4％）、質的・形状的変化を示す質的・形状的変化動詞として、「殺す」「しとめる」  

など3例（7％）ある。配置動詞は移動による位置変化を表し、出現動詞は新たな場面  

への出現・生産を意味する一種の状況変化を表し、質的▲形状的変化は属性変化を示す  

ものである。対象変化他動詞が上擦するテアル構文のうち、配置動詞と出現動詞の例に  

は主語である行為者は示されず、行為の対象はヲ格（または無格）をとり、意味は行為  

－6－   



対象物の変化結果状態を表している。配置動詞（（15））、出現動詞（（16））の例文を示す。  

（15）（猫の）ゆくゑを申て来り候はは、くんこうはこうによるべしと、高札を主星  

三屋旦、  （鶏猫）   

（16）なむよろい、なむよろい、定になにやらかひてある  （よろい）   

なお、出現動詞「こしらへる」の例文では、行為の対象はガ格をとっている（この例文  

については、後にふれる）。  

（なるこ）  （17）たのふだ人の仰られたが、誠にいほがこしらへて有は   

質的・形状的変化動詞のチアル構文は、行為者がガ格で、行為対象がヲ格で示されて、  

動作パーフェクトを表している。  

（18）某ひさうのねこを、汝がころひてある間、こんきをはねうずると存、（鶏猫）  

文の主語について見てみると、例文（18）の主語は有生物である。例文（15）（16）は主語  

がなく、ヲ格（または無格）で示された対象物は無生物である。また、文法化の点から  

みてみると、例文（18）のテアルは派生的用法のものであり、文法化されている。例文  

（15）（16）（17）のテアルは行為対象の状態を示しており、文法化されていない。  

2．3 動作パーフェクトの意味   

虎明本にはテアル構文で動作パーフェクトを表すものが61例（チアル構文の75％）  

みられる。テアル構文の大部分を成すこの用法の表す意味についてみてみる。例えば、  

本稿で示した動作パーフェクトの例文（5）（10）（11）（12）（14）（18）を、後代の大蔵家直系  

の狂言台本虎寛本（1792年筆録）でみると、曲（鶉猫）が虎寛本にない（18）を除いて  

他は全てテアリがテンスを表す「た」におきかえられている。虎寛本にみられる（5）の  

移動動詞の例文（19）と（14）の処置動詞の例文（20）を示す。  

（19）すれば汝が先へ来左が定か。  （牛馬）   

（20）扱汝がいた跡で能い太刀を求左。見せう程に夫に待て。  （そらうで）   

このことから中世末期のテアルで表された動作パーフェクトの用法が示す内容は、テン  

ス的にはかなり過去に近いものであったと思われる。   

次に、虎明本のテアルがモーダルな内容も含む件についてであるが、この件に関して  

は幾つかの先行研究でのぺられている。柳田1991（pp．217－218）は、  
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主格が有情物である場合に用いられた「チアル」の例を見てみると、それらは、   

神仏や大名・日代・奏者などが荘重さをもたせて語る会話に用いられることが多  

く、文語色を帯びて来ていたのではないかということである。   

とのべている。また、金水2006a（pp．273－274）も同様なことをのべ、「これは、「～てある」  

の一部の用法が、古風な言い方になってきていることを表しているものと考えられる」  

としている。柳田1991（（21））と金水2006a（（22））で示された例文は次の2つである。  

（21）汝がいのりをかけし、ひえいぎんの大黒でんにてあるが、－中略一三郎どの  

といひあわせて、きたりてあるぞ。  （夷大黒）   

（22）某は三面の大こくにてあるが、一中略一福をあたえようと思ふて定まで也三  

晶旦よ  （大黒連歌）   

これらの例文に上擦する動詞「来たる」「出る」は本稿例文（5）の移動動詞で動作パーフェ  

クトを表すものである。この2つの例文を前述の虎寛本でみると、同じ動作パーフェク  

トでありながら（本来なら「た」におきかえられるべきところを）、（5）、（14）とは追っ  

て、（21）（22）の例文同様テアルを用いて表されている。このことからも、（21）（22）のよ  

うな文のテアルは、他の動作パーフェクトと追ってモーダルな内容を含んでおり、伝承  

として残されたものと思われる。  

3 テイル構文  

3．1テイル構文の自動詞   

テイル構文の自動詞例は64例あるが、そのうち対象外の7例を除いた57例が分類の  

対象となる。まず、移動などによる位置変化を示す移動動詞（「来る」「出づ」「入る」な  

ど）が14例（全自動詞の22％、以下同じ）あり、姿勢などの形状的変化を示す形状的  

変化動詞（「立つ」「寝る」「腰かける」など）が38例（60％）、質的な変化を示す質的変  

化動詞（「成る」「到る」）が3例（5％）、無意志的動詞（「生きる」「永らふ」）が2例（3％）  

ある。   

移動動詞は移動動作の結果状態を表す。  

（23）わらはは一時もそなたにはなれている事はならぬに、  

形状的変化動詞は形状的変化の結果状態を表す。  

（24）まつごぜがさきに行、西もんに立ている  

質的変化動詞は質的変化の結果状態を表す。  
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（25）わたくしのやしやぢ（夜叉神）になっていて、とめやうがござる（いしがみ）  

無意志的動詞は静的状態を表す。   

（26）とかく坤てもいきがひもなひほどに、身をなげてしなふ （どん太郎）  

文の主語をみると、例文（23）～（26）の主語は有生物である。   

また、文法化の点からみてみると、例文（23）（24）のテイルには、2つの例文に場所旬  

が共起していることからもわかるように、「～てい（居）る」の意味がある。また例文（25）  

（26）には「～シタ（シティル）状態デいる」の意味がある。これらのことから例文（23）  

～（26）のテイルは文法化されていないといえる。  

3．2 テイル構文の他動詞   

テイル構文の他動詞が上梓する用例は51例あるが、このうち対象外の7例を除いた  

44例が分類の対象となる。これらの動詞のうち、チアル構文に現れた対象変化を表す  

配置動詞は、ここでは全て再帰的用法として用いられて、主語（人）の状態をのべてい  

る。   

最字訓こ行為者（＝動作主）の状態についてのべるものとしては、持続的行為を示す持  

続動詞（「持つ」「待つ」「かかえる」など）が24例（全他動詞の47％、以下同じ）、「見る」  

の知覚動詞（1例、2％）、「云ふ」「申す」などの発話動詞（4例、8％）、「思ふ」「たのむ」（鳴  

かず りにするの意）の認識動詞（4例、8％）、「（衣類を）被く」「（太刀）をはく）」「（お守りを）  
掛ける」などの再帰的用法の動詞（11例、22％）がある。  

持続動詞が上接したテイル構文は維持状態を表す。   

（27）かのもののおぢばうずが、此山一つあなたに、寺を且っていらるるが、  

（つりきつね）  

知覚動詞が上擦したテイル構文も持続状態を表す。   

（28）橋のらんかんによりかかり、さしあふぎにて屋三日まらしたれば、  

（ぽゝうがしら）  

発話動詞が上接したテイル構文も知覚動詞同様に持続状態を表す。   

（29）いまだ愛元にゐるが、むさとしたる事を、ひとり事に云ている、  

（なまぐさ物）  

認識動詞の上擦したテイル構文は心的状態を表す。   

（30）いまのがだんぎ（談義）かみどもはただぎうたん（雑談）かとおも阜ていた  

れども  （なきあま）  
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配置動詞が上梓する再帰的用法のテイル構文は主語（動作主）の動作結果状態を  

表す。   

（31）せんどより今まで、小袖をやづゐていて、ついにとりまらせぬ、（いははし）  

文の主語を見てみると、例文（27）～（31）の主語は有生物である。また、文法化の点か  

らみてみると、（27）～（31）のテイルは、（23）～（26）の（自動詞ほど動的ではないが）自  

動詞同様、主語となる人物の状態を表しているので、テイルは文法化されていない。   

4 チアル構文とテイル構文の比較   

4．1チアル構文とテイル構文の比較概観   

2と3でこれまでのべてきたチアル、テイル構文の上按動詞ごとの用法・意味、主語  

（動作主、変化物）・目的語（行為の対象物）の有生・無生性および文法化について、  

衰1にまとめてみた（「有」「無」は主語の有生・無生性の略（但し＊は目的語の有生・  

無生性の略）、文法化の欄の○は文法化していることを、×は文法化していないことを  

示す。なお、動詞の欄の「質形変化」は質的・形状的変化の略）。動詞の種類は、テア  

ルとテイルでできるだけ同質のものを組み合わせた。  

衰1テアル構文とテイル構文の比較  

＼  テアル構文（81例）  テイル構文（101例）   

＼  動詞種類  用法・意味   有無  文法化  動詞種類  用法・意味  有無  文法化   

移動  動作パーフェクト  有  ○  移動   移動結果状態  有  ×  
自  

状態変化  変化結果状態   無  ×  形状的変化  変化結果状態  有  ×  

動  有  ×  質的変化  変化結果状態  有  ×  

有  ○   
‾‾■－－叫■一叫－－■■一一－－－●■－－，－－－－－－■－－－－－■■ 

詞  動作  動作継続  ■▼－－－－－●■－－－叫－－－■＝－－・一■■－－－叫－－，  

状態  単純な状態   無  ○  無意志   静的状態   有  ×   

知覚  動作パーフェクト  有  ○  知覚   持続状態   有  〉〈  

発話  動作パーフェクト  有  ○  発話   持続状態   有  〉く  

他  
動作パーフェクト  有  ×  認識   心的状態   有  ×  

持続  維持状態   有  ×  持続   維持状態   有  ×  

動  
○  ‾－－－－■－－■▼－＝■－－－■－－－●－●●一一一一、■－1－－■－一一－■，■■－－－－叫－ 

叫－－■－■■川－－，－－叫－■－－－－叫▼ 

配置  変化結果状態   ＊無  ×  配置   
詞  

■－t－－－ 

変化結果状態  有  〉く  

、－■ 

＊無  
■－－ ■，－、，－， 

出現  変化結果状態  t－，■t■－ 

無   
－■－－ →■－→■ －■－－－ －－－－●■ ■，■－■－ 

質形変化  動作パーフェクト  有  ○   －－■■■－ 一一■ －▼■†■● 
、－－－ 、－－■ 
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全体として、動的（dynamic）な動詞よりも静的（stative）な動詞が上接して、主語  

の有生・無生物の何らかの動作や変化の状態を表している用法が多い（特に、この傾向  

はテイル構文に多くみられる）。   

テアル構文には動作パ岬フェクトや継続のような派生的用法も日立つ。これらの用法  

のテアルは文法化しているが、テイル構文にはテイルが文法化したこのような用法は見  

当たらない。また、テイル構文では、チアル構文と追って、主語は全て有生物の動作主  

である。テアル構文には、行為対象物に何らかの変化を被らせる対象変化動詞（配置・  

出現動詞）が上接し変化結果を表す用法があるが、テイル構文にはこれと同じ用法は見  

られない。  

4．2 チアル構文の推移  

4．2．1テアル構文とテイル構文の比較検討   

次に、表1を通じてテアル構文とテイル構文の各用法の比較を行う。   

この時代、表1からも明らかなように、テアルはまだ有生物と無生物を主語とする構  

文で用いられていたが、このうち有生物を主語とするテアル構文の用法の中でも、テア  

ルが文法化された動作パーフェクト（移動（例文（5））（自動詞）、知覚（例文（10））、発  

話（例文（11））、認識（例文（12））、処置（例文（14））、質的変化（例文（18‖（以上他動  

詞））、および動作動詞（例文（7））（自動詞）による継続用法は、これらの用法がテイル  

にはないことがわかる。   

同じく有生物を主語とする構文でも、チアルが文法化されてないもので、表現する意  

味が似ているものは、テイル構文と差がないことになる。有生物主語の動詞のうちで、  

自動詞の質的変化動詞（例文（9））や他動詞の持続動詞（例文（13））は、これらの用法  

の意味が、テイル同様主語である有生物の状態を表し、また、アルが存在動詞「いる」  

の意味をもつので、テアルをテイルに代えても（則ち、テイル構文に移行しても）変化  

結果状態、心的状態、維持状態という意味は変わらない。   

主語、目的語の変化対象が無生物の用法はテアル構文だけに現れ、テイル構文にみら  

れない。この種の動詞として、自動詞では主体変化を示す状態変化動詞（例文（6））が、  

他動詞では、対象変化を表す配置動詞（例文（15））、出現動詞（例文（16））があげられる。  

また、単純な状態を表す状態動詞（例文（8）「似る」）の用法もテイル構文にはみられない。  

4．2．2 近世前期のチアル構文   

虎明本より半世紀遅れの18世紀初頭に出版された、近松門左衛門による世話浄瑠  

璃・歌舞伎狂言本16作品では、テイル構文が146例みられるのに対し、テアル構文は  

わずかに17例である。これは、当時のアスペクト形式の使用において、有生物主語は  

テイル構文が優先されるようになり、また、テアル構文の主語、上擦動詞などの選択に  

以前よりも制限が多くなったことへの反映かと思われる。  
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16作品に現れる17例のチアル構文をみてみる。テアルの文法化された動作パーフェ  

クト、継続および単純な状態の用例は見当たらず、また、テアル構文からテイル構文に  

移行しても意味が変わらない動詞類の用例もない。テアル構文は（変化）結果状態を表  
わし、テアルのアルは存在の意味をもつ（テアルは文法化されていない）。   

例文を上梓する動詞によって分けてみると、自動詞は主体変化動詞が7例（無生物主  

語6、有生物主語1）、無意志的動詞（有生物主語）が1例（「ながらふ」）ある。主語が  

無生物で上擦動詞が主体変化動詞の例を示す（（32）の動詞「わく」は質的変化を表す）。  

（卯月の潤色）  （32）釜にぬるみもわいてある。洗足して休息あれと、   

他動詞は対象変化動詞が9例（無生物主語8、有生物主語1）である。対象変化動詞の  

9例中4例は対象にガ格をとり（その例文の1つが、本稿の例文（4）である）、残りは無  

格（3例）とモ（2例）である。主語が無生物でガ格をとり上擦動詞が対象変化動詞の  

例を示す（（33）の動詞「ほす」は質的変化を表す）。  

（33）これこれ たんと晒布が賭してあ旦。この端をきつと結ひつけ、（薩摩歌）   

このように、近松の作品例から近世前期のテアル構文をみると、主体・対称が無生物で  

上擦動詞が主体変化動詞か対象変化動詞という2つのタイプが14例（全体の82％）あ  

ることがわかる。ただし、主語には、少数ながら有生物もあることから、近世前期のテ  

アルのアルは、まだイルとの間で有生・無生の対立が確立していないことがわかる。  

4．2．3 中世末期～近世前期のチアル構文の推移   

4．2．1のテアル構文とテイル構文の比較と、4．2．2の近松16作品にみられる近世前期の  

チアル構文の実態から、中世末期から近世前期にかけてのテアル構文の各用法の推移は  

次のようになるものと考えられる。   

① チアル構文の、有生物主語の状態を表す自動詞の質的変化動詞や他動詞の持続動  

詞は、テアルが文法化されず、テイル構文でも同じ内容を表せるので、多くはテイル構  

文に移行した。   

② 同じ有生物主語でも、テアルが文法化した動作パーフェクト（移動（自動詞）、  

知覚、発話、処置、質的・形状的変化（以上他動詞））は、テイルには移行できず、テ  

アルに留まるが、そのうち、モーダルな意味を含むものは、古い形態として扱われ、他  

はテンス形式（「～た」）に代わっていったので、この種のテアル構文はアスペクト形式  

としては衰退した。同じくテアルが文法化している動作動詞（自動詞）による継続用法  

も衰退したと推測される。   

③ 無生物を主語・目的語とし、テアルが文法化していない自動詞の主体変化を示す  

状態変化動詞と、他動詞の対象変化を示す配置動詞、出現動詞の類はそのままテアル構  
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文として存続した。状態動詞の単純な状態を表す用法は衰退した9。   

以上の、虎明本にみられるテアル構文の、中世末期から近世前期への推移を表2にま  

とめておく。  

表2 テアル構文の推移（存続はテアル構文に存続、移行はテイル構文に移行を表わす）  

自動詞   用法・意味   推移  他動詞   用法・意味   推移   

移動動詞   動作パーフェクト  衰退  知覚動詞   動作パーフェクト  衰退   

状態変化動詞  変化結果状態  存続  発話動詞   動作パーフェクト  衰退   

質的変化動詞  変化結果状態  移行  認識動詞   動作パーフェクト  衰退   

動作動詞   動作継続   衰退  持続動詞   維持状態   移行   

状態動詞   単純な状態   衰退  処理動詞   動作パーフェクト  衰退  

配置動詞   変化結果状態   存続  

出現動詞   変化結果状態   存続  

質形変化動詞  動作パーフェクト  衰退   

5 チアル構文として存続する用法  

5．1中世末期と近世前期のテアル構文  

ここでは、中世末期以降のテアル構文の変遷をたどるうえで重要なテアル構文として  

存続する用法についてみていく。   

衰2の推移の欄で存続とされた3種の動詞のうち、主体変化を示す状態変化動詞のテ  

アル構文では、主体（無生物）が変化した状態を表し、主体はガ格で示されている。ま  

た、対象変化を示す配置、出現動詞のテアル構文では、（行為の）対象（無生物）の変  

化した状態を表し、対象はヲ格（または無格）で示されている。   

4．2．2でみたように、近世前期にも主体と対象が無生物で上擦動詞が主体変化動詞と  

対象変化動詞というテアル構文が多く存在した。しかしながら、近世前期では、中世末  

期とは異なり、対象変化動詞のチアル構文の対象がとる格助詞が、ヲ（または無格）か  

らガ格に変わっている。上擦動詞が変化動詞という共通した性格をもつこの2つのタイ  

プの用法が、中世末期以降テアル構文という枠組みの中で、どのような変遷を経て近世  

前期の形になってきたのかを以下で考察していく。  

5．2 主体変化動詞のテアル構文と対象変化動詞のチアル構文   

アルが存在の意味をもち、変化結果状態を表すという、2つの共通点をもつ主体変化  

動詞の例文（34）と対象変化動詞（配置動詞（35）、出現動詞（36））の虎明本の例文を、再  

度みてみる（出現動詞で対象がガ格をとる例（（17））については後述する）。  
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（34）しやくやくの花が、人のうらにみ事に、旦ひてあ旦をみて、（＝（6））  

（どひつ）   

（35）（猫の）ゆくゑを申て来り候はば、くんこうはこうによるべしと、高札を旦旦  

三塁旦（＝（15））  （鶏猫）   

（36）なむよろい、なむよろい、定になにやらむひてある（＝（16））  （よろい）   

（34）の主体変化動詞と（35）（36）の対象変化動詞の各構文を比較してみると、（34）の主  

体変化動詞（自動詞）を上擦しているテアル構文は、「主体無生物＋ガ格＋（動詞）テ  

アル」という構造をなし、「麹塑（変化して、その状態で）旦旦」というように、①トテ」  

で物の変化を、①ガとアルで物の存在を表すことによって、物の変化結果状態を表して  

いる。一方、（35）（36）の対象変化動詞（他動詞）を上接しているテアル構文は、「対象  

無生物十ヲ格（または無格）十働詞）チアル」という構造なので、①の物の変化は叙  

述されているが、①の物の存在は、「物（ヲ）アル」の形をとり、結果として、「物ガア  

ル」という存在の叙述は直接には示されていないことになる。しかし、この構文は、（35）  

を例にとれば、「高札をうちてある」は、結果として「高札がうたれてある」の意味となり、  

アルが存在の意味をもち、変化結果状態を表すことになる。  

5．3 ガと（テ）アルの存在における役割   

ここで、格助詞ガと（テ）アルとの存在の意味における関係をみるため、本動詞とし  

て「ある」がどのように用いられているかをみてみる。この「ある」は次例にみるように、  

（37）いや人の申たるはいつはりではなひ、是に高札更旦旦よ  （八幡の前）   

「ある」は、興型的には、場所二格句と存在物とを備えた トに～がある」という、空  

間的存在文（以下「空間的」は略する）を構成する動詞であり、存在物が格助詞をとる  

場合は「が」をとる。この存在文の「が」およぴ「ある」は、主体変化動詞構文（34）の  

ガとアルと同じ（機能の）ものであるといえる。  

5．4 変化結果を表わす構文内の統語的整理   

主体変化動詞が上擦する（34）における格助詞ガの、主体無生物とテアルのアルに存在  

という意味を介した結びつきをつくる役割から、対象変化動詞のテアル構文において  

も、対象無生物とアルが存在という意味を介して直接結びつくためには、対象無生物に  

つく格助詞をヲ（または無格）からガに変換する必要があることがわかる。このように  

格助詞を変換させることにより、対象変化動詞のチアル構文は（34）の主体変化動詞のテ  

アル構文と同様に、「主語の（変化結果）状態についてのべている」という文の性格を  

明確にできる。  
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主体変化動詞のチアル構文（34）と対象変化動詞のチアル構文（35）（36）は動詞として自  

他の適いはあるが、どちらも無生物の変化結果状態を表す点で共通している。意味的に  

共通したこの2つの構文が、中世末期以降もチアル構文に留まりながら、変化物のとる  

格助詞をガに統一することにより、形態としては「－ガ～テアル」という形に整理され  

ていったものが、近世前期の対象変化動詞のテアル構文に見られるヲ格（または無格）  

からガ格への格変換であると思われる（例文（4）（33）を参照）。このように、対象変化動  

詞のテアル構文での対象物につく格助詞の変換には、同じようにテアル文を構成し、同  

じく変化結果状態を表す主体変化動詞のテアル構文の存在が影響したのではないかと思  

われる。  

5．5 対象変化動詞のチアル構文の格変換例   

ここで例文（17）を取り上げる。上接する動詞「こしらへる」は対象変化動詞の一種の  

出現動詞である。  

しらへて有（＝（17））  （なるこ）  （38）たのふだ人の仰られたが、誠に  いほがこ  

対象変化動詞が上擦するチアル構文で、対象物がとる格助詞は、古くからヲ格か無格の  

どちらかであり、管見の限りでは、ガ格をとった例はない10。中世末期の口語を伝承す  

るという虎明本に現れたこのガ格をとる対象変化動詞構文の例は、実は、中世末期では  

なく、虎明本を筆写した当時（1642年）の口語を反映したものではないかと推定され  

る11。   

この推定に基づけば、対象変化動詞が上擦するテアル構文では、行為対象物につく格  

助詞のヲ（または無格）からガヘの変換が、17世紀前半の近世初頭には既に始まって  

いたということになる。実際、17世紀後半の浮世草子類にも、また、前述の、18世紀  

初頭の近松の作品にも、また、狂言台本では、虎明本より後に、一般の読物としての需  

要にこたえて刊行された『狂言記』（全四種、1660年から1730年にかけて刊行）でも、  

その用例が複数みられる12。  

5．6 ガ格をとる対象変化動詞のチアル構文の出現過程   

行為対象にガ格をとる対象変化動詞のチアル構文はどのような形で出現したのであろ  

うか。すでに2．3でも示したように、狂言台本として古いものに属する虎明本の表現が、  

その後に筆録、刊行された台本において、筆録、刊行時の表現におきかえられることが  

ある。ここでは、虎明本のどのような箇所が、後代の狂言台本でガ格をとる対象変化動  

詞のテアル構文で表現されたかをみてみる。   

5．4でのべたように、対象変化動詞のガ格構文のガとアルは、主体変化動詞のテアル  

構文のガとアル同様、存在文の「が」と「ある」と同じ性質のものである。少なくとも  

その構文の発生期において、当時の人々にこのような意識があったとすれば、虎明本の  
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中の「（一に）～がある」という形の存在文が、後代の狂言台本で、対象変化動詞が上  

擦するガ格テアル構文に組み込まれる可能性があり、実際このような例は『狂言記』中  

に散見される。1例を示す（（40）の「並べる」は対象変化動詞の1つである配置動詞  

である）。  

（39）技ゝみご とな道具更ゑゑ  （虎明本（1642年）連歌盗人）   

（40）見事そうな道具赴三色旦  （狂言記拾過（1730年）連歌盗人）   

このような例文の存在は、対象変化動詞が上接するガ格テアル構文の成立が、この構文  

のガとアルは（「（一に）～がある」という）存在文の「が」と「ある」と同じものである、  

という意識に基づいてなされたということへの、一つの例証になるものと思われる。  

5．7 対象変化動詞の種類   

次に、ガ格テアル構文に上接する対象変化動詞であるが、この動詞は行為により対象  

物に何らかの（表面的）変化結果を残存させるものなので、これには配置動詞（位置変  

化）、出現動詞（状況変化）、質的・形状的変化動詞（属性変化）の3種が考えられる。  

虎明本では、質的・形状的変化動詞は動作主のついた動作パーフェクトの用法で用いら  

れ、配置、出現の2種類だけが変化結果状態を表すテアル構文となっているが、質的・  

形状的変化動詞のテアル構文は、中世の抄物にも13、また近世初期の近松の作品にも2  

例みられ、その1つが例文（33）である。このことから、変化結果状態を表す対象変化動  

詞としては、配置、出現、質的・形状的変化の3種の動詞が、いずれもこの構文で使用  

可能であると思われる。しかしながら、その発生期においては、この構文でテに上擦す  

る動詞としては、存在文同様、場所二格旬が共起し易い配置、出現動詞が14、この構文  

になじみやすいものとして優先的に受け入れられたものと思える15。  

6 本論のまとめ  

本稿の目的は、中世末期から近世前期にかけてのテアル構文の変遷を見ることである  

が、その方法として虎明本のテアルとテイルの構文の比較を通して、テアル構文の幾つ  

かの特徴をとらえ、近世前期の作品を通して、それらの特徴がテアル構文の変遷にどの  

ように作用してきたかをみてきた。   

中世末期のテアル構文は、（a）主語（目的語）の状態叙述→（b）主語の動作叙述（動  

作パー フェクト）というような、アスペクト変遷のどれか1つの段階にあてはまるとい  

うわけではなく、（a）と（b）の2つの要素をもっていたことがわかる（2つのうちでも（b）  

の動作パーフェクトの用法の方が盛んに用いられた）。   

チアル構文の中世末期以降の変遷については以下にまとめてのべる。  

（1）主語が有生物のもの  

－16－   



① 主語の状態を表すものの多くはテイル構文に移行した。   

① 動作パーフェクトの用法は、アスペクト用法としては衰退した。   

③ 動作の継続を表す用法も襲退したと推定される。  

（2）主語・目的語が無生物のもの   

① 主語・目的語の状態を表す主体・対象変化動詞の用法はチアル構文として存続  

したが、次第に両動詞の構文形態を主語の状態についてのべる形に統一するな  

ど、統語的に整理されていった。   

⑦ 単なる状態を表す用法は衰退した。   

これらのことを、中世末期は狂言台本虎明本を、近世前期は近松の世話浄瑠璃や他の  

狂言台本を資料として考察した。   

最後に先行研究と本論との結びつきについてのべたい。   

テアル構文の推移を通してみてきたように、中世末期以降のチアル構文の各用法の動  

向には、主語の有生・無生性が関係し、また、この有生・無生性が近世前期のテアル構  

文の主語の限定に多いに影響している。柳田1991でのべられたように、主語の有生・  

無生性が近世前期のチアル構文構成に影響したことは確かである。   

対象変化動詞のテアル構文における格変換が近世前期に起こったことにより、テアル  

構文の大部分を占めるようになった変化結果（状態）文は、上接する動詞の自他の適い  

はあるが、形態的には、「（主体・対象）無生物ガ～チアル」という形に統一されていっ  

た。また、意味的には、アルに存在の意味を含まない（チアルが文法化された）用法は  

除かれ本動詞「いる」「ある」の存在の意味をもつ（チアルが文法化されていない）用  

法のものだけとなった。これが金水2006aでのべられている「改めて存在動詞「いる」「あ  

る」に基づいた文法化の再出発」にあたるものであろう。  

注  

1虎明本にはアスペクト形式としてチアル、テイルの外に「～た」の形で表すもの、および   

動詞基本形などがみられるが、これらの用法にはチアル、テイルとは異なり「存在動詞に   

基づく」という共通性がないので本稿では特に扱わない。  

2 存在動詞に基づくものとして、他に「～てある」の丁寧体である「－てござる（ござある）   

等があるが、本稿では、「～ている」との比較という点から、これらの形は扱わない。  

3 近世前期は近世を前後の2つに分けたもので、金水2006aのいう近世中期の一部も含まれ  

るものである。  

4 有情物は本稿の有生物、非情物は本稿の無生物とみなせるものである。  

5 例えば、虎明本のテアル構文の例では「悪逆をいたす」「大谷をいたす」トヲイタス）、「（骨   

を）折らせる」（2例）（十助動詞）の4例を採取から除いた。テイル構文では14例を除いた。  

6 近松の作品と虎寛本、『狂言記』のテキスト、および調査した個々の作品名については、〈調  

査・参考文献名〉 に記してある。  

7 虎明本では純粋の経験よりも、「～した」という訳があてはまる、完成の意味のものがほと  

んどである。チアル構文の動作パーフェクトの意味については2．3でのペている。  

8「配置動詞」の名称は益岡1987を参考にした。  
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9 例文（8）の「～ににて有」は虎寛本では「～に似た」と「有」が「た」に代わっている。  

10 対象変化動詞が構成するテアル構文の格については神永2008aを参照のこと。  

11対象変化動詞構文がガ格をとる例文（17）の存在については、柳田1991も指摘している。  

12 大蔵家系統の虎寛本（1792）、傍系の虎光本（1817）にも数例この例が見出される。  

13 抄物資料の例は次のものである。  

「石ヲホリ  サケテアレハチット水力出ルケテ  」  （四河人海）  

14 現代語でも、「＿そ＿＿昌｛．に鍵を置いた」（配置動詞）、「．そ＿左に名前を書いた」（出現動詞）など、   

この種の動詞は文中に場所二格句をとるのが自然である。動詞による場所墳（locative   

argument）との関係についてはMarants．A．1984を参照。  

15 場所二格句をふくめた対象変化テアル構文の成立システムは、金水2000（pp．50－51）でも  

ふれている。   
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