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グロス
用語

グロス省略

意味

Future

FUT

未来テンス

Infinitive

INF

動詞原形

Imperfective

IPFV

継続性

Passive

PASS

受け身文

Perfective

PFV

完成性

Perfect

PRF

パーフェクト性

Progressive

PROG

進行性

Present

PRS

現在テンス

Past

PST

過去テンス

Resultative

RES

結果性1

Subjunctive

SJV

接続法

本研究では、結果継続性を表すテイル・テイタ形（日本語）と「Estar + particípio」
（ポルトガ
ル語）を示す用語として用いられている。
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1.1 本研究の目的
本研究では、日本語の時間を表す複文節の一種であるトキ節のテンス・アスペ
クト形式をブラジル・ポルトガル語（以下ポルトガル語）に訳すための翻訳規則
の作成を試みる。また、本研究では、
「複文節」は「従属節と主節によって構成
される複文」という意味を表す用語として用いられている。そのため、トキ節は
「とき」という被修飾語を含む従属節を示すのではなく、
「とき」という被修飾
語を含む従属節と主節によって構成される複文節のことを示すものである。
本研究で扱うテンスとは、文法レベルで表される時間的な位置づけであり
（Comrie 1985）、発話時（Speech Time、以下 ST）と出来事時（Event Time、以下
ET）
、基準時（Reference Time、以下 RT）という 3 つの時点の関係を表す文法カ
テゴリーである（Reichenbach 1947）。また、ST が基準時である場合、テンスは
絶対的テンスと呼ばれ、そうでない場合は相対的テンスと呼ばれる。また、アス
ペクトはテンスとは違って、ET と他の時点を問題にするのではなく、出来事の
時間自体を問題にする文法カテゴリーである（Comrie 1976）。工藤（1995）では、
アスペクトは他の出来事との外的時間関係の中で、運動内部の時間的展開の姿
をとらえるものであるとされている。この 2 つのカテゴリーは文法的な時間の
表し方に関わる概念であるという共通点を持ちながら、別個のものを指してい
る。ただし、日本語では、テンスを表す形式は同時にアスペクトを表す形式でも
あるため、本研究では、
「テンス・アスペクト形式」という呼称を用いることと
する。
日本語では、「ル」「テイル」「タ」「テイタ」という 4 つの形式で複数のテン
ス・アスペクト的意味を表すことができる（工藤 1995）が、その一方でポルト
ガル語では、テンス・アスペクト的意味によって、日本語よりも多くの形式が使
い分けられる。また、複文節の場合、日本語では、従属節と主節のテンス・アス
ペクト形式の組み合わせによって、テンス解釈が変わることもある（三原 1991,
1992）。例えば、テンスが ST を基準にせず、主節時を基準とする場合には、相
対的テンスになる。それに対して、ポルトガル語では、複文節における相対的テ
ンスは稀な現象である。このような相違点があるため、日本語の複文節における
テンス・アスペクト形式の翻訳が問題になる可能性があると言える。
なお、法務省（2019）によると、2019 年 6 月末の時点で、日本における在留
1
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外国人の国籍は、ブラジルが中国、韓国、フィリピン、ベトナムに次いで５番目
に多いとされている。しかし、在日ブラジル人の生活を支える日本語からポルト
ガル語への機械翻訳ツールに関する研究は未だ少ないという現状にある。特に、
テンス・アスペクト形式の訳し方に関する先行研究は管見の限り見当たらない。
従来の日葡対照研究では、先行研究の記述や母語話者の内省を頼りに両言語
の比較が行われてきた。また、テンス・アスペクト体系に関しては、終止の位置
のテンス・アスペクト形式、つまり、絶対的テンスのみを扱う傾向が見られる。
さらに、ポルトガル語と日本語のテンス・アスペクト体系を対照する先行研究は
あるものの、その比較を規則的に捉え、機械翻訳への応用を目指すものは見当た
らない。そこで、本研究では、両言語を扱う対訳コーパスを用いて、複文節にお
ける日本語のテンス・アスペクト形式をポルトガル語に翻訳する場合の翻訳規
則をフローチャートの形で提供するというアプローチを採用する。このような
方法を選択するメリットは主に 2 点ある。1 点目は、従来の研究と異なって、母
語話者の内省のみに頼るのではなく、ポルトガル語に翻訳された日本語の書籍
を扱うコーパスを基に、各テンス・アスペクト形式の訳し方の傾向を調べた上で、
規則を作ることができるという点である。コーパスを使用することで正確な翻
訳パターンを明らかにすると共に、どのような環境で（共起する副詞成分、文脈
等）どのように翻訳されることが多いか（割合）という点も示すことができる。
2 点目は、機械翻訳研究への貢献である。機械翻訳に関する従来の先行研究では
英語と他の言語を扱うものが多いが、英語とは異なる 2 つの言語同士の機械翻
訳的アプローチを採る研究、その中でも特に日本語とポルトガル語を扱う研究
は非常に少ない。そのため、機械翻訳のための日葡対照研究が必要とされている
と言える。

1.2 現象の観察及び問題の所在
まず、工藤（1995）によると、アスペクトは基本的に完成相（ル・タ形）と継
続相（テイル・テイタ形）の対立によって示され、テンスは基本的に、過去時制
（タ・テイタ形）と非過去時制（ル・テイル形）の対立によって示されるとされ
ている。また、工藤（1995）によれば日本語の動詞は主体動作・客体変化動詞、
主体変化動詞、主体動作動詞の 3 種類に分けられ、その種類により、テイル形の
アスペクト的意味が変わるとされている。その違いをまとめたものが表 1-1 であ
る。

2
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【表 1-1】工藤（1995）による日本語動詞分類
分類

テイル形のアスペクト的意味

例

主体動作・客体変化動 動作継続（能動）/ 結果継続（受 開ける、入れる
詞
動）
主体変化動詞

結果継続

行く、来る、

主体動作動詞

動作継続（能動・受動）

歩く、食べる

さらに、工藤（1995）によると、日本語では、継続性アスペクトを表す形式は
テイル・テイタ形であるが、動詞の種類によって、その継続性のタイプが変わる。
表 1-1 のように、主体動作・客体変化動詞（開ける等）の場合、能動文では動作
継続性を示し、受け身文では結果継続性を表す。それに対して、主体変化動詞（行
く等）の場合はヴォイスを問わず、テイル形が結果継続性を表し、主体動作動詞
（食べる等）の場合は動作継続性を表す（1）。
（1）a. そのとき、彼女は本をきちんと並べていた。
（主体動作客体変化動詞（能動文）― 動作継続性）
b. 道端に電池が並べられている
（主体動作客体変化動詞（受け身文） ― 結果継続性）
c. 花子はきれいなスカートをはいている。
（主体変化動詞 ― 結果継続性）
d. 太郎はあの道を歩いていた。
（主体動作動詞 ― 動作継続）
（いずれも作例）
しかし、ル形、テイル形、タ形、テイタ形のアスペクトの基本的意味について
は、パーフェクト2（ある設定された時点において、それよりも前に実現した運
動が引き続き関わり、効力を持っているという捉え方）と反復（運動の時間的展
開の複合的な捉え方）というアスペクトの派生的意味もある。その派生的意味に
は、動詞のタイプの制限がなく、どのような動詞でも表されることがある。
（2）
は、パーフェクト（2a）と反復（2b）というアスペクト的意味の例である。

工藤（1989b，1995）ではテイル・テイタ形には「パーフェクト性」という派生アスペクト的意
味があるとされているが、この指摘に反論する先行研究もある。例えば庵（2001）や岩崎（2000）
では、
（2a）のテイタ形を結果残存（結果継続）と別のアスペクト的意味として解釈する意義は
ないと論じられている。ただし、本研究では、ポルトガル語との比較をより分かりやすくするた
めに、工藤（1995）の立場を採り、
（2a）のテイタ形を過去パーフェクトとする。
2
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（2）a. 私はあわてて帰郷した。しかし父は 2 時間前に死んでいた。
（工藤 1995: 101、下線は原文による）
b. あの頃は、よく、人が結核で死んでいた。
（工藤 1995: 38、下線は原文による）
上述の点を踏まえて、工藤（1995）による日本語のテンス・アスペクト体系は
表 1-2 のようにまとめられる。
【表 1-2】工藤（1995）による日本語のテンス・アスペクト体系
アスペクト 完成性

継続性

パーフェクト性

反復性

テンス
未来

ル形

テイル形

テイル形

ル形／

現在

／

テイル形

テイル・タ形

ル・テイル形

過去

タ形

テイタ形

テイタ形

タ・テイタ形

このように、日本語では、基本的なテンス・アスペクトの 4 形式で様々なテン
ス・アスペクト的意味を表すことが可能である。一方で、ポルトガル語は、テン
スに加えてムード活用も持っているため、時間に関わる形式のバリエーション
が豊かな言語であり、アスペクト的意味によっても選択するべき形式が異なる
こともある。例えば、儀保（2014）では、現在の継続性を表すテイル形に対して、
ポルトガル語では、Presente do indicativo（3a）、Estar (Presente) + gerúndio（3b）、
Estar (Presente) + particípio（3c）という 3 つの形式が用いられると説明されてい
る。
（3）a. O paciente respira bem agora. （T）3（患者は今無事に息をしている）
b. Estamos fazendo um bolo para mamãe. （T）
（私たちは、ママのためにケーキを作っている）
c. As árvores estão tombadas.（木が倒れている）
（儀保 2014: 2）
（3）からは日本語のテイル形をポルトガル語では 3 つの形式で表すことができ
るということが分かり、日本語の 1 つのテンス・アスペクト形式に対して、ポル
トガル語では、複数の形式を用いることもあるため、日本語の各形式に対応する

（T）という文字は、当該の用例が Travaglia 2006 から引用されているものであるということを
示している。
3
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ポルトガル語の形式を把握することは困難である。また、儀保（2014）では、日
本語のテンス・アスペクト形式とポルトガル語のテンス・アスペクト形式が比較
されているものの、機械翻訳への応用に関しての言及がなされておらず、各形式
の訳し方についての規則等も提案されていない。さらに、この 2 点を視野に入
れた日葡対照研究は管見の限り見当たらない。
これに加えて、日本語のテンス・アスペクト形式をポルトガル語に訳す場合の
もう 1 つの問題点は、複文節におけるテンス・アスペクト形式の解釈である。工
藤（1992）では、テンスと従属複文の相関性について、主節の述語は発話時との
時間関係を表し、従属節の述語は主節の出来事時との時間関係を表すという点
に現れるとされている。即ち、主節の述語は絶対的テンスを使用し、従属節の述
語は相対的テンスを使用しているため、従属節の述語はアスペクトを表してい
るということになる。また、三原（1991, 1992）の「視点の原理」によると、主
節と従属節のテンス形式が同様である場合は、従属節のテンスは ST を基準にし
た絶対的テンスであるが、従属節と主節のテンス形式が異なる場合は従属節の
テンスが ST を基準にせず、主節時を基準とする相対的テンスである。一方で、
ポルトガル語では、相対的テンスは、Pretérito mais-que-perfeito （大過去）や Futuro
do pretérito（過去未来）という RT を含意するテンス形式について述べるときに
のみ問題になるとされており（Ilari & Basso 2008）、主節時基準現象については
管見の限り言及されていない。このような相違点は、日本語の複文節をポルトガ
ル語に訳すときに、問題になると考えられる。以下の（4）
（5）はこの問題点に
ついての例である。
（4）a. ハワイに行ったとき、このアロハシャツを買った。
b. ハワイに行ったとき、このアロハシャツを買う。
（5）a. Quando eu fui
para o Havaí, comprei esta camisa florida.
時

私

行く-PST-PFV 前置詞

冠詞

ハワイ

買う-PST-PFV この

アロハシャツ

［ハワイに行った時、このアロハシャツを買った。］4
b. Quando eu for
para o Havaí, vou comprar uma camisa florida.
時

私

行く-FUT-SJV 前置詞 冠詞

ハワイ

買う-FUT-PFV

１つ

アロハシャツ

［ハワイに行った時、このアロハシャツを買う。］
（いずれも作例）
（4a）では、従属節のテンスも主節のテンスも過去になっており、文全体の読み
が「過去の出来事」になる。そのため、従属節のタ形は絶対的テンスであり、過
［ ］は用例で扱われているポルトガル語文の日本語訳（本論文の筆者による）を示すもの
である。
4
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去という解釈になる。しかし、
（4b）では、従属節と主節のテンス形式が異なっ
ており、文全体のテンスの読みは主節にかかっている。そのため、従属節のタ形
は相対的テンスであり、非過去という解釈になる。それに対して、
（4）の文をポ
ルトガル語に訳したものである（5）では、いずれの文でも、絶対的テンスが使
われており、従属節と主節のテンスが異なることはない。また、
（5b）の従属節
では、仮定の未来を表す Futuro do subjuntivo（接続法未来形）が使われているた
め、日本語の文とは、テンスのみではなく、ムードも異なっている。このように、
複文節における日本語のテンス・アスペクト形式の特徴的な振る舞いは、機械翻
訳の分野では、問題になると考えられる。
以上のように、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系は大きく異な
り、特に、複文節の場合、絶対的・相対的テンスの使用という観点から見ても両
者の差異は大きいものであると考えられる。しかし、従来の日葡対照研究では、
儀保（2014）のように単文レベルのテンス・アスペクト形式の比較に留まってお
り、両言語の違いを規則的に扱っていない。そのため、本研究では、機械翻訳研
究への貢献を目指し、日本語とポルトガル語の複文節におけるテンス・アスペク
ト形式の翻訳規則の作成を試みる。

1.3 本研究の意義
日伯関係の歴史は 1908 年から始まった（高木 2017）にも拘らず、日本語とポ
ルトガル語に関する研究は未だに少なく、特にテンス・アスペクト体系に関する
研究は限られているものと見える。例えば、工藤（2014）は、ブラジル日経移民
社会における日本語のアスペクト形式の使用について触れてはいるものの、国
外の日本語のアスペクト形式の使用実態を分析するに留まり、日本語とポルト
ガル語のテンス・アスペクト体系の相違点や共通点に関しては触れていない。日
葡対照研究の中でも、両言語のテンス・アスペクト体系を比較する研究の代表と
して、儀保（2014）が挙げられる。同論では、日本語の各テンス・アスペクト形
式が表すテンス・アスペクト的意味に当たるポルトガル語のテンス・アスペクト
形式（または表現）がまとめられている。儀保（2014）での両言語のテンス・ア
スペクト形式の整理は非常に重要な成果であり、テンス・アスペクトに関わる今
後の日葡対照研究の土台となるものである。しかしながら、本研究で改めて両言
語のテンス・アスペクト体系を扱うことには以下に示す点において意義がある。
まず、両言語のテンス・アスペクト形式を比較するのみではなく、譙（2016）
や谷（2019）のモデルを基に、各形式の訳し方を考えるというアプローチを採る
ことによって、機械翻訳研究への貢献を目指していることに意義がある。España6
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Bonet & Costa-jussà（2016）によると、約 15 年前から、機械翻訳に関する研究が
盛んになり、機械翻訳は進歩を遂げてきた。しかし、このような進歩があると指
摘する先行研究があるにも拘らず、日本語とポルトガル語を取り上げ、既存の機
械翻訳ツールにおける日本語からポルトガル語への翻訳の問題点や修正するべ
き点を探る研究は見当たらない。本研究で採用されたアプローチによって、日葡
のテンス・アスペクト体系の研究にも、日葡翻訳（機械翻訳）の研究にも貢献で
きると言える。
また、終止の位置（主節）のテンス・アスペクト形式のみを比較する従来の日
葡対照研究とは異なり、非終止の位置（従属節）の形式の訳し方も扱う点におい
ても意義がある。先行研究でも指摘されているように、従属節と主節のテンス・
アスペクト形式の解釈は異なり、翻訳規則を作成するときにも、その違いを考慮
する必要があると考えられる。
さらに、本研究の対象は、従属節と主節の時間関係を表すトキ節に限っている
が、その理由は複文節のテンポラリティ・アスペクチュアリティの解釈・翻訳モ
デルを作るという目的に依拠したものである。主節と従属節の時間関係を表す
複文節では、その時間関係が明らかであり、これを把握しやすいと思われるため、
翻訳規則を作成するには最も妥当な対象である。また、時間関係を表す複文節の
中でも、トキ節は、4 つの基本的なテンス・アスペクト形式が（従属節と主節）
節内に現れることを容認する、最も包括的な時間の複文節であるため、本研究の
対象とした。本研究で提案するトキ節のテンス・アスペクト形式に関するポルト
ガル語への翻訳規則は今後の日葡対照研究のモデルとなる点でも意義があると
言える。

1.4 本論文の構成及び各章の概要
本論文の構成は以下の通りである。
第 1 章 序論
第 2 章 先行研究の概観と本研究の位置づけ
第 3 章 コーパスに見られる「トキ節」
「Quando 節」におけるテンス・アスペク
ト形式の使用実態
第 4 章 既存の翻訳ツールによる「トキ節」のポルトガル語訳の正確さと問題
点
第 5 章 「トキ節」のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の一案
第6章

「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節
7

第 1 章 序論

第7章

結論

第 2 章「先行研究の概観と本研究の位置づけ」では、日本語とポルトガル語そ
れぞれのテンス・アスペクト体系に関する研究及び従来の日葡対照研究を概観
した上で、本研究の位置づけについて触れる。
第 3 章「コーパスに見られる「トキ節」
「Quando 節」におけるテンス・アスペ
クト形式の使用実態」では、日本語とポルトガル語の時間を表す複文節における
相対的テンスのあり方を明らかにするために、実際の発話を扱う話し言葉コー
パス（日本語話し言葉コーパス（CSJ）と Projeto da Norma Urbana Oral Culta do
Rio de Janeiro （NURC-RJ））を用いて、トキ節と Quando 節における従属節と主
節のテンス・アスペクト形式の組み合わせとその時間関係を分析する。この調査
から得られた結果は以下のようにまとめられる。
① 日本語では、トキ節のテンス・アスペクト形式の時間関係が基本的に三原
（1991, 1992）の「視点の原理」に従っているものの、主節と従属節のテ
ンス形式が異なる場合には主節時が基準時（RT）にならない場合もある。
② ポルトガル語では、RT を含意する形式以外にも、相対的テンスを採る
Quando 節がある。この場合は、主節のテンスが従属節の RT になるか、従
属節のテンスが主節の RT になるかのいずれかである。
③ トキ節のテンス・アスペクト形式が完成性（ル・タ形）を表すものである
場合には、全体的なアスペクチュアリティに偏りが見られるのに対して、
継続性を表すものである場合には、動作継続性、結果継続性という基本の
アスペクト的意味に加え、一般化、反復、パーフェクト性という様々なア
スペクト的意味が表される。そのため、テイル形或いはテイタ形を使うト
キ節をポルトガル語に訳す時に、アスペクト的解釈が問題になる可能性が
ある。
第 4 章「既存の翻訳ツールによる「トキ節」のポルトガル語訳の正確さと問題
点」では、グーグル翻訳という機械翻訳ツールを用いて、CSJ から得られたトキ
節をポルトガル語に訳した上で、テンス・アスペクトの面から翻訳精度を分析す
る。この結果は、以下のようにまとめられる。
① テンス・アスペクトの面では、グーグル翻訳の全体的な翻訳精度は 59%で
あるが、主節と従属節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって、
その翻訳精度は変わる。
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② グーグル翻訳による誤訳のうち、アスペクト形式の解釈に関するものが最
も多い。
③ 翻訳精度が低かった「ル時－テイタ」
「テイル時－テイタ」
「タ時－テイタ」
というテンス・アスペクト形式の組み合わせは、主節のテンス・アスペク
ト形式がテイタ形である点で共通しており、そのテイタ形が完成性過去と
して翻訳されるという誤訳パターンが指摘できる。
第 5 章「「トキ節」のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の一案」では、
筆者が構築した日葡対訳データベースを基に、トキ節のテンス・アスペクト形式
に関するポルトガル語への翻訳規則を提案し、フローチャートの形で提示する。
この翻訳規則は、第 4 章の調査を参考にし、既存の機械翻訳ツールで最も翻訳
精度が低かった「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」という従属節と主節のテン
ス・アスペクト形式の組み合わせに着目しながら作成したものである。さらに、
翻訳規則の妥当性を検証するために日本語とポルトガル語のバイリンガルを対
象としたアンケート調査を実施し、グーグル翻訳による訳文と本研究で提案し
た翻訳規則による訳文を比較した上で、翻訳規則の相対的な妥当性を判定して
もらった。また、調査の結果を考慮し、翻訳規則に修正を加えた上で、ポルトガ
ル語母語話者を対象とした訳文の絶対的な妥当性を検証するためのアンケート
調査を行った。その結果、提案した翻訳規則に従って訳された文が高く評価され
たことが明らかになった。
第 6 章「「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節」では、トキ
節と Quando 節の相関性について触れる。ここでは「日葡対訳データベース」か
ら抽出された例のうち、トキ節の翻訳形式として使われた Ao + infinitivo と
Enquanto 節を Quando 節と比較する。その上で、トキ節のデフォルトの翻訳形式
として Quando 節を選んだ理由について説明する。また、Ao + infinitivo、Enquanto
節、Quando 節とトキ節の共通点と相違点を理解するために、
「時間性」
「条件性」
「否定文との共起」という要素を比較の基準とする。さらに、本研究で試みたト
キ節の翻訳規則が他の時間の複文節とどのように関係するかについて論じるた
め、アイダ節を取り上げ、ポルトガル語の時間の複文節と比較した上で、翻訳規
則を作る際にはどのような問題点を考慮するべきかという点についても論じる。
例えば、日本語のアイダ節とポルトガル語の Enquanto 節を比較した結果、翻訳
規則を作成する際には次のような点を考慮するべきことが明らかになった。
① Enquanto 節の従属節のテンス形式を問わず、アイダ節に翻訳する時は、非
過去形に訳さなければならない。
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②

Enquanto 節の従属節で否定形が使われている場合、アイダ節のスコープ
を超えるものがあり、「まで/かぎり/うち」等に訳されるものもある。

第 7 章「結論」では、本研究の成果をまとめた上で、解決できなかった問題点
や残っている課題について述べる。
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先行研究の概観と本研究の位置づけ

本章では、日本語とブラジル・ポルトガル語（以下、ポルトガル語）それぞれの
テンス・アスペクト体系に関する研究を概観すると共に、それぞれの言語におけ
るテンス・アスペクトの捉え方の違いについて触れる。また、従来の日葡対照研
究、特にテンス・アスペクトに関する問題を扱う先行研究を紹介する。さらに、
本研究と従来の日葡対照研究の相違点を述べることによって、本研究の位置づ
けについて論じる。

2.1 はじめに
本章の目的は、本研究の基盤となる日本語とポルトガル語それぞれのテンス・
アスペクト論に関する先行研究を概観することである。また、従来の日葡対照研
究、特にテンス・アスペクト体系を扱う先行研究について触れた上で、本研究の
位置づけについて述べることも本章の目的である。ただし、日本語とポルトガル
語それぞれのテンス・アスペクト体系について述べる前に、本研究で重要となる
「テンス」と「アスペクト」という概念の定義を説明しておく必要がある。
まず、テンスについては、先行研究の定義を紹介する。Reichenbach（1947）に
よれば、テンスは発話時（Speech Time、以下 ST）と出来事時（Event Time、以
下 ET）、参照時（Reference Time、以下 RT）という 3 つの時点の関係によって表
されているという。つまり、テンスは、文法のレベルで表される時間的な位置づ
けであり、出来事時と発話時との外的時間関係を表わす形態論的カテゴリーで
ある（Comrie 1985; 工藤 1995; Bechara 2006）。また、ET が ST より以前であれ
ば、過去であり、同時であれば、現在であり、以後であれば、未来であることは
Reichenbach（1947）も指摘している。
（1）に、日本語における過去（1a）、現在
（1b）未来（1c）のテンスの例を挙げる。
（1）a. 彼は本を読んだ。
b. 彼は今本を読んでいる。
c. 彼は明日本を読む。
（いずれも作例）
（1a）では、
「本を読む」という出来事は ST に先行しているため、文のテンスは
11
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過去である。また、
（1b）では、
「本を読む」という出来事は「今」つまり ST と
同時に起こっているため、文のテンスは現在である。さらに、（1c）の場合は、
「本を読む」という出来事は、ST 以後（明日）に成立するため、文のテンスは
未来である。
しかし、以上の定義は広義のテンスの定義であり、絶対的テンス、相対的テン
スという狭義のテンスの定義を説明していない。Comrie（1985）では、テンスに
は絶対的テンスと相対的テンスというテンスの種類があると指摘されている。
また、絶対的テンスは ET と ST の時間的関係を表すテンスであり、相対的テン
スは ST と違う RT と ET の時間的関係を表すテンスであることも説明されてい
る。
（2）に、日本語における絶対的テンスと相対的テンスの違いの例を挙げる。
（2）a. 彼は駅に着いた。
b. 彼が駅に着いた時、電車はもう出発しているだろう。
（いずれも作例）
（2a）では、「駅に着く」という出来事は ST 以前に成立している過去のテンス
であるが、そのテンスは ST と ET の関係のみによって表されるため、絶対的テ
ンスであると言える。それに対し、（2b）では、「駅に着く」という出来事は ST
を基準にせず、別の RT（主節の出来事「出発している」）を基準にしているため、
相対的テンスであると言える。
以上のように、テンスは ST、ET、RT の外的時間関係を問題にする文法カテ
ゴリーである。それとは違って、アスペクトは、ET と他の時点を問題にするの
ではなく、出来事の時間自体を問題にする文法カテゴリーである（Comrie 1976）。
また、工藤（1995）の定義では、アスペクトとは、他の出来事との外的時間関係
の中で、運動内部の時間的展開の姿を捉えるものであるとされている。すなわち、
テンスと違って、ダイクティックなカテゴリーではなく、出来事内部の時間的姿
を表すカテゴリーである。さらに Comrie（1976）では、アスペクトの基本とし
て Perfective と Imperfective の違いが挙げられている。Perfectivity（完成性）は、
出来事の内的時間をひとまとまりとして捉え、プロセス性を表さないことを特
徴としているアスペクトのことであり、その一方、Imperfectivity（継続性）は出
来事の内的時間を継続的に捉え、プロセス性をはっきりと表すアスペクトであ
る と指摘され ている。例えば、日本語では、（ 3）のような Perfectivity と
Imperfectivity の対立が見られる。
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（3）a. 彼は本を読む。
b. 彼は今本を読んでいる。
（いずれも作例）
（3a）では、「本を読む」という行為は未来に起こる出来事であり、その出来事
の局面や段階等が問題にされていないため、ひとまとまりとして捉えられてい
る。その一方で、
（3b）では、
「本を読む」という行為は「今」起こっている途中
の出来事であり、プロセス性を持つ出来事として捉えられている。
また、アスペクトは内的時間を問題にする文法的カテゴリーであるため、動詞
のタイプ、そして、文の構造にも関わっているとする研究もある（Vendler 1967;
工藤 1995; Bertinetto 2001）。この点については、日本語とポルトガル語それぞれ
のテンス・アスペクト体系について触れる際に、詳しく述べる。
以上をまとめると、テンスとアスペクトは、時間に関わる文法カテゴリーであ
るが、文の構造、そして、動詞の意味にもかかわっている。また、各言語におけ
るテンスとアスペクトの表し方が異なるため、本章では、日本語とポルトガル語
のテンス・アスペクト体系に関する先行研究を個別に扱う。しかしその前に、本
研究でのテンス・アスペクトの定義について 2 点断っておかなければならない
ことがある。1 点目は、テンス・アスペクトとテクストに関するものである。工
藤（1995）では、話し合いのテクストとかたりのテクストのテンス・アスペクト
が異なると述べられている。工藤（1995）によると、話し合いのテクストには出
来事の時間指示性（deictic temporal reference）があり、人称と時間の 2 つを統一
して成り立っていると考えられる。一方で、かたりのテクストでは、現実の発話
主体による発話行為の場へのアクチュアルな関係づけが存在しないために、過
去形が、過去という「ダイクティックな現実的時間」を表さず、
「非現実的時間
＝叙事詩的時間」として機能すると説明されている。そのため、作中人物（3 人
称者）も、現実の発話主体（1 人称者）との関係づけがなくなり、1・2 人称との
対立関係の中にない「人称不在」であると述べている。このようなテクストの違
いがあるため、本研究では典型的なテンス・アスペクト的振る舞いを見せる話し
合いのテクストのみを扱い、分析を行う。つまり、本研究で、
「テンス・アスペ
クト」について述べる際、断りがなければ話し合いのテクストにおけるテンス・
アスペクトを指している。また、2 点目は、工藤（1995）で指摘されている準ア
スペクト（シハジメル、シツヅケル等）に関するものである。本研究では、日本
語のテンス・アスペクト形式として「ル」
「テイル」
「タ」
「テイタ」という基本
的なテンス・アスペクト形式のみを扱っているが、日本語のアスペクトを表す場
合には「シテクル」
「シテオク」
「シハジメル」等、様々な表現が使われていると
いう立場もある（日本語記述文法研究会 2007）。しかし、本研究では、工藤（1995）
13
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と同じ立場に立ち、それらの表現を準アスペクトとしてみなす。工藤（1995:3133）によれば、
「シテクル」等の表現は時間の局面を表すという意味では、アス
ペクチュアリティと関連しているが、典型的な文法化とは言いきれないという。
特に、
「シテクル」等には「シテクル」
「シテキテイル」というアスペクト的対立
があるという点では、基本アスペクト形式と比べて、文法化しているとは言い難
い。そのため、本研究では、日本語のテンス・アスペクト形式として、基本の 4
つの形式に制限して扱うということを断っておかなければならない。
本章の構成は以下のとおりである。まず、2.2 節では、日本語とポルトガル語
のテンス・アスペクト体系に関する先行研究を概観する。次に、2.3 節では、両
言語を扱う日葡対照研究を概観した上で、本研究の位置づけについて述べる。最
後に、2.4 節では、本章をまとめる。

2.2 日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系
2.2.1 日本語のテンス・アスペクト体系に関する先行研究
工藤（1995）は日本語のテンスについての研究は第二次世界大戦前から行われ
てきたと指摘している。また、金田一春彦や奥田靖雄等の動詞の分類が提示され
たが、日本語のテンスに関する問題はまだ数多く、議論するべきことも多数ある
ため、その課題についての研究が行われ続けたと論じている。本節では、積み重
ねられてきた日本語のテンス・アスペクト論に関する研究のうち、本研究の基盤
となる代表的な先行研究を取り上げ、概観することを試みる。
まず、岩崎（2000）によると、テンスは述語の形式によって述語が表す事態が
いつ（過去か非過去か）のことなのか表し分けるカテゴリーである。また、鈴木
（1979）では、日本語のテンス形式は現在未来形（ル形）と過去形（タ形）の 2
つであり、
「完成相の基本的な意味は動詞のあらわす動きや変化を分割をゆるさ
ないひとまとまりのものとして現実の特定の時間に関係づけることであるとす
れば、この二つの形のうち、過去形は過去の特定の（一つの）時間に関係づける
し、現在未来は未来の特定の（一つの）時間に関係づける」と説明されている（鈴
木 1979: 15）。加えて、これらのテンスをそれぞれアクチュアルな過去、アクチ
ュアルな未来と名付けており、ル形にはアクチュアルな現在を表すことができ
ないと説明されている。つまり、ル形が現在を表せるのは、非アクチュアルな現
在の場合のみである。具体的に、非アクチュアルな現在は非継続的なくりかえし
の現在（今では弟が手伝ってくれます（鈴木 1979:23））、コンスタントな属性の
14
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現在（水は百度でふっとうする（鈴木 1979:24））、一時的な状態の現在（きょう
のお湯はばかにあつい（鈴木 1979:28））の場合のみであると指摘されている。こ
の 3 つの場合に加えて、岩崎（2000:31）では、感情・感覚・認識を表す動詞、1
人称主語（ああ、腹が立つ。）の場合も、ル形は現在を表すと説明されている。
また、日本語では、終止の位置におけるテンスの解釈と非終止の位置における
テンスの解釈が異なることは様々な先行研究で指摘されている（草薙 1981; 成
田 1982; 工藤 1989a, 1992, 1995; 町田 1989; 三原 1991, 1992; 岩崎 1995, 1998,
2000, 2001; 鬼山 1997; 橋本 1995）。例えば、工藤（1992）によると、テンスと
時間の従属複文の相関性は、主文の述語が発話時との時間関係を表し（つまり、
絶対的テンス）
、従属節の述語は、主文の出来事時との時間関係を表す（つまり、
相対的テンス）ようになる点になる。また、工藤（1989a）は、絶対的テンスを
相対的テンスに置き換えられる場合もあるが、常に相対的テンスの代わりに絶
対的テンスが現れるわけではないと説明している。
（4）a. 昨日、本を読んでいるときに、面白いことに気が付いた
b. 昨日、本を読んでいたときに、面白いことに気が付いた
（工藤 1989a: 4、下線は原文による）
（5）a.「僕、昨日、友達と映画を見に行ったんだ」
b. 「お母さんに、映画を見に行くことをちゃんと言ってでかけましたか」
c. 僕は、昨日映画館から家に電話して、お母さんに映画を見に来ている
ことを伝えた。
（工藤 1989a: 4-5、下線は原文による）
（4a）（4b）は同じ意味を表しているが、従属節のテンスが相対的テンスである
か絶対的テンスであるかという点で異なっている。（4a）では、従属節が非過去
を表す形式を採り、主節は過去を表す形式を採っているため、従属節のテンスは
相対的テンスである。それに対し、
（4b）では、従属節のテンスも主節のテンス
も過去形であるため、両方とも絶対的テンスである。また、絶対的テンスを使っ
ても相対的テンスを使っても、全体の文意が変わらないことによって、
（4）の例
では絶対的テンスと相対的テンスの置き換えが可能であることが示唆されてい
る。その一方で、
（5a）で述べられている過去に成立した事態（映画を見に行く）
が（5b）（5c）では、非過去を表す形式を採り、複文節の中で現れているが、こ
の場合は、相対的テンスを絶対的テンスに置き換えることが不可能である。つま
り、主節の出来事と同様に、従属節の出来事時も発話時以前＝過去であるからと
いって（5b）でル形の代わりにタ形を、（5c）でテイル形の代わりにテイタ形を
使うことができるとは限らないと工藤（1989a）で指摘されている。このように、
15
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日本語のテンスには、過去形と非過去形の対立があるが、複文節ではその対立の
捉え方が変わることもあると指摘されている。
また、日本語のテンス形式の対立に関して、工藤（1995）は、日本語には過去
を表すタ形と非過去を表すル形という 2 つのテンスがあるが、これらの形式は、
単なる非過去形、過去形ではなく、完成性非過去形、完成性過去形でもあり、ア
スペクト的な把握を抜きに、テンス的意味を実現することはできないと論じて
いる。そのため、日本語のテンスを考える際には、同時にアスペクトも考慮しな
ければならないと思われる。
次に現代日本語のアスペクト分類を初めて提案したのは金田一（1950）である
と思われる。また、その金田一（1950）の分類では、日本語の動詞がテイル形の
アスペクト的意味によって 4 つの種類に分けられている。その分類は以下の表
2-1 の通りである。
【表 2-1】金田一（1950）による日本語動詞の 4 分類
分類

テイルのアスペクト的意味

例

状態動詞

状態を表す（テイル形がない）

いる、ある

継続動詞

動作の進行を表す

読む、書く

瞬間動詞

動作の結果残存を表す

点く、死ぬ

第 四 種 の 動 ある状態を帯びることを表す（テイル形しか 聳える、すぐれ
詞
ない）
る
また、金田一（1955）では、テイル形には既然態（結果残存）、進行態・反復
態（動作の進行・反復）
、将然態（動作・作用が起こる前の状態）、単純状態態（あ
る状態にあることを表す）、という４つのアスペクト的意味があると指摘されて
いる。
このように、テイル形のアスペクト的意味と動詞の種類を基準にして、金田一
（1950）では、日本語のアスペクトが説明されている。ところで、その金田一
（1950、1955）には、解決できていないテイル形に関する問題が残っている。そ
れは、（6）のような文におけるテイル形である。
（6）あの人はたくさんの小説を書いている。
（金田一 1955: 378、下線は本論文の筆者による）
金田一（1955）では、そのような文の場合、継続動詞が臨時的に瞬間動詞とし
て振る舞っているとされており、
「書いている」が結果残存を表すとされている。
しかし、藤井（1976）は、
（6）と（7）のテイル形が同じく結果残存を表してい
16
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ないと反論している。
（7）あの人は現在結婚している。
（藤井 1976: 105、下線は本論文の筆者による）
藤井（1976:105）は（6）のテイル形を「過去において行われた動作・作用その
ものが問題であって、それを現在から眺めた場合に用いるものである」としてお
り、
（7）を「過去の動作・作用ではなくて、その動作・作用のもたらした結果で
あるところの現在の状態を表しているものである」としている。
（6）のようなテ
イル形は、藤井（1976）では「経験」と名付けられており、金田一（1950）のア
スペクト分類に追加されている。
また、金田一（1950）の分類を採用している研究として町田（1989）も挙げら
れる。町田（1989）では、主節と従属節のテンス・アスペクト振る舞いが異なる
と指摘されており、状態述語と非状態述語のテンス・アスペクトの振る舞いも異
なると論じられている。町田（1989）で挙げられているテンス・アスペクト分類
をまとめたものが表 2-2 である。
【表 2-2】町田（1989）のテンス・アスペクト分類（町田 1989:153）

状態述語
非状態述語

形式

時制的意味

アスペクト的意
味

「タ」形

過去

非完結相

「ル」形

現在

非完結相

「タ」形

過去

完結相

「テイタ」形

過去

非完結相

「ル」形

未来

完結相

「テイル」形

現在

非完結相

表 2-2 から分かるように、「ル形対テイル形」というアスペクト的対立は、町
田（1989）では「完結・未完結」という対立によって説明されている。このネー
ミングは他の先行研究とは異なるが、Perfective と Imperfective の対立を表して
いるという点では他の先行研究と同様であると考えられる。
また、以上の先行研究と別の分類を提案した研究として、工藤（1995）が挙げ
られる。工藤（1995）の分類では、重視されているのは動詞の意味ではなく、文
の統語的構造であると思われる。工藤（1995）によると、日本語では、継続性ア
スペクトを表す形式はテイル・テイタ形であるが、動詞の種類によって、その継
続性が変わる。表 2-3（表 1-1 の再掲）のように、主体動作・客体変化動詞（開
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ける等）の場合、能動文では動作の継続を示し、受け身文では結果の継続を表す。
それに対して、主体変化動詞（行く等）の場合、ヴォイスを問わず、テイル形は
結果の継続を表し、主体動作動詞（食べる等）の場合はヴォイスを問わず、動作
の継続を表す。
【表 2-3】工藤（1995）による日本語動詞分類（表 1-1 の再掲）
分類

テイル形のアスペクト的意味

例

主体動作・客体変化動 動作継続（能動）/ 結果継続（受 開ける、入れる
詞

動）

主体変化動詞

結果継続

行く、来る、

主体動作動詞

動作継続（能動・受動）

歩く、食べる

しかし、第 1 章で述べたように、工藤（1995）によると、ル・テイル形の基本
的意味については、パーフェクトと反復というアスペクトの派生的意味もある。
その派生的意味は、動詞の種類を問わず、どのような動詞でも表されることがあ
る。このことを踏まえて、工藤（1995）による日本語のテンス・アスペクト体系
は表 2-4（表 1-2 の再掲）のようにまとめられる。
【表 2-4】日本語のテンス・アスペクト体系（工藤 1995）（表 1-2 の再掲）
アスペクト 完成性

継続性

パーフェクト性

反復

テンス
未来

ル形

テイル形

テイル形

ル形

現在

／

テイル形

テイル・タ形

ル・テイル形

過去

タ形

テイタ形

テイタ形

タ・テイタ形

このように、日本語のテンス・アスペクト分類は基本的に金田一（1950）と工
藤（1995）の 2 つの提案に分かれているが、Shirai（2000）によると、動詞の時
間的意味を重視した金田一（1950）の分類も、文の統語的構造を重視した工藤
（1995）の分類も日本語のテンス・アスペクトの有様を把握するには必要である
と述べられている。

2.2.2 ポルトガル語のテンス・アスペクト体系に関する先行研究
Câmara（1964）は、ポルトガル語のテンスは基本的に過去・非過去の対立によ
って表されると論じている。未来を表す形式が存在するものの、話し言葉では滅
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多に使われず、Futuro perifrástico（複合形未来）が使われることが多いと指摘し
ている。しかし、ポルトガル語のテンスを考える先行研究のうち、過去・非過去
の対立によってポルトガル語のテンスを説明する立場の他に、過去・現在・未来
の対立によって説明する立場もある。例えば、Ilari & Basso（2008）は、ET、ST、
RT の関係によって、ポルトガル語のテンス形式を説明することを試み、その説
明を表 2-55のようにまとめている。また、表 2-5 で挙げられているテンス形式は
非過去・過去という対立によって分けられているのではなく、現在（ST =ET）・
過去（ET >ST）・未来（ST> ET）という対立によって分けられている。
【表 2-5】ポルトガル語のテンス
3 つの時点の関係

ST=RT=
ET

直説法（Ilari & Basso 2008）6
ET=RT>
ST

ST>RT
=ET

RT>ST; RT>ST;
ET>RT RT>ET

テンス形式
Presente Simples

＋

Pretérito Perfeito

＋

Pretérito Imperfeito

＋

Pretérito Mais-que-Perfeito

＋

Futuro do presente

＋

Futuro do pretérito

＋

Ilari & Basso（2008）は、ポルトガル語のテンス形式では一部 RT を設けなくても
外的時間関係を解釈できると指摘している。一方で Pretérito mais-que-perfeito（大
過去）と Futuro do pretérito（過去未来）には発話時と異なった RT が必要とされ
るため、表 2-5 では、ポルトガル語の各テンス形式が ET、ST、RT の関係によっ
て説明されている。また、Coan et. al.（2006）では、RT はポルトガル語のテン
ス・アスペクト形式を理解するには不可欠な概念であり、時間に関わるカテゴリ
ーとして扱われている。従って、ポルトガル語のテンス・アスペクト形式を理解
するには、ET と ST のみではなく、RT との関係を把握することも必要であると
考えられる。

表 2-5 は Ilari & Basso（2008）で挙げられたものを基にしているが、筆者がやや改変した。ま
た、Ilari & Basso（2008）では、様々な Perífrases verbais（動詞の複合形）も扱われているが、
表 2-5 では、形態素のレベルで時間性を表す形式のみを挙げた。
6
Ilari & Basso（2008）では、Modo Indicativo（直説法）のテンス・アスペクト形式のみが扱わ
れており、Modo Subjuntivo（接続法）のテンス・アスペクト形式について言及されていない。
また、接続法のテンス・アスペクト形式のディスカッションには、ポルトガル語のムード体系
が関わってしまうため、本章では、直説法のテンス・アスペクト形式に限って、概観する。ま
た、本研究の中で、接続法に関する説明が必要となれば、その都度説明することにする。
5
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まず、表 2-5 では、現在を表すものとして、Presente simples（現在形）があげ
られている。 Presente simples は、習慣（鈴木 1979 の「非継続的なくりかえし」
に当たるもの）や時間を超越する絶対事実（鈴木 1979 の「コンスタントな属性」
に当たるもの）等を表すテンス形式であり、つまり日本語のル形と同じように非
アクチュアルな現在を表す形式である。Ilari & Basso（2008）によると、ポルト
ガル語では、実際の RT、ET、ST の一致、つまりアクチュアルな現在を表すの
は、Presente contínuo という Perífrase verbal（動詞の複合形）のみであるという。
さらに、Presente contínuo を使うことで、最近の習慣、または臨時的な習慣を表
すこともできる。以下の（8）では Presente simples と Presente contínuo、それぞれ
の例が挙げられている。
（8）a. Eu acordo todos os dias às 6 da manhã.
（Presente simples）
私は毎日 6 時に起きる。
b. Ela está comendo uma fruta agora.
（Presente contínuo）
彼女は今果物を食べている。
（いずれも作例）
（8a）
（8b）はともに現在に起こる出来事を示しているが、
（8a）では、その出来
事は非継続的なくり返しとして捉えられているのに対して、
（8b）の出来事は進
行中の事態として捉えられる。即ち、どちらも現在のテンスを表しているものの、
その現在はアクチュアルか非アクチュアルかという点では異なっている。
次に過去の場合は、Pretérito perfeito（完成性過去形）と Pretérito imperfeito（継
続性過去形）、Pretérito mais-que-perfeito（大過去）があげられている。Travaglia
（2006）によると、Pretérito perfeito は基本的に完成性を表し、状態動詞と共起
する場合や反復を表す副詞と共起する場合等にのみ持続性を表す形式であると
いう。それに対し、Cunha & Cintra（1985）によると、Pretérito imperfeito は完成
していない過去、或いは、過去に継続した出来事を表すという。また、過去の習
慣（臨時的な習慣も含む）、時間的な位置がはっきりしていない過去（昔話等）
の出来事も表すことが指摘されている。つまり、Pretérito perfeito と Pretérito
imperfeito の違いは完成性・継続性という対立によって説明できる。その一方で、
Pretérito mais-que-perfeito の場合、他の過去の形式との違いはアスペクトではな
く、RT の含意であると先行研究で説明されている。例えば、Coan & Back（2012）
では Pretérito perfeito と Pretérito mais-que-perfeito の違いは、Pretérito mais-queperfeito には RT があるという前提があるのに対し、Pretérito perfeito にはそのよ
うな前提がないことであると指摘されている。このように、ポルトガル語では過
去を表す形式にはアスペクトの違いや RT の有無という違いがあると指摘でき
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る。Pretérito perfeito、Pretérito imperfeito、Pretérito mais-que-perfeito それぞれの過
去を表す形式の例を（9）で挙げる。
（9）a. Eu joguei futebol ontem.
（Pretérito perfeito）
昨日、私はサッカーをした。
b. Quando eu era criança, jogava futebol.
（Pretérito imperfeito）
子どものとき、私はサッカーをしていた。
c. Quando eu cheguei, ele já fora/tinha ido7 embora.（Pretérito mais-que-perfeito）
私が着いたとき、彼はもう帰っていた。
（いずれも作例）
（9a）では、過去の出来事がひとまとまりとして捉えられているため、Pretérito
perfeito が使われている。それに対して、
（9b）では、過去の出来事は時間の幅を
持つ習慣として捉えられているため、継続性を表す Pretérito imperfeito が使われ
ている。さらに、（9c）の過去の出来事は（9a）と同じようにひとまとまりとし
て捉えられているが、
（9a）と（9b）と違って「Quando eu cheguei（私が着いたと
き）」という RT との関係によって時間的位置が決まっている。そのため、RT を
前提とする Pretérito-mais-que-perfeito という形式が使われている。
続いて未来に関する形式については、多くの先行研究で Futuro do presente（未
来形）と Futuro do pretérito が挙げられている（Bechara 2006; Cunha & Cintra 1985;
Ilari & Basso 2008）。Futuro do presente の場合は、上述したように、単純形ではあ
まり使われないが、
「ir（行く）現在形 + 主動詞の原形」という複合形では、よ
く使われる。また、Futuro do pretérito は、ST より前、RT より後という時間的位
置を表す形式である。つまり、Pretérito mais-que-perfeito と同じように RT を必要
とする形式である（Ilari & Basso 2008）。（10）では、未来を表す形式の例を挙げ
る。
（10）a. Amanhã meu pai vai falar/ falará com meu professor. （Futuro do presente）
明日、父は私の先生と話す。
b. Ele disse que viria, mas não veio.
（Futuro do pretérito）
彼は来ると言ったけど、来なかった。
（いずれも作例）

Futuro simples と同様に、Pretérito mais-que-perfeito も形態素のレベルで時間性を表す形式があ
るものの、その形式は話し言葉ではあまり使われておらず、複合形の方が頻繁に使われている
（Câmara 1964）
。そのため、
（9c）では、単純形の「for a」に加えて複合形の「tinha ido」も挙
げてある。
7

21

第 2 章 先行研究の概観と本研究の位置づけ

（10a）と（10b）の違いは絶対的未来であるか相対的未来であるかという点にあ
る。
（10a）では、発話時を基準にし、これから起こる出来事が述べられているの
に対して、
（10b）では、発話時ではなく、過去における RT より後に起こる出来
事が述べられている（出来事が実際に成立したか否かは問題にされない）。この
点では、Futuro simples と Futuro do pretérito の違いはアスペクトと関係なく、RT
によるものであると言える。
以上のように、ポルトガル語では、様々な形式によって、現在、過去、未来と
いうテンスが表されている。その一方で、大半のポルトガル語の文法書には、
Aspecto（アスペクト）というカテゴリーの記述は見当たらないことが先行研究
でも指摘されている。Ruiz（1992）によると、ポルトガル語における時間の表し
方の説明を試みる先行研究では動詞の活用形を重視する傾向がみられるという。
また、動詞の活用によってムードやアスペクトも表されることが認められるも
のの、その活用形によって表されるテンスの方に注意を払う先行研究が多いこ
とも指摘している。さらに、儀保（2014）では、日常的なあらゆる場面でポルト
ガル語母語話者が使用する多種多様な形式にアスペクト的意味が含まれている
にも拘わらず、Tempo（テンス）、Modo（ムード）、Perífrases verbais、Verbos auxiliares
（補助動詞）の記述の中で間接的にアスペクト的用法を取り上げることが一般
的であると指摘されている。例えば、Cunha & Cintra（1985）では、ポルトガル
語のテンス形式が挙げられており、詳しく説明されているが、アスペクトについ
ては、言及なされていない。また、Bechara（2006）では、アスペクトという概念
は導入されているが、詳細な分析や、分類は行われていない。一方で、テンスに
ついては過去、現在、未来を表す形式が挙げられており、それぞれの形式の用法
も説明されている。さらに、ムードというカテゴリーの説明もあり、分類も提示
されている。この 2 つのカテゴリーは動詞の活用でみられ、基本的に形態的に
表されるカテゴリーであるのに対して、アスペクトは、形態的に表されることが
それほど多くないため、体系的に分類を提案することが困難であると思われる。
このことから、ポルトガル語ではテンスは文法カテゴリーとして一般的に扱わ
れているのに対して、アスペクトはまだ扱われていないことが窺える。Freitag
（2007b）によると、アスペクトは文法的要素によって表されているとは限らず、
動詞の固有アスペクトもあれば、形態要素によるアスペクトもあり、副詞句によ
って表されるアスペクトもあるという。そのような様々なアスペクトが組み合
わさって、アスペクト全体を構成するのである。しかし、文法カテゴリーとして
のアスペクトを認める学者もいる。例えば、Ilari（1997:38 Freitag 2007b によっ
て引用）では Pretérito perfeito と Pretérito imperfeito の対立によって、Duratividade
（持続）に関するアスペクトが表されると論じられている。
さらに、ポルトガル語のテンス形式については、先行研究の間に僅かな差異が
22
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認められる場合がある。例えば、Cunha & Cintra（1985）や Bechara（2006）でも、
過去のテンス形式として Pretérito perfeito、Pretérito imperfeito、Pretérito mais-queperfeito を、現在のテンス形式として Presente を、未来のテンス形式として Futuro
do presente と Futuro do pretérito を挙げているが、このテンス形式に関する見解
は、Presente contínuo 等の Perífrases verbais をテンス形式としてみなさない点で
Ilari & Basso（2008）とは異なっている。これは、Ilari & Basso（2008）では、テ
ンスとアスペクトが別々に分析されているものの、1 つの形式によって両方のカ
テゴリーが表されることもあると論じられているためである。
このように、ポルトガル語のアスペクトを文法カテゴリーとみなす先行研究
は少ないが、アスペクトに焦点を当て、分類を試みる先行研究はある。ポルトガ
ル語のアスペクトのみに焦点を当てる代表的な研究として、Castilho（1968）と
Travaglia（2006）が挙げられる。
Castilho（1968）は初めてポルトガル語のアスペクトに焦点を当てた研究であ
ると言っても過言ではない。Castilho（1968）では、アスペクトには Imperfectivo、
Perfectivo、Iterativo、Indeterminado という 4 つのカテゴリーがあるとされている。
Imperfectivo は継続性を表すアスペクトであると説明されている。そのアスペク
ト 分 類 に は さ ら に Imperfectivo Inceptivo 、 Imperfectivo Cursivo 、 Imperfectivo
Terminativo という 3 つの下位分類があるとされている。Imperfectivo Inceptivo は
開始時点がはっきりとしている継続性のことである。Imperfectivo Inceptivo には
Inceptivo propriamente dito（動詞の意味によるもの（começar、始まる・始める））
と Inceptivo Incoativo（出来事の開始の後、状態変化が起こる場合（-ecer や-ejar
で終わる動詞（amanhecer、夜が明ける））という下位分類もあると説明されてい
る。それに対し、Imperfectivo Cursivo は開始時点も終了時点もはっきりしていな
い継続性のことであり、Cursivo Propriamente Dito と Cursivo Progressivo という 2
つのタイプに分けられている。Cursivo Propriamente Dito は動詞の意味によるも
のであり（prosseguir、続く・続ける）、Cursivo Progressivo はプロセスの局面やプ
ロセスの加速を表す継続性である（その場合も、動詞の意味によるもの（aumentar、
増加する）と副詞成分や他の要素によるものがある（aos poucos、徐々に））。最
後に、Imperfectivo Terminativo は終了時点がはっきりしている継続性のことであ
る（動詞の意味によって表される場合もあれば（terminar、終わる・終える）、動
詞複合形によって表されるものもある（acabar de、～し終わる））。
また、Perfectivo は Imperfectivo と違って、完成性を表すアスペクトであると
指摘されている。Perfectivo にも 3 つの下位分類があるとされており、その下位
分類は Perfectivo Pontual（点的に表されている完成性（内的限界性のある動詞の
現在形によって表されるのが一般的である））、Perfectivo Resultativo（動作あるい
は変化の終了に伴う結果を表す完成性（estar + 過去分詞によって表されること
23
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が一般的である））、Perfectivo Cessativo（プロセスの中断を表す完成性）である。
さらに、Iterativo は Perfectivo と Imperfectivo の中間的なアスペクトであり、反
復性を表すアスペクト分類である。また、Iterativo にも、Iterativo Perfectivo と
Iterativo Imperfectivo という下位分類があると指摘されている。Iterativo Perfectivo
は点的な（完成性を表す）出来事の反復を表すアスペクトであり、内的限界性を
持つ動詞のテンス活用によって表されると説明されている。一方で、Iterativo
Imperfectivo は線的な（継続性を持っている）出来事の反復を表すアスペクトで
あり、内的限界性を持たない動詞のテンス活用、動詞の複合形や副詞成分によっ
て表されると説明されている。
最後に Indeterminado は継続性も完成性も表さないアスペクトのことである。
「水は 100℃で沸騰する」のような、絶対事実はその好例である。以上の文の場
合、
「沸騰する」という出来事の内的時間は継続的にも、完成的にも捉えられて
おらず、むしろ、脱アスペクト的に捉えられていることが Castilho（1968）で指
摘されている。
以上の Castilho（1968）によるアスペクト分類は、各アスペクトの下位分類も
含めて、表 2-6 のようにまとめられる。
【表 2-6】Castilho（1968）によるアスペクトの下位分類
意味
継続性

アスペクト
Imperfectivo
Inceptivo
Cursivo
Terminativo

完成性

Perfectivo
Pontual
Resultativo
Cessativo

反復性

Iterativo
Iterativo Perfectivo
Iterativo Imperfectivo

脱完成性・脱継続性

Indeterminado

また、Castilho（1968）によると、ポルトガル語のアスペクトは語彙・統語的
カテゴリーであり、動詞の意味、語幹や統語的要素によって表される。アスペク
トに関する動詞の分類は挙げられていないが、基本的に、Télico（内的限界性を
持つ）動詞と Atélico（内的限界性を持たない）動詞に分けられると指摘されて
24
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いる。Télico 動詞は点的な出来事を表し、完成性、または反復性を表す傾向があ
るのに対し、Atélico 動詞は線的な出来事を表し、継続性、または反復性を表す
傾向があると論じている。また、テンス形式によってアスペクト的意味が表され
ることは基本的にないが、Télico 動詞が継続性を表す場合は、それはテンス形式
の影響の下で起こる現象であると Castilho（1968）は指摘している。
もう一つのポルトガル語のアスペクトに関する先行研究として、Travaglia
（2006）が挙げられる。Travaglia（2006）は、Castilho（1968）の考察とは別のア
スペクトの下位分類を挙げ、ポルトガル語の各テンス形式が表し得るアスペク
ト的意味を指摘している。
Travaglia（2006）におけるアスペクトの下位分類は、4 つの対立によって表さ
れている。1 つ目は持続に関わる、Durativo（持続性）対 Iterativo（反復性）の対
立である。他の 3 つは出来事の内的局面に関わる対立であり、それぞれ、①Não
começado（未開始）対 Começado（既開始）及び Acabado（完結）、②Inceptivo（起
動）対 Cursivo（進行）対 Terminativo（終了）、③Perfectivo（完成）対 Imperfectivo
（継続）である。また、あるテンス・アスペクト形式が必ずしも 4 つの対立によ
って表されるのではなく、1 つの対立だけを表していることもあると指摘されて
いる。以下、それぞれのアスペクトの下位分類について述べる。
Perfectivo は完成性を表し、出来事をひとまとまりとして捉えるアスペクト的
意味である。つまり、出来事を外から、全体的に捉えるアスペクトであるという
ことになる。それに対して、Imperfectivo は完成していない出来事を表すアスペ
クトである。つまり、出来事がまだ完成していないため、出来事を全体的に捉え
ることができず、展開の局面を捉えるということになる。これは Perfectivo と違
って、出来事が外からではなく、中から観察されると説明されている。
Durativo は出来事を継続的に捉え、限界的にも捉えるアスペクト的意味である
8
。それに対して、Iterativo は反復性を表し、出来事を非継続的に、限界的に捉え
るアスペクトである。また、Iterativo に加え、Aspecto Habitual も挙げられてい
る。Habitual は反復性を表すが、出来事を非継続的に、非限界的に捉えるアスペ
クトである。
また、Pontual は出来事を点的、すなわち、非継続的に捉えるアスペクトであ
る。Travaglia（2006）によると、ポルトガル語には、出来事を継続的に捉える傾
向があり、歴史的現在やナレーション現在の場合、そして、Pretérito perfeito に活

Travaglia（2006）では、Indeterminado というアスペクト的意味も挙げられており、
Indeterminado は出来事を継続的に、非限界的に捉えるアスペクトであり、基本的に、絶対事
実、物事の描写、物事の定義という３つの機能を持っていると述べられている。なお、Castilho
（1968）は Indeterminado を脱アスペクトとして扱っているのに対し、Travaglia（2006）は継続
性を持っているアスペクトとして扱っており、この点で両者は異なっていると言える。
8
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用している点的な出来事を扱う文にしか非継続的な出来事がみられない。
さらに、Não-começado は変化または動作が始まる前の段階を扱うアスペクト
である。それに対して、Não-acabado は開始後ないし、終了前の段階の出来事を
扱うアスペクトである。そして、Acabado は終了後の出来事を表すアスペクトで
ある。
最後に、Inceptivo は出来事の最初の段階を扱うアスペクトである。一方で、
Cursivo は 進行を表すものである、つまり、最初の段階でもなく、最後の段階で
もない局面を表すアスペクトである。そして、Terminativo は出来事の最後の段
階を表すアスペクトである。
Travaglia（2006）のアスペクト分類も、Castilho（1968）のアスペクト分類も、
Perfective 対 Imperfective の対立に留まらず、段階や局面を表すアスペクト的意
味も問題にしている。しかし、本研究では、日本語のテンス・アスペクトとの統
一を考慮し、準アスペクト（シハジメル/Começar a + infinitivo）を扱わないこと
とする。

2.2.3 まとめ
以上のように、日本語学におけるアスペクトの捉え方とポルトガル語学にお
けるアスペクトの捉え方が異なることもある。例えば、日本語では、テイル形の
アスペクト的意味を基準に日本語のアスペクト体系を説明する研究が多くみら
れるのに対して、ポルトガル語学では、そもそもアスペクトを文法カテゴリーと
みなす研究が少ないという違いがある。また、それぞれの言語の動詞分類や動詞
の種類の振る舞いが異なることも先行研究から読み取ることができる。例えば、
金田一（1950）や工藤（1995）でも指摘されているように、日本語の状態動詞は、
継続性を表すテイル形と共起することが不可能であるが、その一方で Travaglia
（2006）や Gabardo（2001）では、ポルトガル語の状態動詞は継続性を表す形式
との共起が可能であると指摘されている。このような違いは、第二言語習得や翻
訳の分野で問題になる可能性があるため、両言語を扱い、テンス・アスペクトの
面で比較することには意味があると思われる。
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2.3 日葡対照の先行研究と本研究の位置づけ
第 1 章でも述べたように、日伯関係の歴史は長いにも拘わらず、日葡対照研
究は未だ少なく、特にテンス・アスペクト体系に関する研究は非常に限られてい
ると思われる。しかし、僅かながら日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト
体系、或いはテンス・アスペクト要素に注目する先行研究もある。本節ではその
ような研究のうち、代表的なものに触れた上で、本研究の位置づけについて述べ
る。
まず、日本語とポルトガル語のアスペクトを比較する先行研究として、太田
（2000）が挙げられる。この研究は、ブラジル人日本語学習者に見られる（11a）
のような述語動詞の「シナカッタ」の誤用を取り上げ、日本語とポルトガル語の
対照言語学的な立場から現在の先行性アスペクト（工藤 1989b, 1995 の用語では、
「現在パーフェクト性」）をめぐる問題を整理することを主な目的とする研究で
ある。なお、この問題に関して日本語教育への貢献を視野に入れている研究でも
あると言える。
（11）a.「もう（あなたは）昼ご飯を食べましたか？」
「いいえ，まだ食べませんでした。」
b. Você já almoçou （Pretérito perfeito 完成性過去）?
Não almocei （Pretérito perfeito 完成性過去）ainda.9
（太田 2000、下線は本論文の筆者による）
太田（2000）は、日本語では、
「もう食べましたか」という完成過去形を使う
質問に対して、
「まだ食べていません」というテイル形を使う答え（非整合的応
答形式）が一般的であるのに対して、ポルトガル語では同じ質問の答えとして完
成過去が使われる（整合的応答形式）ことが一般的であることを指摘している。
また、このような違いは中間言語に影響を与えてしまい、
（11a）のような誤用の
原因になる可能性があると説明している。太田（2000）は、先行研究を踏まえな
がら、
「先行性アスペクト」
「疑問文」
「否定」というキーワードを考慮し、両言
語に見られる（11）の疑問に対する答えのテンス・アスペクト形式の違いについ
て、以下の 3 点を指摘している。
1 点目は日本語のタ形とポルトガル語の Pretérito perfeito が表す先行性アスペ
クトの意味・機能が異なっているということである。日本語の場合、先行性アス

9

（11b）における下線とカッコ内の説明は本論文の筆者によるものである。
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ペクトはタ形の周辺的・派生的用法と考えられるのに対し、ポルトガル語の場合、
先行性アスペクトは Pretérito perfeito の中心的意味の一部となっていると説明さ
れている。
2 点目は、先行性アスペクト表現の否定応答の仕方が言語によって異なること
があるという指摘である。
「非整合的応答形式」型である日本語の場合、
「否定」
による状態性の影響と先行する疑問文が談話場に持ち出す各種の情報によって
否定応答文のテンス・アスペクト形式が疑問文のテンス・アスペクト形式とは異
なるのに対して、
「整合的応答形式」型ポルトガル語の場合、それらの影響や談
話情報の活用が抑止され、
「肯定的想定」によって疑問文と同じテンス・アスペ
クト形式が用いられると説明されている。
最後に、3 点目は、日本語とポルトガル語はともに、先行性アスペクトの意味
を強調するためには、時間副詞を必要としており、その副詞の種類は肯定と否定
とで異なるという指摘である。日本語のタ形とポルトガル語の Pretérito perfeito
の肯定は、過去の事象を表現することを中心的な意味として持つが、先行性アス
ペクトを表すことを表明するためには、しばしば時間副詞として日本語では「も
う」、ポルトガル語では「já」
（既に）がその意味補強のために用いられ、否定の
応答形式における先行性アスペクトの意味補強には、日本語では「まだ」、ポル
トガル語では「ainda」
（まだ）が併用されると説明されている。特にポルトガル
語では、Pretérito perfeito の持つテンス・アスペクト的な多義性ゆえ、
「já」や「ainda」
の使用が半ば義務的になり、
「já / ainda＋Pretérito perfeito」がセットになって、先
行性アスペクトを表していると説明されている。
さらに、太田（2000）では、日本語とポルトガル語でこのようなアスペクトに
関する相違点があるため、日本語を学習しているブラジル人に合った個別のニ
ーズを考慮し、日本語教育への応用を考える必要があると論じられている。また、
先行性アスペクトと過去をめぐるタ形の教育が日本語教科書の中でどのように
扱われているかを確認するため、ブラジル人向けにポルトガル語で書かれたも
の、及び市販の代表的な初級教科書の一部を調べたところ、完成過去を表すタ形
はどの教科書でも取り上げられているのに対して、先行性アスペクトを指導項
目として挙げている教科書は一冊も確認できなかったと報告されている。この
ように、ブラジル人向けの日本語教材では、タ形の派生アスペクト的意味につい
ては十分に扱われておらず、改善の余地があると指摘されている。
太田（2000）と同じように日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系の
違いを問題にするもう一つの先行研究として、Toffoli（2019）が挙げられる。
Toffoli（2019）では、日本語のテイル形が結果残存（工藤 1995 の用語では、
「結
果継続」）というアスペクト的意味を表す場合、ポルトガル語の「Estar＋過去分
詞（PT）」
（以下の（12）はその例である）と基本的に対応すると指摘され、両言
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語にその対応が見られるため、結果残存を表すテイル形は習得がさほど困難で
はないと思われると説明されている。
（12）財布はあそこに落ちている （A carteira está caída ali.）
定冠詞

be fall-PT

財布

あそこ

（Toffoli 2019: 30、グロスは原文による）
しかし、例外もあり、教育現場の経験では同様の「結果残存のテイル」の誤用
や非用が見られるとも報告されており、日本語母語話者が「結果残存のテイル」
を使用しているのに対して、ポルトガル語を母語とする日本語学習者が「ある・
いる」を使用している場合があると説明されている。また、これはポルトガル語
における定冠詞と不定冠詞の影響と関連している可能性があると指摘されてい
る。
（13）あそこに財布が落ちている（Tem uma carteira caída ali.）
ある

不定冠詞

財布

fall-PT

あそこ

（Toffoli 2019:31、グロスは原文による）
（13）のような例の場合、ポルトガル語では、
「財布が落ちている」より、
「財布
がある」と表現する傾向があるとされる。これについて Toffoli（2019）では、不
定冠詞を用いる文であれば、存在を表す「estar」ではなく、日本語の「ある」に
当たる「ter」が使われるため、ポルトガル語を母語とする日本語学習者は「テイ
ル形」の代わりに「ある」を使ってしまう可能性があると論じられている。
この現象を取り上げ、Toffoli（2019）は、定・不定冠詞の影響と結果残存を表
すテイル形の習得が困難であることの原因について、アンケート調査と文法性
判断調査を通して、その特徴を検討した。その結果、不定冠詞がつく場合は「あ
る」の使用、定冠詞がつく場合はタ形の使用が見られたと報告しており、ブラジ
ル人学習者にテイル形を教える際に、ポルトガル語における冠詞の知識を活か
すことによって結果残存を表すテイルの習得がより容易になることを指摘して
いる。
次に日本語のテンス・アスペクト要素を扱い、ブラジルにおける日本語教育を
考えるもう一つの先行研究として、Costa（2018）が挙げられる。Costa（2018）
は、引用を表す「言う」の過去形を取り上げ、分析を行っている。この研究の出
発点は、日本語の初級教材に見られる引用の「～と言う」の例である。例えば、
『みんなの日本語』では、（14）のような例が見られる。
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（14）a.

ミラーさんは来週東京へ出張すると言いました。
（みんなの日本語 I 年度: 137、下線は本論文の筆者による）
b. 田中さんは明日休むと言っていました。
（みんなの日本語 II 年度: 51、下線は本論文の筆者による）

（14）では、
「言う」がタ形と共起する例とテイタ形と共起する例が挙げられ
ているが、そのいずれもポルトガル語では Pretérito perfeito（完成性過去）に訳さ
れる。また、
『みんなの日本語』では、引用の「と言う」におけるタ形・テイタ
形の対立が、機能的に説明されており、タ形の場合は 3 人称の発言を引用する
ときに使われるのに対し、テイタ形は 3 人称の発言・伝言を伝えるときに使わ
れるという違いが挙げられている。しかし、Costa（2018）は、
「引用」と「伝言」
の違いは（14）の例から明確ではなく、両形式を導入することで学習者を混乱さ
せる可能性もあると指摘している。また、引用の「言う」の過去形式におけるア
スペクト的対立はポルトガル語母語話者の初級学習者にわかりにくいと考えら
れるため、その違いをより具体的に調査することを目的としている。その上で、
Costa（2018）では、日本語母語話者の会話を扱った『名大会話コーパス』
（藤村
他 2011）という話し言葉コーパスにみられる引用の「言う」のタ形とテイタ形
を分析し、それぞれの形式がどのような傾向で使用されているかを考察してい
る。また、話し合いのテクストとかたりのテクストにおいて、タ形とテイタ形の
対立に違いがあるかを明らかにするために、
『新潮文庫の 100 冊』という書き言
葉コーパスも扱い、
「と言った」と「と言っていた」の違いが「書く」
「話す」と
いう言語技能的側面でも見られるかという点も検討されている。
Costa（2018）は話し言葉コーパスから得られた文の分析から、
「と言った」と
「と言っていた」には、主に 2 つの違いがあることを明らかにしている。1 つ目
は人称制限であり、2 つ目は文末表現の有無である。まず、人称制限について、
主語の人称によって「と言った」と「と言っていた」の現れ方が異なることが説
明されている。具体的には「と言った」には人称制限がないのに対して、
「と言
っていた」の場合は、主語が 3 人称に著しく偏っていると述べられている（表 27）。
【表 2-7】「と言った」と「と言っていた」の主体の人称（Costa 2018）
「と言った」

「と言っていた」

人称

文数（%）

人称

文数（%）

1 人称

54（39.0）

1 人称

0（0.0）

2 人称

11（8.0）

2 人称

5（2.6）

3 人称

74（53.0）

3 人称

186（97.4）
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表 2-7 から分かるように、「と言った」と「と言っていた」の間に人称の制限
があるかないかという違いが見られ、
「と言った」の場合、1 人称も、2 人称も 3
人称も主語になることがあるのに対して、「と言っていた」の場合は、主語が 3
人称に偏る傾向があると指摘されている。つまり、最も著しい違いは 1 人称の
場合の制限である。
「と言った」の場合、自分の発言を引用することができるの
に対して、「と言っていた」の場合は、2 人称と 3 人称の発言しか引用できない
ということである。
さらに、Costa（2018）で明らかにされている「と言った」と「と言っていた」
のもう一つの違いは文末表現（終助詞等）の有無である。
「と言った」か「と言
っていた」かによっても共起する文末表現が大きく変わらないことからは、
（文
末表現から検討する限り、）両者の意味に共通性が窺える。一方で、文末表現が
共起せず、動詞で終わる文は、
「と言った」の場合、139 例のうち、5 例（約 3.6％）
しかなかったのに対し、
「と言っていた」の場合は 191 例のうち、60 例（約 31.4％）
確認されている。従って、
「と言った」の方がモダリティを表す上で文末表現に
頼っていることが示唆される。また、Costa（2018）では、文末表現がない文の
調査の結果から「と言った」と「と言っていた」の間にはそもそも機能面で違い
があることが窺えると指摘されている。
「と言っていた」を使う文では、話者は
会話の相手が求めている情報を引用の形で提供しようとしている。つまり、
「と
言った」と「と言っていた」の違いは、
『みんなの日本語』で説明されているよ
うに、機能的なものであると解釈できる。具体的には「と言った」は「物語の中
の登場人物（自分も含めて）の台詞を引用する」という機能を持つのに対し、
「と
言っていた」は「引用を通して聞き手に情報を提供する」と言う機能を持つとい
うことである。
さらに、Costa（2018）は、かたりのテクストにおける「と言った」と「と言っ
ていた」の違いを調べるために、
『新潮文庫の 100 冊』を扱っている。このコー
パスで「と言った」と「と言っていた」を検索した結果、文末表現なしで使われ
る「と言った」は 698 例確認されたのに対し、
「と言っていた」は 43 例しか確認
されなかったと指摘されている。つまり、話し合いのテクストの状況と逆に、か
たりのテクストでは「と言った」の方が多く使われていることが明らかにされて
いる。また、
「と言った」の場合、すべての例は物語の登場人物の台詞を示すた
めに使われており、こういった機能は 1 人称小説にも 3 人称小説にも見られる
と説明されている。一方で、Costa（2018）で分析されている書き言葉コーパス
における「と言っていた」を用いる 43 例のうち、19 例は継続性、パーフェクト
性、または反復性を表す文であり、
「と言った」とのアスペクト的対立を明確に
示しているものが多く見られている。残りの 24 例は、登場人物の台詞のマーカ
ーであったが、1 人称小説から抽出された例であるか、歴史小説から抽出された
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例であり、つまりかたりのテクストらしくないものである。Costa（2018）では
このように、かたりのテクストでは完成過去を表す引用の形式として、
「と言っ
た」の方が無標形式であり、「と言っていた」は動作継続性、パーフェクト性、
反復性というアスペクト的意味しか表せないことが示唆されると論じられてい
る。
最後に、Costa（2018）では、話し合いのテクストとかたりのテクストにおけ
る「と言った」と「と言っていた」の違いを踏まえて、ブラジルにおける日本語
教育への応用について検討されている。具体的には、初級話者に引用の表現を教
える際に、
「話す」、
「書く」等の学習する言語技能によって分けて教えるという
方法が提案されている。また、
「話す」技能を優先したい学習者には日常会話の
おしゃべりで好まれる傾向がある「と言っていた」を導入し、
「書く」技能を優
先したい学習者には「と言った」を導入するという教え方は野田（2005）で唱え
られているオーダーメイドの日本語教育に近づくアプローチであると論じられ
ている。
以上のように太田（2000）も Toffoli（2019）も Costa（2018）も数少ないテン
ス・アスペクト体系を扱う日葡対照研究であり、日本語教育への貢献を目指す先
行研究でもある。また、太田（2000）は、基本的に対応するタ形と Pretérito perfeito
の相違点について考察し、日本語とポルトガル語における現在パーフェクト性
に関する分析を行っている点では非常に意義のある研究である。同様に、Toffoli
（2019）は、ブラジルにおける日本語教育の観点から、結果残存を表すテイル形
の習得問題を探り、その要因を分析した上で項目の導入方法を考える点ではテ
ンス・アスペクト論の分野でも日本語教育の分野でも重要な先行研究である。し
かし、この 2 つの先行研究は両言語のテンス・アスペクト論を俯瞰するのでは
なく、特定の形式にのみ焦点を当て、分析を行っており、テンス・アスペクト現
象について終止の位置の形式にのみ注目している。また、Toffoli（2019）では定・
不定冠詞とテイル形及びある・いるの対応が規則的に捉えられているものの、研
究自体は翻訳規則への応用を視野に入れていない。この 2 点に対して、本研究
はテンス・アスペクト体系を扱う日葡対照研究の分野に新しいアプローチを導
入することで、機械翻訳の分野への貢献も期待できるものである。さらに、Costa
（2018）では、
「言う」と共起するテイタ形の特別なアスペクト的解釈について
調査しており、その考察から得た結論を日本語教育に応用することを目指して
いると言える。しかし、終止の位置に出現する「と言っていた」をのみ扱ってい
るため、絶対的・相対的テンスに関わる問題については言及していない。また、
Costa（2018）は特定のアスペクト形式、或いは、アスペクトに関わる特定の文
型を取り上げ、ブラジルにおける日本語教育を視野に入れた分析を行っている
点では、太田（2000）と Toffoli（2019）と類似する。このような研究には価値が
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あると思われるが、本研究では対訳データベースを用い、翻訳規則を作成すると
いう異なったアプローチによって日本語とポルトガル語を対照する。このよう
なアプローチを採ることによって、教育という分野のみならず、機械翻訳の分野
にも貢献することを目指すものである。このように、日本語を学習しているポル
トガル語母語話者にも、日本語が話せない在日ブラジル人にも役に立つ知見を
提供し得ることが期待できる。
なお、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系の全体を取り上げ、比
較する先行研究の代表としては儀保（2014）があげられる。この研究は、工藤
（1995）と Travaglia（2006）の用語を用いて、日本語の各テンス・アスペクト形
式が表すテンス・アスペクト的意味に対応するポルトガル語のテンス・アスペク
ト形式（または表現）がまとめられている。さらに、最も頻繁に使われているポ
ルトガル語のテンス・アスペクト形式のみではなく、同じアスペクト的意味を表
しながら多少異なるニュアンスを表す形式も挙げられているため包括的な研究
であると言える。例えば、
（15）のように、現在における「反復性」を表すル形
またはテイル形に対して、ポルトガル語では Ter (Presente) + particípio（15a）、
Andar (Presente) + gerúndio（15b）
、Estar (Presente) + gerúndio（15c）、Presente（15d）、
Viver (Presente) + gerúndio（15e）という複数の形式や表現が用いられると指摘さ
れている。
（15）a. Ele tem jantado às 17 horas.（彼は（最近）17 時に夕食を食べている）
b. Celina anda perguntando por você.（T）10（セリーナは（最近よく）あな
たのことについて聞く）
c. José está caminhando de manhã.（T）（ジョーゼは、朝散歩している）
d. Ele janta às 17 horas.（T）（彼は、17 時に夕食を食べる）
e. Celina vive perguntando por você.（セリーナは、（いつも）あなたのこ
とについて聞く）
（儀保 2014: 3）
カッコ内の訳文でも示されているように、
（15）の複数の形式や表現が現在の反
復性を表すものの、
「いつも」や「最近」
「最近よく」等のニュアンスの違いが見
られる。その点では、儀保（2014）で行われている比較は網羅的であると言える。
しかし、儀保（2014）では、両言語の形式の対応が規則的に扱われていないた
め、翻訳規則への応用が困難であると思われる。さらに、日本語とポルトガル語
のテンス・アスペクト体系の比較は単文、つまり終止の位置におけるテンス・ア
（T）という文字は、用例は Travaglia（2006）から引用されているものであるということを
示している。
10
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スペクト形式の比較に留まっており、両言語の違いを規則というレベルでは捉
えられていないと言える。そのため、本研究では、機械翻訳研究への応用を目指
し、日本語とポルトガル語の複文節におけるテンス・アスペクト形式の翻訳規則
の作成を試みることに意義があると思われる。
最後に、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系を対照する先行研究
としてヌネス・コスタ（2017b）が挙げられる。
ヌネス・コスタ（2017b）は、日本語で過去を表す 2 つの形式（タ形とテイタ
形）
とポルトガル語で過去を表す 4 つの形式（Pretérito perfeito、Pretérito imperfeito、
Passado progressivo、Pretérito mais-que-perfeito）を取り上げ、両言語を扱った対訳
コーパスを通じて、ポルトガル語から日本語に訳す場合の翻訳規則を提案して
いる。また、翻訳規則を作ることで、ポルトガル語を母語とする日本語学習者に
分かりにくいテンス・アスペクト形式の説明の支えになること、そして機械翻訳
の研究にも貢献できることを視野に入れた研究であると言える。なお、ヌネス・
コスタ（2017b）で使用されている対訳コーパスは筆者が収集したブラジルの文
学作品とその日本語訳版から構成される「葡日対訳データベース」であり、本研
究で扱う「日葡対訳データベース」のモデルとなったものである。ヌネス・コス
タ（2017b）における、
「葡日対訳データベース」から抽出されたポルトガル語の
過去の形式を使う例とその日本語訳に基づいて作られた翻訳規則は以下の（16）
のようにまとめられる。
（16）a. Pretérito perfeito は基本的にタ形に訳されるが、期間を表す副詞と共起
する場合、もしくは現在パーフェクト性（特に否定文）を表す場合は、
テイタ形に訳される。また、
「já」や「nunca」という経験副詞と共起す
る場合は、シタコトガアル・シタコトガナイに訳される。
b. Pretérito imperfeito は基本的にテイタ形に訳されるが、非連続的な繰り
返しを表す場合は、タ形に訳されることもある。
c. Passado progressivo は動作動詞の場合、テイタ形に訳されるが、変化動
詞の場合は、シツツアッタという形式にしか訳されない。
d. Pretérito-mais-que-perfeito は基本的にテイタ形に訳され、
「já」や「nunca」
という経験副詞と共起する場合はシタコトガアッタ・シタコトガナカ
ッタに訳される。
以上のように、ヌネス・コスタ（2017b）では、ポルトガル語の過去のテンス・
アスペクト形式の意味をカバーするには、タ形とテイタ形の 2 つの形式だけは
足りないことも指摘されており、経験を表すシタコトガアル・シタコトガアッタ
と進行を表すシツツアッタのようなアスペクトに関する表現も必要とされると
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論じられている。
なお、ヌネス・コスタ（2017b）は母語話者の内省のみに頼っているわけでは
なく、
「葡日対訳データベース」から例を抽出した上で、日本語とポルトガル語
のテンス・アスペクト体系を比較している研究である。ただし、過去を表す形式
にのみ注目し、終止の位置におけるテンス・アスペクト形式のみを対象としてい
るため、複文節における独特なテンス・アスペクト的振る舞いについては言及し
ていない。また、翻訳規則を提案しているものの、実際の機械翻訳との関係性が
明確でないため、適用性が低いように思われる。このような欠点を修正すべく、
本研究では、時間の複文節を考察対象とし、既存の機械翻訳ツールの翻訳精度を
分析した上で、翻訳規則を作成することを目的とする。また、既存の機械翻訳ツ
ールの問題点を検討した上で、必要性に応じた翻訳規則を目指すため、特定の形
式に限定するのではなく、誤訳パターンに注目する点でも以上の先行研究と異
なっている。
以上のように、本研究では、従来の日葡対照研究では見られない、両言語を扱
う対訳データベースを用いて、複文節における日本語のテンス・アスペクト形式
をポルトガル語に翻訳する場合の翻訳規則をフローチャートの形で提供すると
いうアプローチを採用する。このような方法を採ることには以下のような意義
がある。まず、母語話者の内省に頼らず、どのような環境で（共起する副詞成分、
文脈等）どのような形式が使われやすいかという情報を得られる点で意義があ
ると言える。従来の日葡対象研究（太田 2000; 儀保 2014）では、母語話者の内
省や先行研究の見解に頼っていたが、本研究のような方法を採用することで、よ
り実態に即した翻訳規則を提供することができる。また、機械翻訳研究への貢献
が期待できるという点でも、意義があると言える。機械翻訳に関する従来の先行
研究では英語とそれ以外の言語を扱うものが多いが、ヌネス・コスタ（2017b）
のように日本語とポルトガル語を扱う機械翻訳に関する研究は非常に少なく、
これを扱うことには一定の意義がある。さらに、本研究では既存の機械翻訳ツー
ルの翻訳精度の分析を通して翻訳規則を作成するが、その際、誤訳パターンに注
目する点も、従来の日葡対象研究においてはなされていないことである。
最後に、トキ節を本研究の対象とした理由について触れたい。本研究では、従
来の先行研究で言及されてこなかった従属節と主節のテンス・アスペクトを考
慮し、分析を進めていく。そのため、従属節と主節の時間関係を表す複文節は、
その時間関係が単文や他の複文節と比較して把握しやすく、その点で翻訳規則
の作成に適している。また、時間関係を表す複文節の中でも、トキ節は「ル」
「テ
イル」
「タ」
「テイタ」という 4 つの基本的なテンス・アスペクト形式を容認する
時間の複文節であるため、これを本研究の対象とした。このように本研究で提案
するトキ節のテンス・アスペクト形式に関するポルトガル語への翻訳規則は今
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後の日葡対照研究のモデルとなる点でも意義があると思われる。

2.4 終わりに
本章では、日本語とポルトガル語それぞれのテンス・アスペクト体系について
論じた先行研究を概観し、両言語のテンス・アスペクト体系を比較する日葡対照
研究を挙げた。また、それらの研究の成果を踏まえた上で、本研究の位置づけに
ついて述べた。
特に、従来の日葡対照研究では、特定のアスペクト形式、或いは、アスペクト
に関わる文型を取り上げ、ブラジルにおける日本語教育を視野に入れながら、分
析を行う傾向があるため、両言語の形式の対応について述べる先行研究は未だ
少ないことを指摘した。また、儀保（2014）やヌネス・コスタ（2017b）のよう
に、両言語のテンス・アスペクト形式の対応を説明することを目的とする先行研
究では、終止の位置におけるテンス・アスペクト形式のみを扱う傾向がみられる
ため、本研究では、複文節を扱うことによって、その点を補うことができること
も指摘した。さらに、従属節と主節の時間関係を把握するために時間の複文節を
研究対象とし、テンス・アスペクト形式の制限がないと言う点で、様々な時間関
係を表すことのできる複文節であるトキ節を研究対象とした。研究対象を絞る
ことによって、複文節におけるテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則を作成
する際に、規則の数を減らすこともでき、同じアプローチを採る今後の日葡対照
研究へのモデルづくりにもなる。つまり、日本語とポルトガル語のテンス・アス
ペクト体系を比較した上で、テンス・アスペクト形式の翻訳規則を作るという斬
新なアプローチを採るという点のみではなく、今後の日葡対照研究へのモデル
になるという点でも意義のある研究であると思われる。
さらに、対訳コーパスを用いて、翻訳規則を作成するというアプローチは中日
対照研究である譙（2016）や谷（2019）をモデルにし、日本語とポルトガル語の
比較のために応用させたものである。このようなアプローチを採ることによっ
て、機械翻訳の分野に貢献でき、機械翻訳ツールを使用する日本語を学習してい
るポルトガル語母語話者にも、日本語が話せない在日ブラジル人にも役に立つ
知見を提供し得ることが期待できる。
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本章では、本研究の対象である日本語のトキ節とブラジル・ポルトガル語（以
下、ポルトガル語）の Quando 節における従属節と主節のテンス・アスペクト形
式の組み合わせとその時間関係を分析する。特に、トキ節と Quando 節における
絶対的テンスと相対的テンスの使用実態を調べると共に、可能なアスペクト的
解釈について考察する。
ここではなるべく自然な文を用いて分析するために、各言語の実際の発話を
扱う話し言葉コーパスを使った。このような分析を行うのはそれぞれの言語の
時間を表す複文節におけるテンス・アスペクト形式の振る舞いを把握するため
である。このように、両言語の時間を表す複文節の共通点と相違点を理解するこ
とで、翻訳規則を作成する際にどのような点に注目しなければならないかを検
討することが可能になる。

3.1 はじめに
Reichenbach（1947）によれば、テンスは、Event Time（ET）と Speech Time（ST）、
Reference Time（RT）という 3 つの時点の外的時間関係を表す文法カテゴリーで
ある。また、その下位分類には、絶対的テンスと相対的テンスの 2 つがあるとさ
れる。Comrie（1985）では、テンスが ET と ST の時間的関係を表す場合には絶
対的テンスと呼ばれ、ST とは異なる RT と ET の時間的関係を表す場合には相
対的テンスと呼ばれることが述べられている。
日本語の複文節では、従属節と主節のテンス形式が異なる場合がある。三原
（1991, 1992）は、従属節と主節のテンス形式が異なる場合、従属節のテンスが
ST を基準にせず主節時を基準とすることを指摘している（「視点の原理」）。この
現象は相対的テンスの一種であり、主節時基準と呼ばれている。また、工藤（1992）
では、テンスと従属複文の相関性は、主節の述語は発話時との時間関係を表し、
従属節の述語は主節の出来事時との時間関係を表すようになる点に表れるとさ
れている。つまり、日本語の複文節のテンス解釈は主節時基準現象と強く関わっ
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ていると言える。
一方で、ポルトガル語における相対的テンスについての言及が見られるのは、
Ilari & Basso（2008）の分類のように、Pretérito-mais-que-perfeito（大過去）や Futuro
do pretérito（過去未来）という RT を含意するテンス形式について述べる場合に
限られている。また、主節時基準現象については管見の限り分析されていない。
なお、工藤（1995）
（日本語）や Travaglia（2006）
（ポルトガル語）のように、
各言語のアスペクト体系を詳しく記述する先行研究はあるものの実際の発話を
用いて、両言語におけるテンス・アスペクト形式の組み合わせやアスペクト的意
味等を扱った研究は管見の限り見当たらない。
本章では、日本語とポルトガル語の複文節における相対的テンスのあり方を
明らかにすべく、実際の発話を扱う話し言葉コーパスを用い、主節と従属節の時
間関係を表すトキ節と Quando 節を対照する。これにより、両言語の複文節のテ
ンス・アスペクトに関する共通点や相違点を明らかにする。
本章の構成は以下のとおりである。まず、3.2 節では、日本語のトキ節とポル
トガル語の Quando 節に関する先行研究を概観する。次に、3.3 節では、本章の
調査対象や調査方法を説明する。さらに、3.4 節では、調査の結果及び考察を行
う。最後に、3.5 節では、本章をまとめる。

3.2 先行研究
3.2.1

日本語のトキ節とテンス・アスペクト

濱田（1998: 1）によると、三原（1992）の考察対象は関係節、同格節、引用の
うちで「と」を含む節のみであるが、
「ため」と「とき」を含む副詞節でも「視
点の原理」が比較的「透明な形で機能している」という。すなわち、トキ節でも、
従属節と主節のテンス形式が異なる場合は、従属節のテンスが主節時を基準時
にすると解釈できる。
また、工藤（1992）では、トキ節は 2 つの出来事の同時性を表す複文節であ
り、従属節のテンス形式によって、その同時性が変わるとされている。トキ節の
テンス形式がル形である場合、文が表す同時性は主節の ET と従属節の出来事の
限界達成前の段階との同時性である。それに対して、トキ節のテンス形式がタ形
である場合、文が表す同時性は主節の ET と従属節の出来事の限界達成後の段階
との同時性である。
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（1）a. 学校に行く時、鐘が鳴っていた。 ＜限界達成前の段階と同時＞
b. 学校に行った時、鐘が鳴っていた。＜限界達成後の段階と同時＞
（工藤 1992: 175）
（1a）では、「鐘が鳴っていた」という出来事は「学校に行く」という出来事
が限界を達成する前の段階と同時であると捉えられている。一方で、
（1b）では、
「鐘が鳴っていた」という出来事は「学校に行く」という出来事が限界を達成し
た後の段階と同時的に捉えられている。
さらに、工藤（1995:227-228）は、同時性を表す複文節の場合、
（2）のように
11
絶対的テンスが使われることもあると指摘している 。そのような場合に、タ形
がアスペクト的には全体を把握しつつ、2 つの出来事間の全体的同時性が前面化
されると指摘されている12。
（2）先月、ロシアに行く時（＝行った時）は、シベリア鉄道を使った。
（工藤 1992: 175、下線は本論文の筆者による）
アスペクトに関して工藤（1992）は、トキ節を時間限定の系列の従属複文であ
り、同時関係性を表す従属複文であるとしている。また、出来事については時間
的限界を示差的意味特徴とするアスペクト的観点から大きく 2 つに分類してお
かなければならないと説明している。その分類の基準は「運動動詞完成相である
か否か」という点である（図 3-1）。

向井（1997）や舩橋（2006）でも、絶対的テンスを使用するトキ節があることが指摘されてい
る。それらの先行研究では、主節と従属節のテンス・アスペクト形式が同じである場合、従属節
のテンス解釈が語用論的要素等に影響されると論じられている。
12
この解釈は工藤（1992）の見解によるものであるが、話者によって、捉え方が異なる可能性
もある。
11
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【図 3-1】時間的限界を示差的な意味特徴とするアスペクト的観点から
見た出来事の分類（工藤 1992：171）
さらに、工藤（1992）では、トキ節には従属節と主節のアスペクトの相関によ
って、
「重複的同時性」と「接触的同時性」との 2 つのタイプに大別でき、さら
にこの「重複的同時性」を「全体的同時性」と「部分的同時性」との 2 つのタイ
プに分けることができると論じられている（図 3-2）。つまり、同時関係性には 3
つのタイプがあるということになる。

【図 3-2】トキ節における主節と従属節の同時関係性のタイプ
（工藤 1992：179）
図 3-2 でもわかるように、工藤（1992）によると主節か従属節のどちらかが B
のアスペクト的タイプ（継続性、存在動詞、形容詞・名詞述語）である場合には、
（3a）のように文全体の同時性は「重複的同時性」となり、従属節と主節が両方
とも A のアスペクト的タイプ（運動動詞の完成性）である場合にのみ、文の同
時性は（3b）のように「接触的同時性」となる。
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（3）a. この前、ここを歩いている時、きみのことを思い出した。 （花壇）
b. 帰って裏門のくぐりを入る時、真知子は郵便箱を覗いて見た。
（真知子）
（工藤 1992：179）
以上のように、先行研究では、日本語のトキ節は、同時性を表す時間の複文節
であるが、テンス・アスペクト形式によってテンスの捉え方（相対的テンスか絶
対的テンスか）と同時性の捉え方（重複的同時性か接触的同時性か）が異なって
いることが説明されている。しかし、先行研究では、実際の話し言葉を扱うコー
パスにおけるトキ節のテンス・アスペクト形式の組み合わせや絶対的・相対的テ
ンスの使用実態については言及されていない。本章では、他言語との比較によっ
て日本語のトキ節における絶対的・相対的テンスの実態やアスペクト的解釈に
ついての再分析を試みる。

3.2.2

ポルトガル語の Quando 節とテンス・アスペクト

ポルトガル語では、テンスのみではなく、ムード（直説法、命令文、接続法13）
活用もあるため、日本語より、テンス形式が豊かな言語であると考えられる。ア
スペクトに関しては、Castilho（1968）のようにアスペクトを語彙・統語的カテ
ゴリーであり、動詞の意味、語幹や統語的要素によって表されるものとしてとみ
なす立場もあれば、Ilari & Basso（2008）のように、いわゆるテンス形式の中に
アスペクト的対立を見せるものもあるとみなす立場もある。また、Freitag（2007a）
のように、ポルトガル語では、
「テンス」
「アスペクト」
「ムード」という動詞カ
テゴリーを個別に捉えることは事実上では不可能であるとする立場もある14。
ポルトガル語における相対的テンスの使用実態に関しては、詳しく述べてい
る先行研究は管見の限り見当たらないが、相対的テンスについて触れている研
究はある。例えば、Ilari & Basso（2008）によれば、ポルトガル語のテンス形式
では一部、RT を設けなくても外的時間関係を解釈できるものもあるが、一方で

本章で扱うポルトガル語に関する用語は田所・伊藤（2006）に従うものである。
Freitag（2007a）は、Dahl（1985）と同じように、テンス・アスペクトをセットとして扱い、テ
ンス・アスペクト体系ではなく、ムードも共に扱い、テンス・ムード・アスペクト体系（TMA
system）という捉え方を唱えている。このような見解に対して、Coan et. al.（2006）では、ポル
トガル語のテンス・アスペクト形式を理解するには RT も不可欠な概念であり、時間に関わるカ
テゴリーとして扱わなければならないと論じられており、TAMR（テンス・アスペクト・ムード・
レファレンス）カテゴリーという用語が用いられている。本研究では、なるべくテンスとアスペ
クトに限定し、考察するが、必要に応じて、ムードを扱うこともある。
13
14
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特に（4）で用いられている Pretérito-mais-que-perfeito（大過去）や （5）で使わ
れている Futuro do pretérito（過去未来）等のテンス形式には発話時と異なった RT
が必要とされるという。
（4）Quando eu cheguei, ele já
とき

私

着く-PST-PFV

彼

tinha ido embora.

既に

帰る PST-PRF

［私が着いたとき、彼はもう帰っていた。］
（5）Ele disse que
viria, mas não veio.
彼

言う PST-PFV

関係代名詞 来る-FUT-PST でも

否定副詞

来る-PST-PFV

［彼は来ると言ったけど、来なかった。］
（いずれも作例）
（4）
（5）ともに、発話時と異なった RT があり、その RT と ET、ST の関係に
よって、文全体の外的時間関係が成り立っている。このように、Ilari & Basso（2008）
では RT を含意するテンス形式についての説明があるが、絶対的・相対的テンス
や主節時基準現象については言及されていない。
また、Quando 節のテンス・アスペクトについて、Bechara（2006）では、Quando
節のテンス形式が現在を表す場合は文全体のアスペクト的意味は反復性、或い
は一般化であり、他のテンス形式である場合は文のアスペクト的意味は継起性
（主節と従属節の前後関係）であるとされている。それに対して、Lobo（2003）
15
によると、時間関係を表す接続詞のなかでも、
「quando」はもっとも不定的な接
続詞である。そのため、
「quando」を用いる時間の複文節は（6）のように先行性、
（7）のように同時性、（8）のように後続性を表すこともあるとされている。
（6）Quando construíram a nova ponte, contrataram arquitectos famosos.
とき

築く-PST-PFV

冠詞

新しい

橋

雇う-PST-PFV

建築家

有名

［（彼らは）新しい橋を築くときに、有名な建築家を雇った。］
（7）Quando construíram a nova ponte, usaram materiais de má qualidade.
とき

築く-PST-PFV

冠詞

新しい

橋

使う-PST-PFV

質の悪い材料

［（彼らは）新しい橋を築いているときに、質の悪い材料を使った。］

Lobo（2003）は、ヨーロッパ・ポルトガル語の従属節を分析対象としている研究であるため、
ブラジル・ポルトガル語を対象とする研究と見解が異なることもある。しかし、Quando 節に関
する指摘はブラジル・ポルトガル語にも当てはまると判断したため、本研究でもこの先行研究の
指摘を引用することにした。また、ブラジルで行われた Quando 節を扱う研究である Silva & Salles
（2014）でも、Lobo（2003）の指摘が引用されているため、Quando 節に関する Lobo（2003）の
指摘はブラジル・ポルトガル語にも該当すると考えられる。
15
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（8）Quando construíram a nova ponte, despediram todos os trabalhadores.
とき

築く-PST-PFV

冠詞 新しい

橋

解雇する-PST-PFV

全て

冠詞 職工

［（彼らは）新しい橋を築いたときに、職工たちを皆解雇した。］
（Cunha 2000 Lobo 2003:89 によって引用）

Lobo（2003）は、
（6）
（7）
（8）の従属節と主節の時間的関係はそれぞれ「先行
性」
「同時性」
「後続性」であるとしているが、工藤（1992）のように「同時性」
という枠組みを「従属節の出来事の限界達成前の段階との同時性」
「従属節の出
来事の限界達成後の段階との同時性」
「全体的同時性（重複的同時性）」という 3
つのタイプに分ければ、いずれの例も「同時性」を表すと説明できる。
Quando 節における主節と従属節のテンス形式の組み合わせに関して、Neves
（2000: 790-792）は、直説法で現在を表す形式同士の組み合わせ、または過去を
表す形式同士の組み合わせという 2 パターンがあると指摘している。また、接
続法の場合は、Futuro do subjuntivo（接続法未来形）と Presente do indicativo（直
説法現在形）、または Futuro do subjuntivo（接続法未来形）と Futuro do indicativo
（直説法未来形）という組み合わせが可能であると説明している。しかし、Neves
（2000）は、従属節と主節のテンス形式が異なる可能性について、または相対的
テンスや主節時基準現象については説明していない。
以上のように、ポルトガル語の Quando 節に関する先行研究では、ポルトガル
語の様々なテンス・アスペクト形式の組み合わせや複文節全体の外的時間関係
について論じられているが、過去を表す形式と現在を表す形式等の不規則な組
み合わせの存在や相対的テンスの使用実態に関しては分析がなされていない。
また、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクトに関する対照研究では、単文
におけるテンス・アスペクト形式の解釈と複文節におけるテンス・アスペクト形
式の解釈の違いに関する言及がなされておらず、絶対的・相対的テンスの説明も
されていない。例えば、儀保（2014）では、単文におけるポルトガル語の各テン
ス・アスペクト形式と日本語のテンス・アスペクト形式が対照されているが、複
文節におけるテンス・アスペクト形式の振る舞いについては検討されていない。
これを踏まえ、本章では、日本語とポルトガル語の時間を表す複文節を対照し、
両言語の時間を表す複文節におけるテンス・アスペクト形式の在り方を分析す
る。
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3.3 調査で扱ったコーパス及び調査方法
本章では、トキ節・Quando 節における絶対的・相対的テンスの使用実態を明
らかにし、各複文節におけるテンス・アスペクト形式の在り方を対照する。その
ため、実際の発話を扱う話し言葉コーパスからトキ節と Quando 節を抽出し、分
析を行った。
日本語に関しては、国立国語研究所によって作成された『日本語話し言葉コー
パス（CSJ）』を用い、
「「う、く、ぐ、す、つ、ぬ、ぶ、む、る」＋「時」」と否
定形の「ない時」
（両方を合わせて、ル時と称する）、
「「ている、でいる、てる、
でる」＋「時」」と否定形の「「ていない、でいない、てない、でない」＋「時」」
（両方を合わせて、テイル時と称する）、
「「た、だ」＋「時」」と否定形の「なか
った時」
（両方を合わせて、タ時と称する）、
「「ていた、でいた、てた、でた」＋
「時」」と否定形の「「ていなかった、てなかった」＋「時」」
（両方を合わせて、
テイタ時と称する）をそれぞれ検索し、
「した時点で」等、研究対象に当てはま
らないものを手作業で排除した。
ポルトガル語に関しては、1970 年代と 1990 年代に、リオデジャネイロ市で収
録されたインタービュー（DID）、対話（D2）、講義（EF）を扱う話し言葉コーパ
スである Projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro（NURC-RJ）を用い
16
、
「Quando」を検索した上で、
「Quando」が疑問文で「いつ」という意味を表す
場合等、研究対象に当てはまらないものを手作業で排除した。
調査の結果、トキ節は 2784 例（内訳：ル時 937 例、テイル時 191 例、タ時 1597
例、テイタ時 59 例）、Quando 節は 1997 例確認された。それらの例について、
従属節と主節のテンス形式を分類した後、従属節のテンスが絶対的テンスであ
るか相対的テンスであるかを判定した。また、相対的テンスである場合、主節
時が基準時になっているか否かについて分析した。さらに、各言語においてテ
ンス・アスペクト形式の組み合わせがどのように文全体の同時性に影響を与え
るかを分析した。

NURC-RJ のデータには年代（1970 年代と 1990 年代）と地域（リオデジャネイロ市）の制限
があるため、これが調査の結果に影響する虞があると考えられる。しかし、筆者の内省判断では、
Quando 節やテンス・アスペクト形式の使用に関しては、年代や地域に特有の用法であると考え
られるものは確認できなかった。また、テンス・アスペクト形式に関する地域的・年代的バリエ
ーションを指摘する先行研究も管見の限り見当たらないため、本調査では、NURC-RJ を扱うこ
とに特段の問題がないと判断した。
16
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3.4 分析結果及び考察
3.4.1

トキ節

CSJ から抽出されたトキ節 2784 例のうち、1699 例（全体の約 61%）は絶対的
テンスを表すものであり、1085 例（全体の約 39%）は相対的テンスを表すもの
であった。相対的テンスを表す例の全てが、
（9）
（10）のように、主節と従属節
のテンス形式が異なるものであり、三原（1991, 1992）の「視点の原理」に従っ
ていた。
（9）で大学に入る時にまた東京に出てきたんですけどね
（CSJ-S03M0570）
（10）同様に係り先が三つになった時にはえー四つ組みモデルを用います
（CSJ-A03M0010）
（9）における「大学に入る」という出来事は発話時に対する現在を表してい
るのではなく、限界達成前の段階を表している。つまり、
「大学に入る」という
出来事が限界を達成する前に、
「東京に出てくる」という出来事が成立している
という解釈になる。同様に（10）における「係り先が三つになった」のタ形は、
主節の「四つ組みモデルを用いる」という出来事を基準時にし、限界達成後の段
階を表すものであると解釈できる。つまり、
（9）とは反対に、従属節の出来事（係
り先が三つになる）が限界を達成した後、主節の出来事（四つ組みモデルを用い
る）が成立するという解釈になる。このように、相対的テンスを使うトキ節では、
従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせは文全体の同時性のタイ
プ（限界達成前・後の段階との同時性）に影響を与えること（工藤 1992, 1995）
が確認された。
また、相対的テンスを表す例は全て、主節と従属節のテンス形式が異なるもの
であったが、絶対的テンスを表す例の中でも一部、主節と従属節のテンス形式が
異なる（11）のような例が見られた。
（11）九十九年にまーあのー私達二人で行った時も彼らとあのー会って色んな
各地を案内してくれる訳です
（CSJ-S05F0240）
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（11）では従属節と主節のテンス形式が異なっているため、
「視点の原理」に
従えば、相対的テンスを表していると思われる。しかし、
「九十九年」という部
分から従属節のタ形が発話者の過去の体験を表していることが読み取れる。従
って、
「行った時」は発話時を基準にする過去の出来事を表しており、絶対的テ
ンスであることが推測される。また、以上から（11）は過去の体験を表す発話で
あると考えられるため、主節のル形は現在、或いは未来の出来事を表すものとは
考えにくい。すなわち、
（11）のル形が表しているのは発話時を基準にするアク
チュアルな現在形ではなく、
「劇的現在（dramatic present）」であると推測できる。
工藤（2014: 160）によると「劇的現在17」は「話し手が〈知覚体験（目撃）〉した、
過去の〈個別具体的な事象〉が、非過去形を使用することで、今目の前で起こっ
ているかのようにありありと表現」する現在形のことである。つまり、
（11）で
主節と従属節のテンス形式が異なることは、主節と従属節の外的時間関係、つま
りテンスによるものではなく、話者の発話に対する態度、つまりムードを前面化
させるためであると考えられる。なお、本章の調査において「劇的現在」の用例
は、27 例（（11）を含む）確認された。
さらに、本調査では、相対的テンスを絶対的テンスに置き換えても文意が大き
く変わらない例が 70 例見られた。それらは（12）のように、主節と従属節で同
じ動詞が用いられているもの（16 例）か（13）のように従属節でテイル形が用
いられているもの（54 例）であった。それらの用例は、限界達成の前後を問題
にせず、全体的な同時性を表す例であるため、
（9）
（10）とは異なるものとして
扱うべきであると思われる。
（12）でえー集計する時にはこのここがないものは不使用として集計しまし
た
（CSJ-A06F0621）
（13）で前し仕事私があの仕事をしている時にある人から夢って何って聞かれ
たんですけど
（CSJ-S10F0437）
（13）では、テイル形が用いられているが、テイタ形に置き換えても文意が大
きく変わらず、容認度も下がらない。このことから、トキ節のアスペクト形式も
相対的テンスの解釈に影響を与え得ることが示唆される。トキ節のアスペクト
形式が完成性を表すル形かタ形であれば、複文節のアスペクト的意味は限界達
成前の段階・限界達成後の段階という対立になり、テンス形式の置き換えが基本

17

成田（1982）では「歴史的現在」という用語が使われている。
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的に不可能になる。その一方で、トキ節のアスペクト形式が継続性を表すテイル
形かテイタ形であれば、複文節のアスペクト的意味は全体的同時性のみである。
そのため、限界達成前の段階・限界達成後の段階というアスペクト的対立はなく、
テイル形とテイタ形の置き換えが可能であると思われる。すなわち、従属節のア
スペクト形式は相対的テンスの随意性に影響を与える可能性がある。
以上をまとめると、トキ節は基本的に三原（1991, 1992）の「視点の原理」に
従っており、主節と従属節のテンス形式が同じであれば発話時が基準時となり、
異なっていれば主節時が基準時となる。ただし、ムード性を前面化させたトキ節
では、テンス・アスペクト形式の解釈が「視点の原理」から離れる可能性がある。
また、トキ節のアスペクト形式（完成性か継続性か）によって、相対的テンスの
随意性が変わる可能性もある。
アスペクト形式の振る舞いに関しては、ル・タ形は基本的に完成性（ひとまと
まり）を表し、テイル・テイタ形は基本的に継続性を表す。また、テンス・アス
ペクト形式によって、表されるアスペクト的意味が変わることも明らかになっ
た。テンス・アスペクト形式は完成性（ル・タ形）を表すものである場合、全体
的なアスペクチュアリティに偏りが見られる（ル形の場合、未来の一回性や反復
を表す 63 例以外、すべての例が現在の反復・一般化18を表すものであり、タ形
の場合、状態動詞や存在動詞を使うものと副詞成分の支えによって経験や反復
を表す 36 例以外、すべての例がひとまとまり性を表している）。それに対して、
テンス・アスペクト形式は継続性を表すものである場合動作の継続性、結果の継
続性という基本的なアスペクト的意味に加え、反復やパーフェクト性といった
様々なアスペクト的意味が表される。
さらに、本調査で得られた例の分析から、副詞成分も文のアスペクト的解釈に
影響することも指摘できる。例えば、
（14）
（15）のように、主節または従属節の
アスペクト的解釈は「もう」と「いつも」という副詞によって左右される。
（14）アナウンサーになりたいと思っていたことがあってもう大学に進んだ時
にはそんな夢はとっくに忘れていたんですけれども
（CSJ-S01F1221）
（15）そのおじがですね丹沢辺りにキャンプや釣りに連れてってくれる時にえ
ーいつもえ食べさせてくれました
（CSJ-S03M0141）
（14）の主節のテンス・アスペクト形式はテイタ形であり、そのアスペクト的解

18

本章では、鈴木（1979）のコンスタントな属性の現在を「一般化」と称している。
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釈はパーフェクト性である。また、その解釈は形式によって表されると同時に、
「もう」という副詞成分によっても強調されると考えられる。同じように（15）
では、主節のテンス・アスペクト形式はひとまとまり性、特に一回性、を表す特
徴を持っているタ形である。しかし、
（15）の場合、タ形が表しているのは反復
性というアスペクト的意味である。この派生アスペクト的意味はタ形のみによ
って表されているのではなく、
「いつも」という副詞によって表されると言える。
（16）のように、
（15）から「いつも」を取ると、文全体のアスペクト的意味は
ひとまとまり、及び一回性として解釈されることもあるため、副詞「いつも」が
文全体のアスペクト的意味に影響を与えていると考えられる。
（16）そのおじが丹沢辺りにキャンプや釣りに連れてってくれる時に食べさ
せてくれました。
このように、文全体のアスペクト的意味は、従属節と主節のテンス・アスペクト
形式の他に、副詞成分等によっても、影響されると説明できる。
最後に、トキ節は、すべての基本的なテンス・アスペクト形式が使用可能であ
り、従属節と主節にテンス・アスペクト形式の制限がないと先行研究で指摘され
ている（成田 1982; 工藤 1992; 橋本 1997）が、理論的にそのような制限がなく
ても、従属節と主節のテンス・アスペクト形式の可能な組み合わせのうち、高い
頻度で使用されるものとそうではないものがあることが本調査で確認された。
CSJ から抽出された 2784 例のトキ節のうち 2126 例（約 76%）は従属節も主節
もル形を採るもの（677 例）、従属節も主節もタ形を採るもの（648 例）、従属節
はタ形を、主節はル形を採るもの（801 例）のいずれかである。これはトキ節に
はひとまとまり性と反復・一般化を表す傾向があることを示唆していると言え
る。

3.4.2

Quando 節

NURC-RJ から抽出された Quando 節 1997 例のうち、1954 例（約 98%）は絶対
的テンスを表すものであり、43 例（約 2%）は相対的テンスを表すものであった。
すなわち、先に触れた日本語のデータと比較すると、日本語の方が相対的テンス
を用いる割合が高いことが読み取れる。
また、相対的テンスを表す 43 例のうち、14 例は Pretérito mais-que-perfeito（大
過去）、8 例は Futuro do pretérito（過去未来）というポルトガル語における典型
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的な相対的テンス形式を用いるものであった19 。
しかし、以下の（17）
（18）のように、RT を含意しないテンス形式を用いて相
対的テンスを表す例も 21 例確認された。
（17）（...）quando a bomba já estourou, trator já
とき

passou,

冠詞

爆弾

é

通る-PST-PFV コピュラ-PRS

既に

爆発する-PST-PFV トラクター

既に

que

vão fazer o plano. （NURC-RJ DID135）

関係代名詞

立てる-PRS

冠詞

計画

［（彼は）爆弾がすでに爆発し、トラクターがすでに通っている時に、
計画を立てる］
（18）quando ele praticou um pecado,
とき

彼

犯す-PST-PFV 冠詞

muitas vezes pede
数回

乞う-PRS-IPFV

罪

perdão ao santo（NURC-RJ DID76）
許し

前置詞

聖人

［その人は罪を犯した時に、聖人に謝罪したりもする20（...）］
（17）
（18）では、現在の反復性・一般化というアスペクト的意味が表されてい
る。そのため、主節のテンス形式は現在形になっている（vão fazer21, pede perdão）
。
しかし、従属節のテンス形式は Pretérito perfeito（完成性過去）であり、主節と異
なっている。これは、従来のポルトガル語に関する研究における捉え方では説明
が困難な例である。
（17）
（18）のいずれも全体的には反復性・一般化を表す例で
あるため、従属節の Pretérito perfeito は発話時を基準にしているとは考えにくく、
主節時を基準時とするものであると思われる。換言すると、これらの過去形は、
工藤（1992）で説明されている「限界達成後の段階」を表していると考えられる。
すなわち、従属節の出来事（爆発する、通る、罪を犯す）が限界を達成した後、
主節の出来事（計画を立てる、謝罪する）が成立するという解釈になる。
Comrie（1985）では、絶対的テンス（absolute tense）と相対的テンス（relative tense）以外にも、
絶対的相対的テンス（absolute-relative tense）というテンスの下位分類が設けられている。絶対的
相対的テンスでは、発話時を基準時にする RT（絶対的テンス）があり、その RT を基準時にす
る ET（相対的テンス）もある（Comrie 1985: 125）
。また、同論によると、ポルトガル語の Pretérito
mais-que-perfeito は絶対的相対的テンスの好例であるとされている。しかし、本章では、便宜上、
発話時とは違う RT を基準時にする Quando 節の例、全て相対的テンスと称し、絶対的相対的テ
ンスも相対的テンスとして扱った。
20
ポルトガル語では、
「muitas vezes」
（多数回）という表現は「～することもある」や「～した
りもする」という意味を表すことがある。
（18）の「muitas vezes」はその好例である。
21
「vão fazer」という表現は「fazer」
（する）の未来の複合形の 3 人称・複数の活用形と解釈す
ることもできるが、
（17）では、その形式が「fazem」という現在形に問題なく置き換えられ、
「farão」
という未来の単純形に置き換えられないことから、未来形ではないと判断した。
19
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また、特筆すべき点として、
（17）の訳文でポルトガル語の Pretérito perfeito が
テイル形に訳すことが自然である点が挙げられる。このテイル形は現在の継続
性を表すものではなく、パーフェクト性という派生アスペクト的意味を表すも
のである。工藤（1989b）によるとパーフェクトは、ある設定された時点におい
て、それよりも前に実現した運動が引き続き関わり、効力を持っていることを表
すアスペクト的意味であるという。また、すでに実現している出来事を扱うもの
であるため、テンス的には過去を表すものであると説明されている。同論を踏ま
えると、
（17）の過去形はパーフェクト性を表すものであるとみなすことができ
る。つまり、
（17）の従属節は限界達成後の段階と解釈されるものの、その解釈
は「ある時点において、それよりも前に実現した運動」であることが表されるこ
とによって導かれていると考えられる。
さらに、Quando 節においても、日本語と同様に、主節と従属節のテンス形式
が異なっていながら、相対的テンスを表していない例が 13 例確認された。その
ような例は、前節で見た（11）と同様に「劇的現在」を表すものであり、ムード
性を前面化させた例である。
（19）quando ele veio
とき

彼

perguntar, eu digo:

来る-PST-PFV 尋ねる-INF

私

bom, não

言う-PRS-IPFV 良い

否定副詞

porque eu sou

brasileira （NURC-RJ DID221）

接続詞

ブラジル人

私

コピュラ-PRS

é
コピュラ-PRS

vantagem,
アドバンテージ

［結局、彼が聞いてきた時、私は「まあ、私はブラジル人だから、それ
は不利だね」と言った（現在形）。］
（19）では、話者が過去の知覚体験を述べているにも拘わらず、主節では、現
在形が使われている。そのような現在形は、体験したことを今目の前で起こって
いるかのように描写するための「劇的現在」であると考えられる。
以上のように、Quando 節にも相対的テンスがあり、主節時基準現象が見られ
ることが明らかになった。ただし、使用頻度から見ると、この現象は非常に少な
く、日本語のトキ節における主節時基準の例とは量的な違いがあることも明ら
かになった。この現象については次節で詳しく述べる。
また、Quando 節もトキ節と共に同時性を表す複文節であり、その同時性には
タイプがある（限界達成前・限界達成後の段階との同時性、重複的同時性）。し
かし、日本語と違って、ポルトガル語の場合に従属節と主節のテンス・アスペク
ト形式の組み合わせはその同時性のタイプに影響するとは言い難い。例えば、
（20）～（22）はその好例である。
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（20）Quando construíram a nova ponte,
とき

築く-PST-PFV

冠詞

新しい 橋

contrataram arquitectos famosos. （（6）の再掲）
雇う-PST-PFV

建築家

有名

［（彼らは）新しい橋を築くときに、有名な建築家を雇った。］
（21）ele desanimou um pouco quando soube （NURC-RJ DID164）
彼

落ち込む-PST-PFV

少し

とき

知る-PST-PFV

［それを知ったとき、彼は少し落ち込んだ。］
（22）quando vim embora, fiz
a música
とき

帰って来る-PST-PFV

作る-PST-PFV 冠詞

曲

durante a viagem. （NURC-RJ DID234）
間

冠詞

旅

［帰ってくるときに、私はその曲を作った。］
（20）～（22）のいずれの例でも、従属節と主節が過去の完成性を表す Pretérito
perfeito というテンス形式を用いているが、各例では異なった同時性のタイプが
見られる。
（20）では、主節の出来事が従属節の出来事の限界達成前の段階と同
時的に捉えられている。それに対し、
（21）では、主節の出来事が従属節の出来
事の限界達成後の段階と同時的に捉えられている。また、
（22）では、主節の出
来事が従属節の出来事と時間的に重なっているため、出来事全体の同時性を表
している。このことから、Quando 節では、テンス・アスペクト形式の組み合わ
せより、動詞の意味や語用論的な要素等が同時性のタイプに影響を与えると考
えられる。また、ポルトガル語の Quando 節のなかでは原則として絶対的テンス
しか用いられないことはこの現象と関連している可能性がある。舩橋（2006）で
は、日本語のトキ節でも絶対的テンスを扱う場合に、テンス・アスペクト形式の
組み合わせが従属節と主節の出来事の時間的関係の解釈に与える影響はそれほ
ど大きくなく、語用論的要素の方がその解釈を左右していると説明されている。
つまり、
（20）において「橋を築いた後に有名な建築家を雇った」という解釈が
不可能であるのは、テンス・アスペクト形式からではなく、文全体の意味に起因
していると言える。また、
（21）と（22）の場合も同様である。このように、非
常に限られた場合でしか相対的テンスを使わない Quando 節では文全体におけ
る同時性の解釈は、文法的要素よりも語用論的要素と関連していると説明でき
る。
さらに、アスペクト的解釈に関しては、トキ節と同じようにテンスやアスペク
トの制限が見られないものの、Quando 節において頻繁に使われる傾向があるテ
51

第 3 章 コーパスに見られる「トキ節」
「Quando 節」における
テンス・アスペクト形式の使用実態

ンス・アスペクト形式があることが明らかになった。例えば、1997 例の Quando
節の例のうち、1027 例（約 51%）は従属節も主節も Presente simples という現在
の反復・一般化を表す形式が使用された例だった。このように、Quando 節でも、
反復・一般化を表す傾向があることが指摘できる。
最後に、Quando 節もトキ節と同様に、ひとまとまり性を表す形式の場合にも、
副詞成分の支えによって反復性という派生アスペクト的意味を表す文も見られ
た。
（23）Eu, quando trabalhei em
私

とき

働く-PST-PFV

aviação, diversas vezes eu fui

前置詞 飛行技術

複数回

a

São Paulo（...）（NURC-RJ DID102）

前置詞

サンパウロ

私

行く-PST-PFV

［飛行技術に関する仕事をしていたとき、何回かサンパウロに行った。］
（23）では、従属節と同様に主節でも Pretérito perfeito が使われている。この形
式は日本語のタ形と同じように副詞成分なしでは一回性を表すが、
（23）の例で
は「diversas vezes」
（複数回）という副詞の支えによって、反復性を表している。
ただし、この反復は継続性と必ずしも関わっているとは限らない。
（23）の反復
は「あるひとまとまりとして捉えられる出来事が複数回成立した」という意味に
なるため、文全体の表すアスペクト的意味は反復性であるものの、出来事自体の
アスペクトは完成性・ひとまとまりであるということになる。

3.4.3

トキ節と Quando 節における主節時基準現象の相違点

次に、トキ節と Quando 節の相違点を詳しく見ることとする。3.4.2 では両者に
おいて量と質との双方の観点において違いがあることが見いだされたが、この
うち量的な違いは使用頻度に関わる問題である。3.4.1 で述べた通り、トキ節の
例のうち、約 39%は相対的テンスの例であり、すべてが主節時を基準時とする
ものであった。一方で、Quando 節の 1997 例のうち、相対的テンスを使用するも
のは僅か 43 例（約 2%）のみであった。さらに、43 例のうち、主節時（または
従属節時）を基準時とする例は、約半数（21 例）に留まっていた。トキ節と Quando
節の間に見られる相対的テンスの使用頻度の違いは、トキ節の方が主節時基準
現象を使う傾向があることを示唆している。
また、トキ節と Quando 節の間に見られる質的な違いに関しては、主に 3 つの
相違点があることが明らかになった。１点目は相対的テンスの随意性と関わる
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ものであり、2 点目は従属節の独立性に関わるものである。さらに、3 点目は文
のアスペクチュアリティに関わるものである。以下では各項目について詳細を
述べる。
まず、1 点目は、主節時基準が義務的であるか否かということである。日本語
では、従属節のテンス形式が限界達成前、或いは達成後を表す場合、ル形・タ形
の置き換えが不可能であることが指摘できる。例えば、（24）の「聞かせた時」
を「聞かせる時」に置き換えると、
「聞かせるという動作が限界を達成した後の
段階の反応」であるか「聞かせるという動作が限界を達成する前の段階の反応」
であるかという文全体の解釈に違いが生じる。これは、限界達成前の段階・限界
達成後の段階というアスペクト的意味を持つ文の場合、日本語では主節時基準
が義務的であることを示唆している。
（24）（...）検査実験としてそのー訓練に使っていない音を新たに聞かせた時
に猿がどういう風に反応するかというのを調べる為に（...）
（CSJ-A01M0056）
一方で、ポルトガル語の Quando 節では、限界達成前の段階・限界達成後の段
階というアスペクト的意味を含む相対的テンスを表す文の場合、随意的な主節
時基準と義務的な主節時基準があることが明らかになった。
（25）a. quando ele praticou um pecado, muitas vezes pede perdão ao santo （（18）
の再掲）
b. quando ele pratica （現在形）um pecado, muitas vezes pede perdão ao santo
［その人は罪を犯した時に、聖人に謝罪したりもする］
（26）（...）quando a gente escuta
o barulho é
que
とき

o
冠詞

我々

聞こえる-PRS-IPFV

raio já caiu
雷

冠詞

音

コピュラ-PRS

関係代名詞

（NURC-RJ DID21）

既に 落ちる-PST-PFV

［音が聞こえた時、雷はもう落ちているということだ。］
（25a）では、従属節の過去形は主節時を基準時とするものであるため、
「謝罪
する」という動作が「罪を犯す」という動作の限界達成後の段階と同時であると
捉えられる。しかし、
（25b）のようにその過去形を現在形に置き換えても文全体
の反復・一般化というアスペクチュアリティと、主節と従属節の時間関係とのい
ずれにおいても違いが生じない。強いて言えば、
（25a）では過去形を採ることに
よって、限界達成後の段階のニュアンスが強調されるが、一方で（25b）でも主
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節と従属節の時間関係は同じであるため、現在形と過去形の置き換えによって
時間的な意味の違いが生じないものと言える。このことから（25）のような例の
主節時基準は随意的なものであると考えられる。これに対して、
（26）では、従
属節で現在形（escuta）、主節で過去形（caiu、パーフェクト性を表す Pretérito
perfeito）が用いられており、テンス形式の置き換えは不可能である。このような
相対的テンスは義務的であると考えられる。
次にトキ節と Quando 節の間に見られる 2 つ目の相違点は、従属節時が主節の
基準時になれるか否かという点である。
（26）は（25）と同様に反復性・一般化
を表す例であるが、
（25）と違って、その反復性を表しているのは現在形を採っ
た従属節である。また、
（26）のような例はポルトガル語のデータでは 5 例見ら
れたのに対して、日本語のデータでは 1 例も確認できなかった。すなわち、トキ
節では主節時が従属節の基準時になるパターンしか見られないが、Quando 節で
は従属節時が主節の基準時になるパターンも見られる可能性がある22。また、こ
の現象の要因として、トキ節と Quando 節の独立性の違いが考えられる。まず、
本調査で分析した例について、トキ節と Quando 節の文中における位置を比較す
ると、トキ節はすべて同じ位置で現れるのに対して、Quando 節は様々な位置に
現われることが窺える。NURC-RJ から抽出された例では、
（25）や（26）のよう
に従属節が主節の前に現われる例が確認される一方で、以下の（27）のように主
節が従属節の前に現われる例も確認された。
（27）（...）Você usava
あなた

que material quando você pintava? （NURC-RJ DID129）

使う-PST-IPFV 疑問詞 具材

とき

あなた

絵を描く-PST-IPFV

［絵を描いていたとき、どんな絵具を使っていた？］
（27）では、主節と従属節の順が（26）と反対になっているが、ポルトガル語で
は問題なく容認される。従って、Quando 節は主節の前に現れることも、後に現
れることもできると言える。このような例が容認されることは、Quando 節にあ
る程度の独立性があることを示唆している。その一方で、CSJ から抽出された例
のうち、従属節が文頭に位置しない例は 1 例も確認できなかった。このように、
Quando 節における従属節時基準現象はトキ節と Quando 節の独立性の違いと関
連している可能性がある。工藤（1995）によると、日本語では主節のテンスは従
属節と違って、絶対的テンスにしかなれず、アスペクトを前面化させてテンスの

丹羽（2001）では、発話時も主節時も基準時としない連体修飾節があることが指摘されてい
る。例えば、
「アフリカに行く計画が去年やっと実現した」の場合、主名詞「計画」の成立時を
基準時としているため、主節時基準でも発話時基準でもないと説明されている。しかし、トキ節
に関しては言及されておらず、本章の調査でも、そのようなトキ節は確認されなかった。
22
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解釈を発話時から離すことは不可能であるとされている。一方で、ポルトガル語
では、
（26）のように、主節がアスペクトを前面化させて、文全体のテンス解釈
を従属節のテンス形式に委ねることができると考えられる。文全体のテンス解
釈が主節のテンスに依拠しているという点から見ると、トキ節の方が主節に依
存しており、Quando 節より独立性が低いと思われる。
最後に、トキ節と Quando 節の間に見られる 3 つ目の相違点は、文全体のアス
ペクチュアリティである。トキ節の場合は、
（9）のように一回性を表す文でも、
（10）のように反復性や反復・一般化を表す文でも、主節時基準現象が起こり得
ることが明らかになった。一方で、NURC-RJ のデータから抽出された主節時（ま
たは従属節時）を基準にする Quando 節の全例は、反復・一般化というアスペク
チュアリティを表すものであった。すなわち、相対的テンスを表すトキ節には文
のアスペクチュアリティに関して制限がないのに対して、相対的テンスを表す
Quando 節には制限がある可能性がある。このことは、Quando 節における主節時
基準の特殊性を示唆していると言える。反復・一般化というアスペクチュアリテ
ィは、アクチュアルな外的時間と離れているため、このアスペクチュアリティを
持つ文のテンスは非アクチュアルなテンスである（鈴木 1979）。換言すると、
Quando 節の主節時基準はアクチュアルなテンスを使う例では見られず、非アク
チュアルなテンスを使用する文でしか見られない可能性がある。そのように考
えた場合、Quando 節における相対的テンスは一般的な「外的時間関係」を表す
ものではなく、
「条件性」というムード性を前面化させたものである可能性が指
摘できる。
以上のように、話し言葉では、トキ節でも Quando 節でも主節時基準現象が起
こり得るが、両者の間には量的な違い（トキ節の方が相対的テンスの使用頻度が
高い）も質的な違い（文のアスペクチュアリティの制限、主節時基準の随意性、
従属節の独立性）も見られることが明らかになった。

3.5 終わりに
本章では、話し言葉コーパスにおけるトキ節・Quando 節の主節時基準現象に
ついて分析し、2 つの複文節におけるテンス・アスペクト的振る舞いの共通点と
相違点を挙げた。調査の結果、トキ節と Quando 節では主節時基準現象が起こり
得るが、両言語の間には量的・質的な違いがあることが明らかになった。また、
テンス・アスペクト形式の組み合わせが文全体の同時性に与える影響は Quando
節ではそれほど大きくないのに対して、トキ節では、相対的テンスの場合に、
Quando 節に比べて大きいということも指摘できる。
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このような比較を行うことによって、翻訳規則を作成する際にどのような点
が問題になり、どのような点が問題にならないかを予測することができる。例え
ば、トキ節を Quando 節に翻訳する場合に、文全体の同時性のタイプ、つまり「限
界達成前の段階との同時性」
「限界達成後の段階との同時性」
「重複的同時性」の
いずれであるかという点は問題にならない可能性がある。これは、相対的テンス
を使うトキ節ではテンス・アスペクト形式の組み合わせが文全体の同時性に影
響を与えるのに対し、基本的に絶対的テンスしか使わない Quando 節ではテン
ス・アスペクト形式の組み合わせよりも語用論的要素の方が文全体の同時性に
影響を与えるからである。その一方で、トキ節を Quando 節に翻訳するときに三
原（1991, 1992）の「視点の原理」のみを基にすれば、
「劇的現在用法」を用いる
文が正確に翻訳されない可能性がある。例えば、
（28）の例では、
「去年の秋」と
いう副詞成分から、文全体のテンスは過去であると読み取れるため、主節のル形
は劇的現在用法であると解釈できる。
（28）去年の秋に行った時も表側の窓のところがこうばってんが付いてるん
です
（CSJ-S11F0690）
しかし、グーグル翻訳という機械翻訳ツールを用い、
（28）をポルトガル語に訳
すと（29）のように、従属節のテンスが過去になり主節のテンスが現在になって
いることが分かる。つまり、その機械翻訳による訳文では、主節のル形は劇的現
在として解釈されず、そのまま Presente simples に訳されている。このように、
従属節と主節のテンス形式が異なっていても相対的テンスを表さない文の場合、
原文のテンス・アスペクトを正確に解釈できる翻訳規則を作成することが必要
であると言える。
（29）Mesmo quando eu fui
でも

時

lá no outono passado,

私 行く-PST-PFV あそこ 前置詞

a janela da frente tem
冠詞

窓

前置詞

前

ある-PRS-IPFV

去年の秋

uma cobertura.
冠詞

屋根

［去年の秋にあそこに行った時も、表側の窓に屋根が付いている。］
また、本調査で明らかになったように、トキ節のテンス・アスペクト形式はル
形とタ形である場合、全体的なアスペクチュアリティに偏りが見られるのに対
して、テイル形とテイタ形である場合、動作の継続性、結果の継続性という基本
的なアスペクト的意味に加え、反復性、パーフェクト性という様々なアスペクト
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的意味が表される。そのため、テイル形或いはテイタ形を使うトキ節をポルトガ
ル語に訳す際には、アスペクト的解釈が問題になる可能性がある。例えば、
（30）
に CSJ から抽出された例とグーグル翻訳によるポルトガル語訳を示した。この
例では、反復性と過去における継続性が正確に捉えられておらず、翻訳文全体の
アスペクト的意味、そして文全体の意味が誤って訳出されてしまっている。
（30）その家に住んでいる時に私は何か亀を飼っていたんです（CSJ-S03F0752）
GT: Eu costumava ter
algumas tartarugas
私

習慣を持つ-PST-IPFV

飼う-INF

何匹か

亀

quando eu morava naquela casa
とき

私

住む-PST-IPFV あの

家

［あの家に住んでいる時私は何匹かの亀を飼う習慣を持っていた］

（30）の原文に使われている「飼っていた」は過去の継続性を表しているが、訳
文では「costumava ter」という反復性として訳されている。また、「algumas
tartarugas」（何匹かの亀）という部分によって、反復性の意味も強調されてしま
う。つまり、訳文は、主語が幅のある過去の期間において反復的に亀を飼う習慣
があったという意味になる。この間違った解釈はテイタ形のアスペクト的意味
の多様さに影響されていると考えられる。このように、トキ節をポルトガル語に
訳す場合に、テンス・アスペクト形式の解釈が問題になるという点を考慮しなが
ら、翻訳規則を作成する必要があると思われる。また、機械翻訳ツールによる翻
訳の問題になるテンスとアスペクト形式に関する予測が可能になる点では、本
章で行ってきたトキ節と Quando 節の比較に意義があると言える。さらに、第 4
章では、実際の機械翻訳を用いて、本章で挙げてきたトキ節と Quando 節の相違
点と共通点が翻訳の仕方にどのように影響するかということについて詳しく検
討する。
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本章では、実際の翻訳規則の改善に貢献できる翻訳規則を作成するために、既
存の翻訳ツールによるトキ節のブラジル・ポルトガル語（以下、ポルトガル語）
訳の正確さと問題点について調査する。具体的には、グーグル翻訳という機械翻
訳ツールを用い、第 3 章で扱った日本語話し言葉コーパス（CSJ）から抽出され
たトキ節の一部をポルトガル語に訳した上で、テンス・アスペクトの面から、グ
ーグル翻訳の翻訳精度を分析する。調査の結果、全体的な翻訳精度は 59%であ
ったが、従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって、その翻
訳精度が変わることが明らかになった23。また、誤訳を「テンス」
「アスペクト」
「ムード」等のカテゴリーに分けて、それぞれのカテゴリーが占める割合を調べ
たところ、アスペクト形式の解釈に関する誤訳が最も多いことが明らかになっ
た。そのうち、特に主節におけるテイタ形が完成性過去を表す形式に訳されると
いう誤訳パターンが多く見られたため、トキ節におけるテンス・アスペクト形式
に関する翻訳規則を作成する際には、このような誤訳パターンの修正を考慮に
入れなければならないと結論づけた。最後に、テンス・アスペクト形式が正確に
解釈され、翻訳されているトキ節でも、文全体の意味が伝わらない場合もあるこ
とが明らかになった。

4.1 はじめに
第 1 章でも述べたように、法務省（2019）によると、2019 年 6 月末の時点で、
日本における在留外国人は、ブラジルが 5 番目に多いとされているにも拘わら
ず、在日ブラジル人の生活を支える日本語からポルトガル語への機械翻訳ツー
ルに関する研究は未だ少ない。特に、既存の機械翻訳ツールにおける日本語から
ポルトガル語への翻訳精度や誤訳の割合についての研究は管見の限り見当たら
ない。

本章の調査の実行に関して断っておかなければならない点がある。調査は 2020 年 1 月に実施
したが、その後、グーグルによる翻訳システムの更新や改善が行われている可能性がある。その
ため、本章の調査によって明らかになったグーグル翻訳の翻訳精度と今現在の翻訳精度には差
異がある可能性もある。
23
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また、前述のようにテンス・アスペクト体系という面から見れば、日本語とポ
ルトガル語は大きく異なっていると言える。例えば、日本語では、
「ル」
「テイル」
「タ」
「テイタ」という 4 つの形式で「完成性」
「動作継続性」
「結果継続性」
「反
復性」
「パーフェクト性」という複数のテンス・アスペクト的意味を表すことが
できる（工藤 1995）が、ポルトガル語では、表す意味によって、日本語よりも
多くの形式が使い分けられている。また、第 3 章でも論じたように、日本語とポ
ルトガル語における時間を表す複文節においては、テンス・アスペクト形式の振
る舞いが大きく異なっている。日本語では、三原（1991, 1992）の「視点の原理」
で説明されているように、絶対的テンスも相対的テンスも使われ、従属節と主節
のテンス・アスペクト形式の組み合わせによってテンスが絶対的であるか相対
的であるかが左右される。それに対して、ポルトガル語の場合は、純粋な相対的
テンス24は非常に制限された条件のもとでのみ使用される傾向が見られる。両言
語の間にはこのようなテンス・アスペクト体系における違いがあるため、機械翻
訳を用いて、時間を表す複文節を翻訳する際に、テンス・アスペクト形式の解釈・
翻訳に関する問題が生じる可能性がある。例えば、
（1）のような例をポルトガル
語に翻訳する場合に、テンス形式が絶対的テンスとして解釈されると、その訳文
は誤訳になる可能性が高い。また、
（2）の場合、テンス形式が異なっているもの
の、相対的テンスを使用していない例をポルトガル語に翻訳する際に、テンス・
アスペクト形式を正確に解釈していなければ、誤訳を生産してしまう虞がある。
（1）同様に係り先が三つになった時にはえー四つ組みモデルを用います
（CSJ-A03M0010）
（2）九十九年にまーあのー私達二人で行った時も彼らとあのー会って色んな
各地を案内してくれる訳です
（CSJ-S05F0240）
本研究の目的は、既存の翻訳ツールの改善に貢献するために、トキ節における
テンス・アスペクト形式の翻訳規則を提案することである。しかし、既存の翻訳
ツールの改善に貢献できる知見を提供するためには、既存の機械翻訳ツールの
問題点を把握する必要がある。そのため、本章では、世界中で使用されているグ
ーグル翻訳という無料オンライン機械翻訳ツールを用いて、日本語のトキ節を
ポルトガル語に翻訳する。また、出力された訳文についてテンス・アスペクト形
式の面で正確に解釈され、正確に翻訳されているかを確認した上で、トキ節のテ
ンス・アスペクト形式の翻訳精度を調べる。さらに、グーグル翻訳によるトキ節

24

Comrie 1985 の relative-absolute tense を除き、relative tense のみを指す。
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の誤訳を分析した上で、どのような問題点が多く見られるかを分析し、誤訳パタ
ーンを探る。このような調査を行うことによって、トキ節をポルトガル語に訳す
ための翻訳規則を作成する際にどのような点に注意を払うべきかを把握できる
と考えられる。
本章の構成は以下のとおりである。まず、4.2 節では、機械翻訳に関する先行
研究を概観し、本章の調査の意義について触れる。次に、4.3 節では、調査に使
用するデータを紹介した上で、調査方法について説明する。さらに、4.4 節では
調査の結果を説明した上で、本調査で提示した翻訳パターンについて述べる。ま
たその誤訳パターンを考慮し、第 5 章で提案する翻訳規則の方向性について触
れる。最後に、4.5 節では、本章をまとめる。

4.2 先行研究
España-Bonet & Costa-jussà（2016）によると、機械翻訳（Machine Translation 以
下 MT）システムはシステムの主たるパラダイムによってルールベース機械翻訳
システム（Rule-based Machine Translation 以下 RBMT）と実証的機械翻訳システ
ム（Empirical System）との 2 つに分けることができる（図 4-1）。

【図 4-1】 España-Bonet & Costa-jussà（2016:4）による機械翻訳の分類
また、España-Bonet & Costa-jussà（2016）では、RBMT システムは主に文法書
と辞書を用いるため、これらが必要であると同時に、そもそも翻訳規則を作成す
る人間も必要とするシステムであり、時間的にも金銭的にもコストがかかるも
のであると指摘されている。その反面、RBMT システムによって出力される訳
文は統語論の観点からみればクオリティーが高いという長所があることも指摘
されている。さらに、España-Bonet & Costa-jussà（2016）では、実証的 MT シス
テムには基本的に、用例に基づく MT（Example-based MT 以下 EBMT）と統計的
MT（Statistical MT 以下 SMT）との 2 つのアプローチがあり、そのいずれも並列
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データに頼るものであると説明されている。中澤（2017）では、EBMT は、過去
の翻訳の用例、つまり、対訳コーパスを組み合わせることで新たな文の翻訳を実
現するというアプローチを採り、SMT は単語の翻訳の確率や並べ替えの確率等
の翻訳に必要な知識を対訳コーパスから統計的な情報として学習するアプロー
チを採ると説明されている。また、España-Bonet & Costa-jussà（2016）では、実
証的 MT システムは語彙選択や流暢さの面では優れているが、文法の正確さと
いう面では RBMT に劣ると指摘されており、それぞれの MT システムには固有
の利点と欠点があると述べられている。
しかし、MT の分野では、時間が立つにつれ、以前に広く使用されていたもの
が廃れてしまうと思われる。例えば、2010 年頃まで SMT システムは最高技術水
準とされていた（Oliveira and Anastasiou 2011）が、2010 年以降 SMT に対する批
判が広がり始めると同時に、新しいアプローチを考える動きが始まった（中澤
2017）。その結果、ニューラル機械翻訳（Neural MT 以下 NMT）システムが開発
されたという経緯がある。中澤（2017）は、NMT はニューラルネットワークを
用いた MT であり、対訳文を与えるだけで、ニューラルネットワークが翻訳に
必要な何らかの情報を自動的に学習する MT システムであると説明している。
また、NMT が開発された後、それ以前に SMT を使用していたグーグル翻訳
が NMT を採用することを 2016 年に発表した（Turovsky 2016）。このように、
SMT から NMT への移行の後、以前から他の無料オンライン翻訳ツールと比べ
て高く評価されていた（Hampshire and Salvia 2010）グーグル翻訳は、さらに高く
評価され、先行研究では、系統的文献レビューや bag-of-words 等の分野で役に立
つツールであると評価されている（De Vries et. al. 2018; Jackson et. al. 2019）。し
かし、グーグル翻訳の翻訳精度を評価する先行研究では、英語と他の言語の翻訳
を扱う傾向があり（De Vries et. al. 2018; Jackson et. al. 2019; Ghasemi and Hashemian
2016）、日本語とポルトガル語25を扱う機械翻訳の翻訳精度を調べる先行研究は
管見の限り見当たらない。そのため本章では、グーグル翻訳を用い、日本語のト
キ節をポルトガル語に翻訳した上で、訳文におけるテンス・アスペクト形式の翻
訳精度について検討する。この検討によって、第 5 章で提案する翻訳規則の方
向性を決定することもでき、さらに英語以外の言語を扱う場合のグーグル翻訳
の翻訳精度を調べるという点で、機械翻訳研究にも貢献できると考えられる。

グーグル翻訳を使用する際に、選択可能な言語の中には、
「ブラジル・ポルトガル語」や「ヨ
ーロッパ・ポルトガル語」「アフリカ・ポルトガル語」等の選択肢がなく、一般的な名称である
「ポルトガル語」しかない。そのため、本章では、グーグル翻訳による訳文を指す際には、「ブ
ラジル・ポルトガル語」ではなく「ポルトガル語」という用語を使う。
25
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4.3 調査の概要
本章の目的は無料オンライン機械翻訳ツールであるグーグル翻訳を使用し、
日本語のトキ節をポルトガル語に訳す際のテンス・アスペクト形式の翻訳精度
を調べることである。ただし、日本語教科書や書き言葉で観察される日本語の文
章はネイティブ同士の会話で観察される日本語とは異なる可能性がある。そこ
で、本章では第 3 章で扱った「日本語話し言葉コーパス」
（CSJ）から抽出された
トキ節を研究対象とした。これは、日本語の講演等の独話やネイティブ同士の対
話を収録したものであるため、これを用いることで話し言葉のデータを対象と
することができる。
第 1 章でも述べたように、日本語の複文節の中でも時間を表す複文節を本研
究の対象とした理由は、このような複文節では従属節と主節の時間関係が重要
であるためである。また、時間を表す複文節の中でもトキ節を研究対象として選
択したのは、トキ節ではその節内においてすべての基本的なテンス・アスペクト
形式が使用可能であり、
「アト節」
「マエ節」
「ウチ節」等と違ってテンス・アス
ペクト形式の制限がないためである（成田 1982; 工藤 1992; 橋本 1997）。しか
し、理論的にトキ節にはテンス・アスペクト形式の制約がなくても、従属節と主
節のテンス・アスペクト形式の可能な組み合わせのうち、高い頻度で使用される
ものとそうではないものがあると考えられる。例えば、朱（2010）では、『CDROM 版新潮文庫の 100 冊』と『中日新聞・東京新聞記事データベース』から抽
出されたトキ節のうち、従属節のテンス・アスペクト形式がテイタ形であり主節
のテンス・アスペクト形式がル形である例は 1 例も見当たらないと報告されて
いる。即ち、テンス・アスペクト形式の制約がなくても、頻繁に使われない形式
の組み合わせがあり、こういった組み合わせのトキ節はコーパスでも見つから
ない可能性がある。
本調査では、まず CSJ から抽出されたトキ節の中で、想定し得るすべてのテ
ンス・アスペクト形式の組み合わせ（16 通り26）について、なるべく同数の用例
ずつ扱うこととした。文法に関する研究で分析される例数の平均は 835 例であ
るという荻野他（2001）の報告を基に、各テンス・アスペクト形式の組み合わせ
についてそれぞれ 50 例を CSJ からランダムに抽出し、合計 800 例を分析に使用
する例数の目安とした。しかし、組み合わせによっては、50 例に至らないもの
もあったため、このような場合には、手元の例をすべて用いて、結果的に合計 573
日本語には基本的に「ル」
「テイル」
「タ」
「テイタ」という 4 つのテンス・アスペクト形式が
あるため、従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせは 16 通りあるということにな
る。
26
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例を扱うこととした。表 4-1 に、CSJ から抽出されたトキ節の例数の合計と各テ
ンス・アスペクト形式の組み合わせの例数を示し、表 4-2 に、本調査で扱った合
計の例数と各テンス・アスペクト形式の組み合わせの例数を示した27。
【表 4-1】日本語話し言葉コーパスから抽出されたトキ節の例数の内訳
テンス・アスペクト形式の組み合わせ

例数

ル時－ル

677

ル時－テイル

88

ル時－タ

142

ル時－テイタ

30

テイル時－ル

107

テイル時－テイル

30

テイル時－タ

42

テイル時－テイタ

12

タ時－ル

801

タ時－テイル

61

タ時－タ

648

タ時－テイタ

87

テイタ時－ル

9

テイタ時－テイル

1

テイタ時－タ

38

テイタ時－テイタ

11

合計

2784

表 4-1 と表 4-2 では左側のテンス・アスペクト形式が従属節のテンス・アスペクト形式を指
し、右側のテンス・アスペクト形式が主節のテンス・アスペクト形式を指している。つまり「ル
時－ル」の場合には、従属節のテンス・アスペクト形式も主節のテンス・アスペクト形式もル形
であり、
「ル時－タ」の場合には、従属節のテンス・アスペクト形式はル形であり、主節のテン
ス・アスペクト形式はタ形であるということを表している。
27
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【表 4-2】本調査で扱ったトキ節の例数の内訳
テンス・アスペクト形式の組み合わせ

例数

ル時－ル

50

ル時－テイル

50

ル時－タ

50

ル時－テイタ

30

テイル時－ル

50

テイル時－テイル

30

テイル時－タ

42

テイル時－テイタ

12

タ時－ル

50

タ時－テイル

50

タ時－タ

50

タ時－テイタ

50

テイタ時－ル

9

テイタ時－テイル

1

テイタ時－タ

38

テイタ時－テイタ

11

合計

573

表 4-1 から分かるように、「タ時－ル」や「ル時－ル」というテンス・アスペ
クト形式の組み合わせを使う例は多くみられるのに対し「テイタ時－テイル」や
「テイタ時－ル」というテンス・アスペクト形式の組み合わせを使う例は非常に
少ない。これらの例数の差は、対訳コーパスから学習し、翻訳を行う NMT シス
テムであるグーグル翻訳に対して、翻訳精度についての重要な手がかりを与え
る可能性がある。そもそも頻繁に使われていない「テイタ時－テイル」という組
み合わせの例は少ないため、MT システムがその訳し方を正確に把握できる確率
が下がる虞がある。つまり、コーパスにおける例数が少ない組み合わせの翻訳精
度が低ければ、NMT が学習に使う対訳コーパスにおける例数と翻訳精度が関連
しているという仮説を立てることができる。また、翻訳規則を作成する際に、例
数が少ないテンス・アスペクト形式の組み合わせに特別に注意を払うべきであ
ると予測できる。
次に調査で使うトキ節 537 例をランダムに選択した後、グーグル翻訳を用い
てポルトガル語に訳した上で、訳文のテンス・アスペクト形式が正確に翻訳され
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ているかを確認した28。次に、
「テンス」
「アスペクト」
「ムード」
「テンス・アス
ペクト」「テンス・ムード」「テンス・アスペクト・ムード」「その他」という 7
つのカテゴリーを設け、誤訳とみなした例をいずれかに分類した。
「ムード」に
関する誤訳のカテゴリーを設けたのは、ポルトガル語におけるテンス・アスペク
ト・ムードという 3 つのカテゴリーを個別に捉えることが事実上では不可能で
あり（Freitag 2007a）、テンス・アスペクトの観点からのみでは説明できない誤訳
もあるためである。例えば、
（3）は、誤訳の要因がテンスのみであるとは言い難
いため、「テンス・ムード」という誤訳のカテゴリーに分類した。
（3）切り取った時にあの切り口が紙なのであの白っぽくなってます
（CSJ-S08F0399）
29
GT : Quando eu cortar, esse corte é
branco como papel
時

私

切る-FUT-SJV その

切口

コピュラ-PRS

白い

のように

紙

［私が切ったら、その切口は紙のように白くなっている。］
（3）では、「切り取った」という部分のテンスは未来の仮定を表す Futuro do
subjuntivo（接続法未来形）として訳されているが、その解釈はテンスの観点か
らのみではなく、ムードの観点からも誤っていると言える。このような誤訳も見
られるため、ムードに関するカテゴリーも必要であると言える。
最後に、誤訳の分類に基づいて、グーグル翻訳によって訳されたトキ節のテン
ス・アスペクト形式の翻訳精度を示した。この翻訳精度はテンス・アスペクト形
式が正確に解釈され、正確に翻訳されている例の割合によって表されるもので
ある。また、573 例全体の翻訳精度と共に各テンス・アスペクト形式の組み合わ
せの翻訳精度も示した。このように、どの組み合わせが問題になるか把握するこ
とができると思われる。

本調査では、CSJ から抽出されたトキ節の文を基本的に修正せずに翻訳したが、
「うーん」
「え
ー」等のフィラーを除くというプリエディット作業を行った場合がある。このようにフィラーを
除くことによって、名詞や動詞が正しく訳されることもあったため、本調査ではこのプリエディ
ット作業がテンス・アスペクト形式に関する誤訳のみに着目する上では有用であると判断した。
29
ここでは、GT はグーグル翻訳による訳文であるということを示す。
28
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4.4 結果及び考察
まず、グーグル翻訳によって訳されたトキ節の 573 例のうち、339 例ではテン
ス・アスペクト形式が正確に翻訳されており、234 例ではテンス・アスペクト形
式が正確に訳されていない。つまり、トキ節におけるテンス・アスペクト形式に
関するグーグル翻訳の翻訳精度は約 59％であることが明らかになった。また、
従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって、翻訳精度が変わ

テンス・アスペクト形式の組み合わせ

ることも明らかになった。全体の翻訳精度及び各テンス・アスペクト形式の組み
合わせの翻訳精度を図 4-2 に示した。

テイタ時ーテイタ (10)
テイタ時ータ (40)
テイタ時ーテイル(1)
テイタ時ール(9)
タ時ーテイタ (50)
タ時ータ(50)
タ時ーテイル (50)
タ時ール(50)
テイル時ーテイタ (12)
テイル時ータ (42)
テイル時ーテイル (30)
テイル時ール (50)
ル時ーテイタ (30)
ル時ータ(50)
ル時ーテイル（50）
ル時ール (50)
全体 (571)
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52
33.3
60
66
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【図 4-2】トキ節におけるテンス・アスペクト形式に関する
グーグル翻訳の翻訳精度
図 4-2 からも分かるように、全体的な翻訳精度は 59%であったが、従属節と主
節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって翻訳精度が大きく異なる場
合がある。テンス・アスペクト形式の翻訳精度が最も高かったのは、
「テイタ時
－テイル」というテンス・アスペクト形式の組み合わせである（100%）。しかし、
この組み合わせの場合は、コーパスから抽出されたトキ節の例が 1 例のみであ
るため、偶然、このような結果になった可能性がある。
「テイタ時－テイル」と
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いう組み合わせに次いで、翻訳精度が最も高かったのは「タ時－タ」という組み
合わせである（80％）。
（4）
（5）は同様に「タ時－タ」という組み合わせを採る
トキ節であり、いずれの例でも、タ形が正確に解釈され、翻訳されている。
（4）若かった時よく川で遊んだ（CSJ-M03F0002）
GT: Eu costumava brincar no rio quando era
私

習慣がある-PST-IPFV 遊ぶ-INF

前置詞

川

とき

コピュラ動詞-PST-IPFV

jovem
若い

［若かった時、私はよく川で遊んだ。］
（5）これをもう見た時はもう本当にびっくりした（CSJ-S09M0236）
GT: Fiquei muito surpreso quando vi
isso
なる-PST-PFV

とても

びっくり

とき

見る-PST-PFV それ

［それを見た時、とてもびっくりした。］
（4）では、基本的に過去の完成性を表すタ形は従属節で形容詞述語と共起して
おり、主節では反復性を表す副詞「よく」と共起している。そのため、
（4）にお
けるタ形のテンス・アスペクト的解釈は継続性であり、グーグル翻訳によって
Pretérito imperfeito という継続性過去を表す形式に翻訳されている。そして、
（4）
と違って（5）では、従属節のタ形も主節のタ形も完成性を表しており、グーグ
ル翻訳によって Pretérito perfeito という過去の完成性を表す形式に訳されている。
なお、この「タ時－タ」という組み合わせを使用するトキ節のテンス・アスペ
クト形式の翻訳精度が高いことはその組み合わせを使うトキ節が頻繁に使われ
ることと関連していると考えられる。CSJ から抽出されたトキ節の 2784 例のう
ち、648 例は「タ時－タ」という組み合わせを使う例であった。また、本調査で
比較的高い翻訳精度が見られた「ル時－ル」
（78%）と「タ時－ル」
（76%）とい
う組み合わせを使うトキ節は、CSJ において前者が 677 例、後者が 801 例確認さ
れ、これらは組み合わせの使用率と翻訳精度の関連性を裏付けるものであると
言える。
一方で、翻訳精度が最も低かったテンス・アスペクト形式の組み合わせは「タ
時－テイタ」であり（32%）、その次が「ル時－テイタ」
（33.3％）である。表 41 からもわかるように、「ル時－テイタ」という組み合わせは、CSJ においても
僅か 30 例しか確認されていないため、出現頻度の低さと翻訳精度の低さが関連
していると思われる。換言すると、対訳コーパスを基に学習する NMT であるグ
ーグル翻訳によって「ル時－テイタ」という組み合わせを採るトキ節のテンス・
アスペクト形式を翻訳する場合の精度は、頻繁に使われる組み合わせを使うト
キ節を翻訳する場合よりも低くなると推測される。また、
「ル時－テイタ」とい
う組み合わせを使うトキ節の誤訳の中でも、特にアスペクトの解釈に関する誤
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訳が多く見られ、20 例の誤訳のうち、13 例は（6）
（7）のようにアスペクト形式
の解釈・翻訳の間違いによる誤訳であった。
（6）でも幼児期何か本を自分で読む時何か逆さまに持って読んでたらしいで
す （CSJ-S10M0969）
GT: Mas quando li
algo na minha infância,
でも

とき

li

読む-PST-PFV

何か

前置詞

私の

幼児期

de cabeça para baixo.

読む-PST-IPFV

前置詞

逆さま

［でも幼児期何か読んだ時は、逆さまに読んだ。］
（7）僕はちょうど朝学校が早かったものでちょっと早めに出る時にいつも大
体だいパフパフって呼んで撫でてから出掛けてたもんです
（CSJ-S02M0198）
GT: Eu apenas fui
para a escola de manhã cedo,
私

ただ

行く-PST-PFV 前置詞 冠詞

e quando saí
そして

とき

学校

出る-PST-PFV 少し

もっと

e então saí

冠詞

それから

オノマトペ

朝

早く

um pouco mais cedo eu sempre chamei

um grande puff
大きい

前置詞

早く

私

e

comecei

出る-PST-PFV そして

いつも

呼ぶ-PST-PFV

a sair

始める PST-PFV 前置詞 出る-INF

［私はただ朝早く学校に行った、そしてもう少し早く出た時いつも大きい
パフ（オノマトペ）を呼んで、それから出て出始めた。］
（6）の全体的なアスペクト的意味は反復であるが、訳文では、Pretérito perfeito
という過去の完成性を表す形式が使われている。また、
（7）では同様に過去の反
復を表すテイタ形が Pretérito perfeito に訳されているため、誤訳になっている。
さらに、
（7）の場合に、反復を表す副詞「いつも」は正確に「sempre」という副
詞に訳されている。しかし、この副詞は、Pretérito perfeito と共起する場合に、反
復というアスペクト的意味を持つことが多いが、グーグル翻訳による訳文では、
すべての動詞が Pretérito perfeito に訳されているため、Pretérito perfeito が表す一
回性の意味が強調されてしまい、文全体の意味が一回性・完成性になってしまう。
さらに、
（6）
（7）はいずれも、テンス・アスペクト形式の観点のみではなく、文
の容認度の観点から見ても誤訳である。
（6）は、文法上では容認され得る文では
あるが、多少不自然であり違和感を覚える30。また、
（7）は、文全体の意味が伝
（6）の訳文が違和感のある表現となっているのはおそらく、
「幼児期」という時間の幅を持つ
名詞と一回性を表す Pretérito perfeito の共起に原因がある。
「一度」や「ある時」等一回性を表す
副詞成分を加えることで、文の容認度が上がる可能性がある。
30
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わらず、完全に非文である。
以上のように、出現頻度と翻訳精度が関連していると考えられるケースがあ
ることが明らかになった。しかし、CSJ での出現頻度が極めて低いとは言い切れ
ないものの（87 例）、「タ時－テイタ」という組み合わせが最も低い翻訳精度で
あったことは、出現頻度のみによって翻訳精度の低さを説明するのは難しいこ
とを示唆している。従って、誤訳を詳細に分析し、パターンを探る必要があると
思われる。
これについて誤訳のカテゴリーの分布を分析すると、他の誤訳のカテゴリー
よりも、
「アスペクト」に関する誤訳が圧倒的に多いことが明らかになった（図
4-3）。

テンス

アスペクト

ムード

テンス・アスペクト

テンス・ムード

テンス・アスペクト・ムード

その他

テンス・アスペク

その他

テンス

ト・ムード

17%

12%

0.4%
テンス・ムード
2%
テンス・アスペクト
5%
ムード
5%

アスペクト
59%

【図 4-3】グーグル翻訳によるトキ節の訳文における誤訳カテゴリーの分布
図 4-3 からも分かるように、正確に訳されていない 234 例のうち、138 例（約
59%）がアスペクトの解釈・翻訳に関する問題に起因して誤訳になっている。ま
た、テンスに関する誤訳が占める割合は全体の約 12%であり、アスペクトに関
する誤訳の占める割合よりも圧倒的に低い。このように、テンス解釈に問題がな
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いものの、アスペクト的解釈に問題が生じたため、誤訳になった（8）のような
例が見られた。
（8）高等学校出る時に実は音楽が好きだった（CSJ-S10M0306）
GT: Eu realmente gostei
de música quando
私

本当に

saí

気に入る-PST-PFV 前置詞

音楽

とき

do ensino médio

出る-PST-PFV 前置詞

高等学校

［私は高校を出た時は本当に音楽を気に入った。］
（8）では、従属節におけるル形（出る）は相対的テンスであるため三原（1991,
1992）の「視点の原理」に従えば、文全体のテンス解釈は主節のテンス形式に影
響される。そのため、グーグル翻訳による訳文では、完成性過去を表す Pretérito
perfeito が使われており、文全体のテンス的意味は過去になっている。しかし、
Pretérito perfeito は完成性過去を表す形式であるため、訳文全体のアスペクト的
意味に問題が生じるのである。原文の主節の述語は形容詞述語「好きだった」で
あり、このような特性を表す形容詞述語は時間的限定性のないものであるため
（工藤 2014:46-49）、継続性というアスペクト的意味を表すと考えることが妥当
である。そのため、訳文で完成性を表す Pretérito perfeito が使われていることが
問題になる。ポルトガル語では「gostar」
（好く）という動詞には完成性を表すテ
ンス・アスペクト形式と継続性を表すテンス・アスペクト形式両方とも共起でき
るが、過去の継続性を表す形式と共起する場合にのみ日本語の「好きだった」と
いう意味になる。つまり、
（8）の訳文では、アスペクト解釈による誤訳のため、
文全体の意味も原文から離れてしまうという問題が指摘できる。
さらに、アスペクト解釈に関する問題は、完成性・継続性の対立に限らず、
（9）
のように、テイル形が表す継続性の解釈に関しても見られた。
（9）人がいる時には基本的にあんまりぼうっとしないことにしてる
（CSJ-S10F0480）
GT: Basicamente, quando há pessoas, é decidido não ser
tão estúpido
基本的に

とき

いる-PRS

人々

決まる-PRS-RES

否定副詞 コピュラ動詞-INF

そんなに

バカ

［基本的に人がいる時は、そんなに馬鹿らしく振舞わないことが決まって
いる。］
（9）では、
「ことにしてる」のテイル形は現在の継続性を表しているため、ポル
トガル語では Presente simples 或いは Presente contínuo に訳すことが最も妥当で
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ある。しかし、グーグル翻訳による訳文では、「é decidido」という Presente
resultativo、つまり現在の結果継続性を表す形式が使われている。これは、テイ
ル形が表すアスペクト的意味の解釈に関する誤訳であり、文全体のテンス・アス
ペクト的意味に影響を与えている。また、テンス・アスペクト形式の解釈・翻訳
以外の点においても、
（9）の訳文は原文の意味を適切に反映していないという問
題もあり、文法の面でもやや不自然であることも問題である。そのためテンス・
アスペクト形式に限らず、トキ節をポルトガル語に訳す上では、グーグル翻訳で
は充分に翻訳できない場合があることに留意しておく必要がある。
さらに、各テンス・アスペクト形式の組み合わせにおける誤訳のタイプを詳し
く見ると、アスペクトに関する誤訳の割合が最も高かったのは、
「テイル時－テ
イタ」という組み合わせであることが明らかになった（この誤訳はすべてアスペ
クトに関するものである）。この組み合わせの場合に、テイル形そしてテイタ形
のアスペクト的意味の多様さ、つまり、テイル形もテイタ形もそれぞれ様々なア
スペクト的意味を表すことができる点と関連していると思われる。日本語では、
テイル形とテイタ形には、動作継続性、結果継続性、パーフェクト性、反復性（工
藤 1995）等の様々なアスペクト的意味があるが、ポルトガル語では、各アスペ
クト的意味によって、形式が変わるため、翻訳する際にテイル形とテイタ形に対
応するポルトガル語のテンス・アスペクト形式を決定することは困難であると
推測される。
以上の分析を踏まえ、翻訳精度が低い組み合わせである「タ時－テイタ」
「ル
時－テイタ」そして「テイル時－テイタ」の共通点に焦点を当ててみよう。
「ル
時－テイタ」と「テイル時－テイタ」はいずれも CSJ での出現頻度が低く、50
例にも満たなかった点で共通しているが、その一方で、最も低い翻訳精度を見せ
た「タ時－テイタ」の出現頻度は低いとは言えないため、出現頻度と翻訳精度を
直接的に関連付けることは困難である。しかし、例数から形式に焦点を移してみ
ると、この 3 つの組み合わせには「主節のテンス・アスペクト形式がテイタ形で
ある」という共通点が見えてくる。また、この 3 つの組み合わせの誤訳のうち、
アスペクトに関する問題が特に多かったことも、テイタ形のアスペクト的解釈
が誤訳と関連している可能性を高める要因であると考えられる。例えば、テイタ
形の解釈に関する問題の一つとして、
「言う」という動詞とテイタ形とが共起す
る場合に見られる特殊な翻訳の仕方が挙げられる（江田 2013; ヌネス・コスタ
2017a, 2017b; Costa 2018）。ヌネス・コスタ（2017b）は構築した「葡日対訳コー
パス」を用いてポルトガル語の Pretérito perfeito の日本語での訳し方を調査した
結果、Pretérito perfeito がタ形に訳される場合が多い（約 7 割）ものの、テイタ形
に訳されている文も確認できることを指摘している。改めて当該のコーパスを
調査すると、特に Pretérito perfeito とテイタ形の関係に違和感を覚える例として
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以下の（10）が挙げられる。
（10）Ele falou
彼

que

言う-PST-PFV

関係代名詞

cada

coisa tem

いずれの 物事

sua Lenda Pessoal.

持つ-PRS-IPFV 代名詞

伝説

個人の

彼はすべてのものには、それぞれの運命があると言っていた。
（O alquimista、『アルケミスト』 ヌネス・コスタ 2017b: 55）
（10）では、
「falou」
（言う、完成性過去形）という完成性を持つ事態が述べられ
ているにも拘わらず、タ形ではなく、テイタ形に訳されている。また、Costa（2018）
では、このような「言っていた」はテンス・アスペクト性のみでなく、ムード性
にも関わっている現象であると指摘されている。具体的には「と言った」は「物
語の中の登場人物（自分も含めて）の台詞を引用する」という機能を持つのに対
し、
「と言っていた」は「引用を通して聞き手に情報を提供する」と言う機能を
持つと説明されている。しかし、本調査では、
（10）と違って（11）のように「言
っていた」が反復性を表す例も確認されている。
（11）生きてる時は「マリの毛はもう汚いわね」とか言ってた（CSJ-S02F0715）
GT: Quando eu estava vivo, eu disse:
とき

私

生きる-PST-RES

私

言う-PST-PFV

“O cabelo de Mari já está
冠詞

髪の毛

前置詞

マリ

sujo”

既に コピュラ動詞-PRS

汚い

［私が生きている時は「マリの髪の毛は既に汚い」と言った。］
（11）の場合、動作主体が過去に「マリの毛はもう汚いわね」という台詞を繰り
返し言っていたという解釈が最も自然であると考えられる。つまり、
（10）と違
って、
「と言っていた」は「引用を通して聞き手に情報を提供する」という機能
を持つのではなく、単なる「引用」の働きを果たし、その引用は過去に繰り返し
発言されていたことを表している。そのため、
（11）のテイタ形は特別な振舞い
ではなく、反復性というアスペクト的意味を表していると思われる。だが、
（11）
のグーグル翻訳による訳文では、
「言っていた」は完成性を表す形式に訳されて
いる。つまり、
「言っていた」は「引用を通して聞き手に情報を提供する」機能
を持つものとして解釈されているため、完成性を表す形式として訳されている
可能性がある。
さらに、
（12）
（13）のように、継続性や反復性を表すテイタ形が完成性過去形
を表す Pretérito perfeito に訳されている例が見られた。
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（12）友達が来た時はちょっと昔は恥ずかしいなって思ってたんです
（CSJ-S00M1058）
GT: Quando meu amigo veio,
eu pensei
que
時

私の

era

友達

来る-PST-PFV

私

思う-PST-PFV

関係代名詞

um pouco embaraçoso há muito tempo

コピュラ動詞-PST-IPFV

少し

恥ずかしい

昔

［昔、友達が来た時少し恥ずかしいと思った。］
（13）でも幼児期何か本を自分で読む時何か逆さまに持って読んでたらしい
です（（6）の再掲）
GT: Mas quando li
でも

とき

読む-PST-PFV

algo na minha infância,
何か 前置詞

li

de cabeça para baixo.

読む-PST-IPFV

前置詞

私の

幼児期

逆さま

［でも幼児期何か読んだ時は、逆さまに読んだ。］
（12）では、
「思っていた」のテイタ形は過去の継続性を表しているが、訳文で
は完成性過去を表す「pensei」として訳されている。また、
（13）では「幼児期」
という時間の幅を示す成分の支えがあるのにも拘わらず、
「読んでた」は完成性
過去を表す「leu」として訳されている。このような翻訳パターン、つまり、継続
性や反復性を表すテイタ形を完成性過去として翻訳するパターンは多く見られ
たため、誤訳パターンとしてみなすことができると思われる。とりわけ、
「タ時
－テイタ」の場合、誤訳になっている 34 例のうち、24 例（約 7 割）ではテイタ
形が完成性過去として訳されている。また、
「ル時－テイタ」の場合は、誤訳に
なっている 20 例のうち、6 例（約 3 割）では同じ誤訳パターンが見られる。こ
の誤訳パターンが量的にも多く確認されていることはテイタ形のアスペクト的
解釈と翻訳精度の関連性を示唆しているため、グーグル翻訳や他の機械翻訳ツ
ールに貢献できるトキ節におけるテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則を
作成する際に、主節におけるテイタ形に特に注意を払うべきであると思われる。
そのため、本研究では、最も低い翻訳精度を見せた「タ時－テイタ」と「ル時－
テイタ」という組み合わせを取り上げ、翻訳規則を作成することとする。これに
よって、NMT システムにおいて正しく学習できていない部分を補助することが
でき、日本語からポルトガル語に翻訳する MT システムへの貢献が期待できる。
さらに、特筆すべき点として、テンス・アスペクトに限らず、日本語のトキ節
をポルトガル語に翻訳する場合、グーグル翻訳の翻訳精度が非常に低いことが
挙げられる。グーグル翻訳によるトキ節のポルトガル語への訳文にはテンス・ア
スペクト形式の面で様々な問題が見られ、特にアスペクトの誤訳が多くみられ
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るにも拘わらず、テンス・アスペクト形式の全体的な翻訳精度は 59%であり、極
めて低いとは言えない数値である。しかし、テンス・アスペクト形式に限らず、
訳文全体の容認度（自然であるかどうか）、また情報量（原文の情報が訳文にも
あるかどうか）という観点から見ると、グーグル翻訳によるトキ節のポルトガル
語訳の翻訳精度は僅か 14.8%にも下がってしまう。トキ節の 573 例のうち、488
例は誤訳になっており、そのうち 254 例は（14）のように、テンス・アスペク
ト形式の観点からは正しく翻訳されているものの、文全体の正確さという観点
では正しく翻訳されているとは言えないものであった。
（14）大学に入る時にまた東京に出てきたんです（CSJ-S03M0570）
GT: Eu saí
de Tóquio novamente quando entrei na universidade
私

出る-PST-PFV 前置詞 東京

また

とき

入る-PST-PFV 前置詞

大学

［大学に入るときに、また東京を出た。］
（14）の訳文は、テンス・アスペクト形式の解釈や翻訳に関しては問題が見られ
なかったため、本調査の対象からは排除したものである。しかし、訳文を全体的
に分析すると、「東京に出た」という部分は「saí de Tóquio」（東京を出た）とい
うまるで逆の意味になっているため、原文が正確に訳されているとは言い難い。
このように、テンス・アスペクトに限らず、個別の名詞や動詞、格助詞等の点で
もグーグル翻訳には改善の余地があることが指摘できる。
最後に、テンス・アスペクト形式の誤訳のタイプ、そして問題が多く発生する
テンス・アスペクト形式の組み合わせから、グーグル翻訳の翻訳精度を上げるた
めには NMT システムを支える翻訳規則の改善の他に、学習データとして用いる
対訳コーパスを増やす必要もあると考えられる。また、テンス・アスペクト形式
のみならず、日本語の助詞とポルトガル語の前置詞の相関性（東京に出る/東京
を出る）等に関する問題も見られるため、グーグル翻訳は文法の面でも語彙の面
でも改善が必要とされていると考えられる。

4.5 終わりに
本章では、グーグル翻訳によるトキ節におけるテンス・アスペクト形式の翻訳
精度を分析することを試みた。その結果、全体的な翻訳精度は 59%であり、トキ
節の従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって翻訳精度が
変わることが明らかになった。
また、調査の結果、アスペクトに関する誤訳が全体的の誤訳の約 6 割を占め
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ており、誤訳カテゴリーのうちで最も大きな割合を占めていることが明らかに
なった。つまり、この結果は既存の機械翻訳ツールによるアスペクト形式の解
釈・翻訳に問題があることを示唆している。これは、トキ節のテンス・アスペク
ト形式の翻訳規則を作成する際に重要な情報であると言える。
さらに、本章では、最も低い翻訳精度であった「ル時－テイタ」
「タ時－テイ
タ」というテンス・アスペクト形式の組み合わせは、主節のテンス・アスペクト
形式がテイタ形であるという共通点を持ち、このテイタ形が完成性過去として
翻訳されるという誤訳パターンを明らかにした。そのため、本研究では、この 2
つの組み合わせを取り上げ、トキ節のポルトガル語への翻訳規則を作成するこ
とを目指すこととする。これにより、特に誤訳の多い形式について正確な翻訳規
則を作成することで、既存の機械翻訳ツールの改善への貢献が期待できると思
われる。
さらに、グーグル翻訳によるトキ節のテンス・アスペクト形式の翻訳精度は
59％であったが、テンス・アスペクト形式に限らず、全体の翻訳精度を調べたと
ころ、僅か 14.8%であることが明らかになった。この結果からグーグル翻訳の性
能が以前より高くなったという指摘（Turovsky 2016）があるものの、まだ改善の
余地があると言える。
最後に、本章で扱ったデータは話し言葉コーパスのみから得られたものであ
るため、話し言葉であるということが調査の結果に影響を与えた可能性がある。
即ち、話し言葉コーパスではなく、書き言葉コーパスから抽出されたトキ節の翻
訳精度を調べると、異なる結果を得られる可能性がある。この点については、今
後の課題にしたい。
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本章では、筆者が構築した「日葡対訳データベース」を基に、トキ節における
テンス・アスペクト形式に関するブラジル・ポルトガル語（以下、ポルトガル語）
への翻訳規則をフローチャートの形で提案する。この翻訳規則は、第 4 章の調
査を参考にし、既存の機械翻訳ツールで翻訳精度が最も低かった「ル時－テイタ」
と「タ時－テイタ」という従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせ
に着目しながら作成したものである。また、本章で提案する翻訳規則の作成の際
に考慮した様々な要素のうち、特に「共起する副詞成分」と「動詞の種類」を重
視したため、これらは本章では重要な概念となる。さらに、翻訳規則の妥当性を
検証するためにバイリンガル話者を対象としたアンケート調査を実施し、グー
グル翻訳による訳文と本研究で提案している翻訳規則による訳文を提示した上
で、翻訳規則の相対的な妥当性を判定してもらった。また、調査の結果を考慮し、
翻訳規則に修正を加えた上で、訳文の絶対的な妥当性を検証するために、ポルト
ガル語母語話者を対象としたアンケート調査を行った。その結果、本章で提案し
た翻訳規則に従って訳された文が MT 訳の「十分な品質」と評価されたことが
明らかになった。

5.1 はじめに
本章では、筆者が日本の書籍とそのポルトガル語訳版を使用して、構築した
「日葡対訳データベース」を基にトキ節におけるテンス・アスペクト形式のポル
トガル語への翻訳規則をフローチャートの形で提案する。また、既存の機械翻訳
ツールの改善への貢献を視野に入れているため、第 4 章の調査を参考に、既存
の機械翻訳ツールによって訳されたトキ節のうち翻訳精度が最も低かった「ル
時－テイタ」と「タ時－テイタ」という従属節と主節のテンス・アスペクト形式
の組み合わせに着目し、翻訳規則を提案する。さらに、グーグル翻訳と比較し、
本章の翻訳規則の相対的な妥当性を検証するために、日本語とポルトガル語の
バイリンガルを対象にしたアンケート調査を行い、その結果を基に規則に必要
な修正を加える。最後に、修正された翻訳規則に従って、
「ル時－テイタ」と「タ
時－テイタ」のトキ節を訳し、ポルトガル語母語話者に訳文の絶対的な妥当性を
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判定してもらう調査も行う。
本研究の目的は機械翻訳に関する日葡対照研究に貢献できる翻訳規則を提案
することであるため、本章で提案する翻訳規則の作成の際には「日葡対訳データ
ベース」から抽出されたトキ節とその訳文のみではなく、第 4 章で行った既存
の機械翻訳ツールの問題点に関する調査の結果についても考慮した。第 4 章で
は、テンス形式に関する誤訳が少なかったのに対してアスペクト形式に関する
誤訳が多いという結果を明らかにしており、特にこの点を重点的に検討し、本章
ではトキ節のアスペクト形式の解釈・翻訳の手がかりになる要素を探った。また、
第 4 章の調査では、継続性や反復性、パーフェクト性等を表すテイタ形を完成
性過去として訳すという誤訳パターンが多く見られたため、本章で提案する翻
訳規則はテイタ形のアスペクト的意味の解釈・翻訳に特に注意を払った。
本章の構成は以下の通りである。まず、5.2 節ではテンス・アスペクトに関わ
る日葡対照研究や本研究のモデルとなる翻訳規則の作成に関する先行研究をま
とめ、本研究との違いを説明する。次に 5.3 節では、本章で提案する翻訳規則の
土台である「日葡対訳データベース」の紹介及び検索方法等について触れる。さ
らに、5.4 節では、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」という従属節と主節のテ
ンス・アスペクト形式の組み合わせについて、それぞれの翻訳規則を提案し、フ
ローチャートの形で提示する。なお、5.5 節では、日本語とポルトガル語のバイ
リンガルを対象にした翻訳規則の相対的な妥当性の評価に関するアンケート調
査について述べる。また、調査の結果を考慮した上で翻訳規則に必要な修正を加
える。さらに、修正された翻訳規則に従って、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイ
タ」のトキ節を訳し、ポルトガル語母語話者にその訳文の絶対的な妥当性を判定
してもらうというアンケート調査について述べる。最後に、5.6 節では、本章を
まとめ、そして今後の課題について触れる。

5.2 先行研究
日葡対照研究の中でも、両言語のテンス・アスペクト体系を比較する研究を代
表するものとして、儀保（2014）が挙げられる。儀保（2014）によると、ポルト
ガル語話者が日常的に使用する多種多様な形式にはアスペクト的意味が含まれ
ているにも拘わらず、大半のポルトガル語の文法書には、Aspecto（アスペクト）
というカテゴリーの記述が見当たらないという。文法書ではその代わりに、
Tempo（テンス）、 Modo（ムード）、 Perífrases verbais（動詞の複合形）、 Verbos
auxiliares（補助動詞）の記述の中で間接的にアスペクト的用法を取り上げること
が一般的であると指摘されている。そのため、日本語とポルトガル語のテンス・
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アスペクト体系を比較する際には、アスペクトの比較が困難になる。このような
問題を踏まえ、儀保（2014）では、日本語の各テンス・アスペクト形式に対応す
るポルトガル語のテンス・アスペクト形式（または表現）がまとめられている。
このような点から、テンス・アスペクトに関わる今後の日葡対照研究の土台とな
る研究であると考えられる。しかし、同論においても両言語の形式が具体的にど
のように対応するかという点については、未だ説明が不足している部分がある。
また、先行研究（三原 1991,1992; 工藤 1995 等）でも指摘されているように、テ
ンス・アスペクト形式の解釈は従属節と主節とで異なるが、儀保（2014）は、日
本語とポルトガル語の終止の位置（主節）のテンス・アスペクト形式のみを比較
しており、両言語における絶対的・相対的テンスがもたらすテンス・アスペクト
解釈については言及していない。さらに、儀保（2014）の分析は、コーパスでの
検索や日本語とポルトガル語のバイリンガルを対象としたアンケート調査等を
実施しておらず、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系を扱う先行研
究と母語話者の内省のみに頼っている。
本研究では、儀保（2014）の成果を考慮しながら、時間を表す複文節であるト
キ節におけるテンス・アスペクト形式をポルトガル語に訳す場合の翻訳規則を
作成することを目的とし、そのために母語話者の内省や先行研究の指摘に加え
て「日葡対訳データベース」から得られた用例の分析やバイリンガルを対象とし
たアンケート調査を行うという実証的なアプローチを採る。また、本研究のアプ
ローチは、日本語とポルトガル語のテンス・アスペクト体系を比較することのみ
を目的とする儀保（2014）とは根本的に異なっている。儀保（2014）は、あるテ
ンス・アスペクト的意味を表す日本語の形式に対して、同じテンス・アスペクト
的意味を表す複数のポルトガル語の形式や表現を挙げている。例えば、過去にお
ける反復性を表すタ形或いはテイタ形に対してポルトガル語では Pretérito
perfeito、Andar (Pretérito perfeito) + gerúndio、Pretérito imperfeito、Viver (Pretérito
imperfeito) + gerúndio がよく用いられているとされている。また、同論の目的は
翻訳規則の提案ではないため、形式の対応についての具体的な説明がなされて
いない。しかし、テンス・アスペクト形式の比較のみではなく、翻訳規則の作成
を目的とする研究の立場からは、そのような捉え方は妥当ではないと思われる。
以上のように、儀保（2014）では過去における反復性を表すタ形或いはテイタ形
に対して様々な形式や表現が挙げられている。しかし、それらの形式や表現が反
復性を表す機能を果たす上では、Pretérito perfeito と Pretérito imperfeito の対立の
みを示すことが有意義であると考えられる。Pretérito imperfeito は過去の継続性
や反復性を表す形式であり、Pretérito perfeito は逆に過去の完成性を表す形式で
あるため副詞成分等の支えがなければ反復性を表し得ない。また、Pretérito
perfeito が反復性を強調する要素と共起しても Pretérito imperfeito の場合と違っ
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て、その反復性は「あるひとまとまりとして捉えられる出来事が複数回成立した」
という意味になる。よって、文全体の表すアスペクト的意味は反復性であるもの
の、出来事自体のアスペクトは完成性・ひとまとまりである。その点では、
Pretérito perfeito と Pretérito imperfeito の表す反復性は対立するため、翻訳規則を
作成する際に両方の形式を扱う必要がある。その一方で、Andar (Pretérito perfeito)
+ gerúndio と Viver (Pretérito imperfeito) + gerúndio という表現は過去における反復
性を表すものであるが、それぞれ Pretérito perfeito と Pretérito imperfeito に置き換
えられても文意も反復性も大きく変わらない。もちろん、Andar (Pretérito perfeito)
+ gerúndio と Pretérito perfeito、そして Viver (Pretérito imperfeito) + gerúndio と
Pretérito imperfeito でそれぞれの間にニュアンスの違いがあることは言うまでも
ないことである。しかし、副詞成分の使用によって、Pretérito perfeito と Pretérito
imperfeito が Andar (Pretérito perfeito) + gerúndio と viver (Pretérito imperfeito) +
gerúndio と同じアスペクト的意味とニュアンスを表すことができる。つまり、
Pretérito perfeito と Pretérito imperfeito はある種の反復性を表す上で、広く使われ、
網羅的な形式であると考えられる。また、翻訳規則を作成する上では最も広く用
いられる形式を選ぶことによって、規則の数を減らすことが可能になると思わ
れる。そのため、本研究では、儀保（2014）と異なり、日本語のテンス・アスペ
クト形式に対応するポルトガル語の形式や表現を最低限に減らすことにする。
具体的には、表 5-1 で示すように、第 2 章で提示したポルトガル語の基本的なテ
ンス・アスペクト形式と日本語の継続性を表すテイタ形に対応する動作継続・進
行性を表す Passado progressivo と結果の継続性を表す Estar + particípio（儀保 2014;
Toffoli 2019）に限って扱う。これらの形式は、最も広く使われる形式であり、形
式間に有意義なアスペクト的違いが見られる。
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【表 5-1】翻訳規則の作成に扱うポルトガル語のテンス・アスペクト形式31
テンス・アスペクト的意味

形式

完成性過去

Pretérito perfeito

動作継続性過去

Passado progressivo
Pretérito imperfeito

結果継続性過去

Estar (Pretérito imperfeito) + particípio

反復性過去

Pretérito imperfeito

パーフェクト性過去

Pretérito mais-que-perfeito

表 5-1 では、ポルトガル語において、パーフェクト性過去を表す形式として、
Pretérito mais-que-perfeito を挙げた。また、この形式には単純形と複合形があるこ
とは先行研究でも指摘されている（Ilari & Basso 2008; Gibo 2018）。しかし、Gibo
（2018）では、Pretérito mais-que-perfeito の単純形と複合形の差異は話し言葉・書
き言葉との違いに起因するものであると説明されている。つまり、Pretérito maisque-perfeito の単純形と複合形の差異はアスペクトに関するものではなく、話し
言葉・書き言葉に起因するものである。また、Pretérito mais-que-perfeito の単純形
と複合形でアスペクトの観点において差異があるとみなす先行研究も見当たら
ず、母語話者の内省でも、そのような違いはないと判断できる。そのため、本研
究では、一般的な名称である Pretérito mais-que-perfeito を用い、複合形と単純形
を個別に扱わない方針を採る。
次に機械翻訳や翻訳支援のための翻訳規則を提案する先行研究として、譙
（2016）と谷（2019）が挙げられる。譙（2016）では、日中対訳コーパスから抽
出された例文と各訳文の出現頻度に基づく、日本語の授受表現を中国語に訳す
場合の翻訳規則が提案されている。また、翻訳規則による訳文の容認度を測るた
めに、中国語母語話者を対象にしたアンケート調査を行い翻訳規則の問題点等
を把握した上で修正を加えている。本研究では、このアプローチをモデルにする。
また、谷（2019）では、譙（2016）の方法を採り、日本語における連体修飾節の
翻訳規則が提案されている。しかし、譙（2016）と違って翻訳規則の目的は機械
翻訳システムへの応用のみではなく、翻訳支援という人間による翻訳のサポー
トでもあるという立場を採っている。なお、谷（2019）では、翻訳規則のみでは

31

表 5-1 において、過去を表す形式のみが挙げられている理由は、本章では「ル時－テイタ」と

「タ時－テイタ」のトキ節のみを扱うためである。第 3 章でも述べたように、ポルトガル語で
は、基本的に絶対的テンスしか用いられないため、従属節でル形が使われても、主節のテンス形
式がタ形であれば、訳文では従属節も過去として翻訳される。そのため、主節のテンス形式がテ
イタ形であるトキ節のみを対象とする本章の翻訳規則では、過去を表す形式のみが対象となる。
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なく、翻訳する前のプリエディット規則も提案されているため、翻訳精度を上げ
る方法も考慮されていると思われる。また、譙（2016）では、提案された翻訳規
則の翻訳精度（約 90%）が示されているが、既存の機械翻訳ツールの翻訳精度に
ついても言及されておらず、比較も行われていないが、その一方で、谷（2019）
では、提案されたプリエディットを行うことによって、機械翻訳ツールの翻訳精
度が大きく向上することが指摘されている。本研究では、譙（2016）と谷（2019）
のモデルを用いて、トキ節のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則を提案す
るとともに、日本語とポルトガル語のバイリンガルにその翻訳規則の妥当性を
判定してもらい、ポルトガル語母語話者にも訳文の容認度を判定してもらうこ
ととする。また、譙（2016）も谷（2019）も日中対照研究であるため、漢字圏の
言語を対照している研究であるが、本研究では、日本語とポルトガル語という大
きく異なる言語を対照することによって、機械翻訳の研究の範囲をさらに広げ
ることが期待される。さらに、本研究の目的は、既存の機械翻訳ツールの改善へ
の貢献でもあるため、アンケート調査によって、翻訳規則の問題点を把握するの
みではなく、既存の機械翻訳ツールによる翻訳よりも翻訳規則による翻訳が正
確であるかを確認することも視野に入れている。

5.3 日葡対訳データベース
本研究は、トキ節のテンス・アスペクト形式をポルトガル語に訳すための翻訳
規則を作ることを目的とする。そのために、母語話者の直感のみではなく、日本
語とポルトガル語が共に収録されているデータベースを用いる。これにより、テ
ンス・アスペクト形式の使用傾向がより正確に把握できると思われる。しかし、
本研究の開始時点では、そのようなデータベースが存在しなかったため、筆者が
日本の書籍（短・中・長編小説及び漫画）とそのポルトガル語訳版を集め、
「日
葡対訳データベース」を作成した。
対訳データベースを作成する際には、ポルトガル語に訳された日本の書籍を
調査し、なるべく多くの作品を収集し、冊子をデータ化した。データ化した作品
を、原作と翻訳版の一文一文の対訳データにするという作業を繰り返し、対訳デ
ータベースを構築した。以下、
「日葡対訳データベース」の作成過程について説
明する。
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5.3.1 日葡対訳データベースを構成する書籍
本研究で使用した「日葡対訳データベース」は、18 の文学作品（長編小説（4
編）
、中編または短編小説（14 編））と 6 の漫画本の計 24 作品で構成されてい
る。また、データベースに含まれる延べ語数は、計 1,650,824 語である。
「日葡対
訳データベース」に含まれている書籍を表 5-2 に示した。
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【表 5-2】日葡対訳データベースに含まれている日本の書籍32
作品名

著者

初版発行年

イエスタデイ

村上春樹

2014

尾形了斎覚え書

芥川龍之介

1916

おぎん

芥川龍之介

1922

女のいない男たち

村上春樹

2014

カードキャプターさくら第

CLAMP

1999

枯野抄

芥川龍之介

1918

木野

村上春樹

2014

戯作三昧

芥川龍之介

1917

こころ

夏目漱石

1914

古都

川端康成

1962

シェラザード

村上春樹

2014

車田正美

2017

吉本ばなな

1989

大場つぐみ・小畑健

2005

独立器官

村上春樹

2014

ドライブマイカー

村上春樹

2013

ねむり

村上春樹

1989

鋼の錬金術師 第 1 巻

荒川弘

2002

バトルロワイアル

高見広春

1999

武内直子

1992

奉教人の死

芥川龍之介

1918

羅生門

芥川龍之介

1915

るろうに剣心第 3 巻

和月伸宏

1995

藪の中

芥川龍之介

1922

10 巻

聖 闘 士 星 矢

NEXT

DIMENSION 冥王神話 第 11
巻
つぐみ
DEATH NOTE 第 6 巻「交
換」

美少女戦士セーラームーン
第1巻

32

作品名は五十音順に並べられている。
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5.3.2 書籍のデータ化
書籍のデータ化には、スキャンスナップという機械・ソフトを使用した。これ
を用いて本をスキャンし、pdf ファイルにした後、Word 2016 の OCR 機能を使
い、pdf ファイルを doc 形式のファイルに変換した。以上の過程で得た doc ファ
イルを使って、対訳ファイルを作成した。
また、検索作業を実施する便を考慮し、対訳ファイルの構成単位として「文」
を選んだ33。
「文」の判定基準には、ポルトガル語の場合、
「.」
「?」
「!」を使用し、
日本語の場合は、
「。」
「？」
「！」を使用した。また、場合によっては、登場人物
の台詞を表す「“”」
「―」
（ポルトガル語）や括弧（日本語）を「文」の判定基準
として扱った。
ただし、原作と翻訳とで、文の認定が異なることもあるため、原文と訳文の単
位を統一するのが不可能な場合もあった。このような場合には、
（1）のように、
原文と訳文の情報量が一致する範囲を扱うこととした。
（1）原文：暇があれば受験とはほとんど関係のない本ばかり読んでいた。ジ
ミ・ヘンドリックスの伝記とか、詰め将棋の本とか、
『宇宙はどこから生
まれたのか』とか。
訳文：Quando tinha tempo, só lia livros que não tinham nada a ver com o
vestibular: uma biografia de Jimi Hendrix, um livro de problemas de xadrez, De
onde surgiu o Universo e outros mais.
（村上春樹『イエスタデイ』、Yesterday）34
（1）の場合、原作の 2 文が、翻訳版では、1 文として訳されている。このよう
な場合、訳文と原文を可能な限り対応させるために、2 文（または 2 文以上）を
扱うこととした。
また、OCR をかける際には、誤読の場合もあるため、対訳ファイルの作成と
同時に、誤字・脱字のチェックも行った。具体的には、日本語の場合は、濁音（゛）、
半濁音（゜）、漢字等、ポルトガル語の場合は、アクセント記号等の誤りがない
かを確認した。また、漫画本の場合は、OCR の使用が不可能であったため、手
作業でデータ化を行った。

33

ファイルの単位を「節」にすると、絶対的テンスと相対的テンスの違いが問題になる可能性が

あるため、「節」より「文」を単位とした方がより適切な翻訳規則を作成できると判断したため
である。
34
カッコ内では、原文の著者と作品名並びに訳版のタイトルが挙げられている。
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最後に対訳ファイルが完成した後、検索ソフトで使用できるように、doc ファ
イルを txt 形式のファイルにした。

5.3.3 使用ソフトと検索方法
本研究で使用した検索ソフトは Yokka Grep と NoEditor である。検索を行った
後、データをエクセルファイルに移し、分析を行った。
調査に当たっては、日葡対訳データベースにおけるトキ節のテンス・アスペク
ト形式の翻訳形式を調べるために「「う、く、ぐ、す、つ、ぬ、ぶ、む、る」＋
「時、とき」」と否定形の「ない時、ないとき」
（両者を合わせて、ル時と称する）、
「「た、だ」＋「時、とき」」と否定形の「なかった時、なかったとき」
（両者を
合わせて、タ時と称する）を検索し、主節のテンス・アスペクト形式がテイタ形
であるもののみを抽出した。検索の結果、
「ル時－テイタ」のトキ節は 12 例確認
され、「タ時－テイタ」のトキ節は 58 例確認された。

5.4 「トキ節」のテンス・アスペクト形式の翻訳規則
本節では、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節におけるテンス・ア
スペクト形式の翻訳規則をフローチャートの形で提案する。また、翻訳規則を説
明する際には、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節とその訳文を示
し、翻訳規則を決める要因等についても触れる。
なお、
「日葡対訳データベース」でトキ節を検索した結果、
「した時点で」や「す
る時の」等、本研究の対象にならないものの他に、
（2）のように、主節のテンス・
アスペクト形式が明確ではない例も研究対象から排除してある。
（2）僕が六時五分前にそのカフェテリアに行ったとき、彼は既に席に着いて
おり、近づいていくと素速く立ち上がった。
（村上春樹『独立器官』）
（2）の従属節（「行ったとき」）はテンス（過去）もアスペクト（完成性）も明
確であるのに対し、主節（「着いており」）は連用形になっているため、テンス形
式が省略されている。このような文では、どの組み合わせに当てはまるかを判断
するのが困難であるため、研究対象から除外した。
また、フローチャートでは、YES/NO で答えられる質問を通じて、翻訳形式を
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提案しているが、質問の答えに当てはまる例数（YES/NO の下に示す数値）と最
終的に提案した翻訳形式と一致している例数（翻訳形式の下に示す数値）が異な
ることがある。これは、後述するように、
「日葡対訳データベース」から抽出さ
れたトキ節の翻訳では、翻訳者の好みやスタイルが訳文に反映され、義務的では
ない翻訳形式が使われることもあることと関連している。また、本章の翻訳規則
は義務的な翻訳形式のみを考慮しているため、翻訳者の好みに影響された翻訳
形式は翻訳規則に入れていない。

5.4.1 「ル時－テイタ」の翻訳規則
まず、
「ル時－テイタ」の用例は、12 例確認された。この 12 例の分析を基に
して、以下の図 5-1～図 5-6 の翻訳規則を作成した。
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【図 5-1】「ル時－テイタ」の翻訳規則
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【図 5-2】「ル時－テイタ」α の翻訳規則
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【図 5-3】「ル時－テイタ」δ の翻訳規則
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【図 5-4】「ル時－テイタ」ε の翻訳規則
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【図 5-5】「ル時－テイタ」β の翻訳規則
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【図 5-6】「ル時－テイタ」γの翻訳規則
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図 5-1～図 5-6 からも分かるように、本章で提案する翻訳規則のキーワードに
なるのは「時間の副詞成分」と「動詞の種類」という要素である。
「ル時－テイ
タ」のトキ節の場合には、特に従属節と共起する一回性を表す副詞成分等の要素
に注目したい。
「日葡対訳データベース」から抽出された「ル時－テイタ」のトキ節の 12 例
のうち、6 例は（3）のように、一回性を表す従属節を持つものであり、他の 6 例
は、
（4）のように、鈴木（1979）における「非継続的なくりかえし」や「コンス
タントな属性」を表す従属節を持つものであるため、継続性として解釈されるも
のである。
（3）「私の気分は国を立つ時既に厭世的になっていました。
Desde quando deixei minha terra natal, já era um misantropo.
とき

国を立つ-PST-PFV

既に

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（4）何の疑も起らない時は、私も実際に忙がしいのだろうと思っていたので
す。
Enquanto não duvidava de nada, acreditava que ele era de fato ocupado.
間

否定副詞

疑う-PST-IPFV

前置詞

何も

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（3）では、
「既に」という副詞が使用されている。この副詞の使用は、
「特定の
時点で、主節の出来事が成立している」という解釈をもたらすため、従属節の出
来事は完成性として捉えられる。その一方で、
（4）の場合は、一回性を表す副詞
や一回性の解釈を支える要素等が使用されていない。そのため、従属節のル形が
表すアスペクトは一回性ではなく、継続性として捉えられる。このように、
（3）
と（4）とで、ル形のアスペクト解釈が異なるため、その翻訳も異なっている。
ル形が完成性として捉えられる（3）では、過去の完成性を表す Pretérito perfeito
が使われているのに対し、ル形が継続性として捉えられる（4）では、過去の継
続性を表す Pretérito imperfeito が用いられている。テンスに関しては、三原（1991,
1992）の「視点の原理」とポルトガル語における絶対的テンスを使う傾向を踏ま
え、規則として「ル時－テイタ」の従属節は過去として翻訳されると判断した。
つまり、このようなトキ節では、テンスの解釈は決まっており、問題になるのは
アスペクト解釈のみであると言える35。また、完成性（一回性）と継続性の読み
35

これは「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節に限られると断っておく必要がある。も
し主節のテンスがテイタ形ではなければ、相対的テンスの使用やムードに関わる問題等も生じ
る可能性がある。
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を促す要素に関しては、トキ節の節内にあるものと前後の文脈から読み取れる
ものがある。例えば、
（5）では、
「依然として」という要素が反復の読みを促す
ことに加え、前後の文脈（「接近させようとしていながら」等）もその解釈を支
えている。
（5）つまり奥さんが出来るだけ御嬢さんを私に接近させようとしていながら、
同時に私に警戒を加えているのは矛盾の様だけれども、その警戒を加える
時に、片方の態度を忘れるのでも翻えすのでも何でもなく、やはり依然と
して二人を接近させたがっていたのだと観察したのです。
Ou seja, tinha observado que o fato de ela querer aproximar a jovem de mim e ao
mesmo tempo ser cautelosa a meu respeito parecia contraditório, mas mesmo
quando alertava-se a respeito de algo, continuava querendo nos aproximar.
とき

警戒する-PST-IPFV

接近させたがり続ける-PST-IPFV

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（5）では、文全体のアスペクト的意味は反復性であり、そのアスペクト的意味
は非アクチュアルな現在を表すル形にも、継続性過去を表すテイタ形にも含意
される解釈であるが、
「依然として」や前後の文脈もその解釈を強調していると
言える。また、従属節が継続性過去として解釈される 6 例のうち、すべての例は
反復性というアスペクト的意味を表す例である。この場合に、ポルトガル語に訳
す際に、最も典型的及び包括的な継続過去を表す形式である Pretérito imperfeito
を使うことが妥当であると思われる。従属節が継続性過去を表す 6 例のうち、4
例において従属節のテンス・アスペクト形式も主節のテンス・アスペクト形式も
Pretérito imperfeito で翻訳されていることは、この仮説の妥当性を表すものであ
る。さらに、これとは異なる形式で訳されている 2 例では、翻訳者の好みが影響
していると思われる。例えば、
（6）では、
（5）と同じように過去の反復性が表さ
れているため、従属節と主節のテンス形式を Pretérito imperfeito で訳すことが妥
当である。しかし、翻訳者が非アクチュアルな現在を表す Presente を選択した
と考えられる。
（6）いやはや、先輩と話すときだけは、あたしも月並みな女の子になってし
まっていたようだ。
Ai, ai, quando converso com ele, eu me sinto uma garota comum.
とき

話す-PRS-IPFV 前置詞

彼

私

感じる-PRS-IPFV

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
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（6）では、過去に「女の子になってしまう」という出来事が過去に繰り返し起
こったということが述べられているものの、訳文では、その事態が現在の出来事
として訳されている。つまり、アスペクト的意味は訳文でも保持されているのに
対して、テンス的意味は訳文で逆転していると言える。これは、翻訳者の好みに
よるものであると考えられる。このような訳文の選択は様々な例で見られ、多様
な側面（テンス、アスペクト、語彙等）で観察される現象である。そのため、本
章で提案した翻訳規則を作成する際、
「日葡対訳データベース」から抽出された
例で見られる訳文は義務的であるかという点を考慮した。例えば、
（6）では、原
文のテンスは過去であるのに対し、訳文のテンスは現在になっている。この例で
は、原文と同じように継続性過去を表す形式を使っても、非文にならず、むしろ
正確で妥当な訳文になると思われる。このような例では、訳文で選択されたテン
ス・アスペクト形式の翻訳形式は義務的ではないと判断できる。そのため、翻訳
規則から排除できると判断した。このように、義務的ではない翻訳形式は翻訳規
則に入れず、義務的であり最も包括的な翻訳形式のみを翻訳規則に入れること
とした。この基準に従って、
「ル時－テイタ」のトキ節の場合に、ル形が継続性
過去として捉えられる例では、従属節のテンス・アスペクト形式も主節のテン
ス・アスペクト形式も Pretérito imperfeito として訳されるという規則を提案した。
また、従属節が一回性を表す場合も、一回性を表す要素が（文内、または前後
の文脈で）必要とされる。例えば、
（7）では、
「あの」という指示詞が一回性の
解釈を支えている。
（7） 私は実際あの電報を打つ時に、あなたの御父さんの事を忘れていたので
す。
Realmente, quando lhe enviei o telegrama, havia me esquecido do seu pai.
とき

代名詞

送る-PST-PFV 定冠詞

電報

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（7）では、指示詞の「あの」が「電報」という名詞に係っているため、従属節
で述べられている事態が「ある特定の電報を打つ」と解釈され、一回的に捉えら
れる。このように、文内または前後の文脈の要素によって従属節のル形は一回性、
または継続性として解釈される。
なお、
「日葡対訳データベース」から抽出された「ル時－テイタ」のトキ節の
うち、6 例では従属節が一回性として解釈されている。また、その 6 例のうち 5
例では、従属節のテンス・アスペクト形式は完成性過去を表す Pretérito perfeito
として訳されている。異なった形式として訳されている 1 例は、従属節の動詞
（死ぬ）によって特殊な形式で訳されているが、その点については後述する。以
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上のように、従属節のアスペクトが一回性として捉えられる場合は、基本的に従
属節の述語が Pretérito perfeito として訳されるという規則を提案できる。
しかし、従属節の解釈・翻訳は困難ではないと言えるものの、主節のテンス・
アスペクト形式、つまりテイタ形の解釈は困難であると思われる。第 4 章でも
論じたように、テイタ形は少なくとも動作継続性、結果継続性、パーフェクト性、
反復性という 4 つのアスペクト的意味を表し得る。また、日本語と違って、ポル
トガル語では、それぞれのアスペクト的意味を表すにはそれぞれ異なる形式（ま
たは表現）が使われるため、テイタ形とポルトガル語の形式の対応関係を把握す
るのは困難である。さらに、
「ル時－テイタ」のトキ節の場合、
「日葡対訳データ
ベース」では 12 例しか確認されていないため、トキ節の例のみを基に翻訳規則
を作成するのは非常に困難である。そのため、本研究では、先行研究の指摘も考
慮しながら翻訳規則を作成した。また、例数が少ない「ル時－テイタ」のトキ節
に関する翻訳規則は、
「タ時－テイタ」の翻訳規則を基にしている。この翻訳規
則の妥当性を検証するために、5.5 節で述べるアンケート調査を行った。
多様なアスペクト的意味を持つテイタ形の解釈に大きく影響する要素として、
動詞の種類があげられる（工藤 1995）。第 2 章でも述べたように、テイル形、そ
してテイタ形のアスペクト的解釈を動詞の種類と関係づける先行研究は少なく
ない（金田一 1950, 1955; 藤井 1976; 工藤 1995, 2014 等）。先行研究の指摘をま
とめると、基本的に主体の動作を表す動詞であるか主体の変化を表す動詞であ
るかで、テイル・テイタ形の解釈が「動作継続」であるか「結果継続」であるか
決定されると言える。しかし、工藤（1989b, 1995）によると、パーフェクト性と
いう派生アスペクト的意味の場合、動作や変化を問わず、どのような動詞でも表
すことが可能である。そのため、
「ル時－テイタ」のトキ節の翻訳規則を作成す
る際には、まず、動詞の種類を問わないパーフェクト性を表すトキ節に着目する
ことにした。工藤（1989b, 1995）では、パーフェクト性は「ある設定された時点
において、それよりも前に実現した運動が引き続き関わり、効力を持っている」
というアスペクト的意味であるため、設定時点が必要とされるアスペクト的意
味であると述べられている。また、トキ節は「ときに」か「ときには」の形で表
される場合に、
「出来事時点」
（ときに）や「設定時点」
（ときには）が表される
ため、パーフェクト性と結びつきを持つことがあると説明されている。しかし、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節の例の分析からは、
「とき」自
体に下接する形式よりも、
「既に」や「もはや」等の副詞成分によって設定時点
が強調されており、そのような副詞成分が動詞の種類や「とき」の形を問わず、
パーフェクト性と関係していることが読み取れる。ポルトガル語でも、パーフェ
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クト性過去を表す Pretérito mais-que-perfeito36は「já」
（既に）という先行時点を表
す副詞と共起する傾向があると指摘されている（Coan & Freitag 2009）。そのた
め、本研究で提案する翻訳規則におけるパーフェクト性の決め手は、副詞成分と
した。工藤（1989b, 1995）でも挙げられているように、
「とっくに」
「とうに」
「既
に」
「もう」
「2 時間前に」等の先行性を表す副詞（本章では「既に型副詞」と称
する）とテイル・テイタ形の共起によってパーフェクト性が表されるため、従属
節が一回性を表す「ル時－テイタ」のトキ節では、このような「既に型副詞」が
用いられている場合、主節のテイタ形はパーフェクト性として解釈される。
（8）
では、先行研究で挙げられているものと、
「日葡対訳データベース」から抽出さ
れたトキ節の例で見られたものをまとめて、翻訳規則の参考として、
「既に型副
詞」のリストを提示する。
（8）既に型副詞：既に、もう、まだ、もはや、とっくに（とくに）、とうに、
~時間前に等
また、ポルトガル語では、過去のパーフェクト性を表す形式として Pretérito
mais-que-perfeito が挙げられるため（儀保 2014）、パーフェクト性を表すテイタ
形の翻訳形式としてこの形式を選択した。
（9）では、
「既に型副詞」である「ま
だ」が用いられているため、テイタ形の解釈がパーフェクトになり、訳文では、
Pretérito mais-que-perfeito が使われている。
（9）母の死ぬ時、母には父の死んだ事さえまだ知らせてなかったのです。
À beira da morte, não haviam lhe informado sobre a morte de meu pai.
死ぬ前の頃

否定副詞

知らせる-PST-PRF

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（9）は、パーフェクト性の例であるとともに、
「死ぬ」という動詞が従属節で使
われる例でもある。波線部分のグロスから分かるように、
「母の死ぬ時」という
部分は時間関係を表す従属節に訳されておらず「à beira da morte」（死ぬ前のこ
ろ、死ぬ直前）という副詞成分に訳されている。第 3 章でも述べたように、ポル
トガル語では、テンス・アスペクト形式のみによって同時性のタイプを区別する

36

Anderson（1982）では、言語によって、パーフェクトの捉え方が異なるとされている。また、

日本語とポルトガル語とで、パーフェクト性の捉え方が異なる可能性があるが、本研究では、翻
訳規則の作成を円滑に行うために、儀保（2014）と同じように日本語で過去のパーフェクト性を
表すテイタ形に対して、ポルトガル語では Pretérito mais-que-perfeito が用いられるという立場を
採る。
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ことは困難である。つまり、ル形によって表される「限界達成前の段階との同時
性」はポルトガル語では、動詞のテンス・アスペクト形式を変えることによって
表すことが困難であり、
「限界達成前の段階との同時性」の解釈は文脈から読み
取られると言える。そのため、ポルトガル語では、従属節の形式が完成性過去で
あっても、文脈から「限界達成前の段階との同時性」という解釈が生じることも
ある。ただし、
「死ぬ」という意味を表す動詞の場合、事態が成立した後に、そ
の主体が他の動作を行ったり、その主体に変化が生じるのは、不可能である。そ
のため、この場合に完成性過去を用いると「限界達成前の段階との同時性」の解
釈が出にくくなると考えられる。このように、ポルトガル語では、
「死ぬ」とい
う事態には、同時性のタイプの曖昧性がなく、従属節の「死ぬとき」と「死んだ
とき」の間に明確な差が見られる。そのため、
（9）における「死ぬとき」を完成
性過去形である Pretérito perfeito に訳すと、
「母が死んだとき」という意味になり、
文全体が多少不自然になる。そのため、
「à beira da morte」という副詞成分を使用
することで、訳文がより自然になり、
「限界達成前の段階との同時性」というア
スペクト的意味を表す上で、より正確な訳文になる。すなわち、
（9）で見られた
訳文の選択は翻訳者の好みによるものではなく、義務的なものであると考えら
れる。このことを考慮し、従属節の動詞が「死ぬ」という意味を表す動詞である
場合の規則も作成した（図 5-2～図 5-4）。ただし、（9）では、「à beira da morte」
は単独で使われているが、
「死ぬとき」の意味をより正確に表すにはコピュラ動
詞である「estar」と「à beira da morte」を組み合わせた「Estar（Pretérito imperfeito）
à beira da morte」が必要とされる。また、「à beira da morte」という副詞成分がコ
ピュラ動詞なしで使われる言い回しは、
（9）のように従属節と主節の主語が一致
している場合にのみ可能であるため、（10a）のような文は容認度が下がる。
（10）a. ? À beira da morte da minha mãe, eu já tinha retornado à minha terra natal.
死ぬ前のころ

前置詞

私の

母

私

b. Quando minha mãe estava
とき

私の

母

既に 帰る-PST-PRF

帰る-PST-PRF

前置詞

私の

故郷

à beira da morte,

コピュラ動詞-PST-IPFV 死ぬ前のころ

eu já tinha retornado à
私

既に

minha terra natal.

前置詞 私の

故郷

［母が死ぬ時私は既に故郷に帰っていた］
（いずれも作例）
（10a）では従属節の主語は「母」であり、主節の主語は「私」である。そのた
め、コピュラ動詞を使わずに「à beira da morte」のみを使用していることによっ
て、文の容認度が下がる。また、
「Estar（Pretérito imperfeito）à beira da morte」を
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使うことによって、文の容認度が上がるため、
（10b）のようにコピュラ動詞を使
う形式のほうが妥当であると思われる。さらに、従属節と主節の主語が一致して
いる場合でも、
（11）のように「Estar（Pretérito imperfeito）à beira da morte」が問
題なく使われるため、コピュラ動詞を含む形式の方が広く用いることができ、翻
訳規則として妥当な形式であると考えられる。
（11）母の死ぬ時、母には父の死んだ事さえまだ知らせてなかったのです。
Quando minha mãe estava
à beira da morte,
とき

私の

母

コピュラ動詞-PST-IPFV 死ぬ前のころ

não haviam lhe informado sobre a morte de meu pai.
（（9）の再掲、訳文は筆者による）
もちろん、従属節と主節の主語が同じであれば、
「à beira da morte」が単独で使わ
れるが、本研究では最も広く用いられる形式を翻訳規則で扱う方針を採ってい
るため、
「ル時－テイタ」のトキ節の従属節述語が「死ぬ」という意味を表す動
詞である場合、この翻訳規則では、「Estar（Pretérito imperfeito）à beira da morte」
に訳されるという翻訳規則を作成した。
このようにパーフェクト性の解釈を導く手順を決定し、翻訳形式を作成した
後、結果継続性と動作継続性というテイタ形のアスペクト解釈に関する翻訳規
則を作成した。この 2 つのアスペクト的解釈には動詞の種類の役割が重大であ
るため、動詞の種類を分けた上でアスペクト的意味を決めるという方法を用い
て、規則を作成した。しかし、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節
の分析によって、主体の動作を表す動詞と主体の変化を表す動詞以外に、
「内的
情態動詞」（工藤 1995）に関する翻訳規則が必要であることが明らかになった。
この動詞の種類の場合には、パーフェクト性以外に継続性の読みもあるが、
「日
葡対訳データベース」から抽出されたトキ節の例では、その継続性は進行中の読
みをもたらす Passado progressivo に訳されず、長期的な継続性を表す Pretérito
imperfeito にしか訳されていないことが分かる。例えば、
（12）はその好例である。
（12）私はその手紙を出す時に決して先生の返事を予期していなかった。
Quando enviei a carta, não esperava em absoluto a resposta dele.
否定副詞

予期する-PST-IPFV

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（12）では主節述語である「予期していなかった」のアスペクト的意味が継続性
として捉えられている。また、訳文では、その継続性は「今最中」という意味で
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はなく、時間の幅を持つ継続性の意味として捉えられている。さらに、工藤
（1995:90）では、
「思考・感情等」を表す内的情態動詞は長期的な継続性、そし
て一時的なアクチュアルな継続性を表し得ると説明されている。しかし、本調査
で扱った内的情態動詞とテイタ形が共起する例の訳文のうち（「ル時－テイタ」
と「タ時－テイタ」とのいずれも）、一時的進行性を表す Passado progressivo を
用いる例が 1 例も確認されず、すべての例で長期的な持続性を表す Pretérito
imperfeito に訳されている。これは、ポルトガル語では、おそらく内的情態動詞
が幅を持つ事態として捉えられる傾向があることを示唆している。そのため、主
節述語が内的情態動詞である場合、テイタ形は Pretérito imperfeito として翻訳さ
れるという翻訳規則を提案した。また、参考のために（13）では、内的情態動詞
のリストを提示する。
（13）思う、考える、疑う、信じる、分かる、察する、祈る、期待する、願う、
望む、 感じる、予感する、予期する、悩む37
以上のように、パーフェクト性と内的情態動詞の規則を作成したが、テイタ形
を用いる主節述語が変化動詞であるか動作動詞であるかという問題が依然とし
て残っている。この問題を解決するために、動詞の種類とテイタ形のアスペクト
的意味を考え、各アスペクト的意味を表すポルトガル語のテンス・アスペクト形
式を提案する必要がある。そのため、工藤（1995）で挙げられている日本語動詞
の分類を基に、継続性に関する翻訳規則を作成した。表 5-3 に、工藤（1995）に
よる日本語動詞の分類（テイル形のアスペクト的意味を基準にしたもの）をまと
めた。
【表 5-3】工藤（1995）による日本語動詞分類（表 1-1 の再掲）
分類

テイル形のアスペクト的意味

例

主体動作・客体変化動 動作継続（能動）/ 結果継続（受 開ける、入れる
詞
動）
主体変化動詞

結果継続

行く、来る、

主体動作動詞

動作継続（能動・受動）

歩く、食べる

表 5-3 から読み取れるように、日本語の動詞は基本的に主体の変化を表す動詞
と主体の動作を表す動詞に分けられる。また、主体の動作を表す動詞は同時に客

37

このリストは、工藤（1995:76-77）で挙げられているリストを参考にし、ポルトガル語でも同
じように内的情態動詞として捉えられる動詞を含むものである。
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体の変化を表すものとそうではないものに分けられ、その 2 種類によってテイ
ル・テイタ形のアスペクト的意味が多少異なる場合がある。つまり、
「ル時－テ
イタ」のトキ節におけるテイタ形の翻訳規則を考える際には、その 3 つの動詞
分類とアスペクト的意味を考慮する必要があると考えられる。主体変化動詞の
場合、ヴォイスが問題にならないため、まず主体変化動詞の翻訳規則を作成する。
主体変化動詞の場合、テイタ形のアスペクト的意味は過去における結果継続
性であり、規則を作成する上では、比較的問題にならない種類の動詞であると思
われる。しかし、結果継続性を表すテイタ形と同じアスペクト的意味を持つポル
トガル語のテンス・アスペクト形式（或いは表現）を決定することは容易ではな
い。先行研究では、結果継続性を表すテイル・テイタ形に当たるポルトガル語の
形式はコピュラ動詞と過去分詞を組み合わせる「Estar + particípio」という複合形
式である（儀保 2014; Toffoli 2019）と指摘されている38。また、Travaglia（2006）
では、この複合形式は結果がもたらす状態を表すものであると説明されている
ため、テイル・テイタ形の表す結果継続性と類似するものであると考えられる。
しかし、（14）のような例も確認された。
（14）私は実際あの電報を打つ時に、あなたの御父さんの事を忘れていたので
す。
Realmente, quando lhe
実際に

とき

代名詞

enviei

o

送る-PST-PFV 定冠詞

havia me esquecido do

seu pai.

忘れる-PST-PRF

あなたの

前置詞

telegrama,
電報

お父さん

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)（7）の再掲）
（14）では、
「忘れる」という主体変化動詞がテイタと共起しているが、その訳
文では、Estar + particípio の代わりに、Pretérito mais-que-perfeito が使われている。
これは、主体の変化を表す動詞が、Estar + particípio と共起することによって、
本来の意味と異なる意味を表す場合があることを示唆している。
（15）では、Estar
+ particípio が結果継続性を表す動詞とそうではない動詞の例を挙げた。

「Estar + particípio」の場合、結果の継続が現在において生じるか過去において生じるかはコピ
ュラ動詞のテンス活用によって決定される。
38
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（15） a. Cair（落ちる）
→ estar caído （落ちている状態）
b. Morrer（死ぬ）
→ estar morto （死んでいる状態）
c. Esquecer（忘れる） → estar esquecido （（最近）忘れっぽい状態39）
d. Vestir（着る、佩く）→ estar vestido （裸ではない状態）
（15）からも分かるように、Estar + particípio は動詞によって、結果継続性を表
したり表さなかったりするのである。また、この現象はポルトガル語の particípio
の意味と品詞・機能と関係している可能性がある。ポルトガル語の particípio は
状態を表すものであるため、adjetivo（形容詞・形容動詞）として扱われることが
多い40。また、その adjetivo のうち、動詞の結果継続から多少離れた意味も持つ
ものもある。例えば、
（15c）に挙げた「esquecer」
（忘れる）の場合、
「estar esquecido」
は「忘れるという変化が成立し、その結果が継続している」という意味ではなく、
「主体が最近物事をよく忘れる、忘れっぽい人である」という意味になることも
ある。このように、動詞によって particípio は動詞性（結果性というアスペクト
を持つこと）を失ってしまい、状態性を持つ形容詞・形容動詞性を強調するもの
がある。そしてその場合、Estar + particípio という複合形式を使っても、結果継
続性としては捉えられず、テイタ形と同じように過去の結果性を表す形式が必
要とされる。
（15c）で使われている「esquecer」の場合、Pretérito mais-que-perfeito
はその機能を果たしている。儀保（2014）では、Pretérito mais-que-perfeito は過
去のパーフェクト性を表す形式であると説明されている。つまり、この形式は、
過去に「設定された時点において、それよりも前に実現した運動が引き続き関わ
り、効力を持っていること」
（工藤 1995）を表す形式であると言えよう。このよ
うに、
「実現した」という点も「引き続き関わる」という点も Estar + particípio が
表す結果性と共通しているため、Estar + particípio が（15c）のような動詞の場合、
Pretérito mais-que-perfeito がテイタ形の結果継続性を表す形式として使われるも
のと思われる。
これに加えて、動詞によって、結果継続性を表す Estar + particípio の代わりに
使われる形式が異なっていることも、本調査で明らかになった。例えば、
（15d）
に挙げたポルトガル語では、
「vestir」
（着る、佩く）の場合、particípio である「vestido」
が結果継続性を表すものの、これは「服を着る」という広い意味にしかならない。
すなわち「estar vestido」は「服を着ている」、つまり「裸ではない」という意味
になってしまうのである。もしも、
「ドレスを着ている」という狭義の「着てい

「Estar esquecido」は、
「（最近）忘れっぽい状態である」という意味に加え、
「忘れられてい
る」という意味として捉えられることもある。
40
例えば、オンライン辞書 Caldas Aulete でも、
「morto」や「esquecido」等の particípio を検索す
ると、「adjetivo」という品詞が表示される。
39
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る」ことを表すのであれば、
「estar vestido」は使われない41。ポルトガル語では、
狭義の「着ている」を表すために、進行性を表す Passado progressivo 或いは継続
性を表す Pretérito imperfeito が使われる。Travaglia（2006）によると、ポルトガ
ル語には、事態を継続的に捉える傾向があるという。そのため、ポルトガル語で
は、あらゆる変化動詞の場合でも、進行性を表す形式を使うことが可能である。
また、一般的に、進行性を表す形式と共起している動詞はプロセスとして捉われ
る。すなわち、変化を表す「vestir」が進行性を表す形式と共起する際に、その解
釈は「服を着て、服を脱ぐというプロセスの中にある」ということになる。従っ
て、ポルトガル語では、
「vestir」は時間の幅を持つプロセスとして捉えられ、進
行性を表す形式と共起することが容認される。但し、この場合には「（特定の）
服を着て、その服を脱ぐまでのプロセスの中にある」という意味が表され、日本
語の「（特定の）服を着ている」という解釈をもたらしてしまう。そこで、この
ような動詞の場合に、テイタ形が表す結果継続性をポルトガル語で表現するた
めに、動作継続性を表す形式が使われるのである。このように、動詞によっては
変化の概念が含まれていても、言語によってその変化の表し方が異なる。日本語
では、結果状態として表されるのに対して、ポルトガル語では、プロセスとして
表されることもあるのである。
さらに、結果継続性を表すために Pretérito mais-que-perfeito として訳される
「esquecer」型動詞と結果継続性を表すために Passado progressivo として訳され
る「vestir」型動詞の他に、（16）のようなものもある。
（16）幸いなことに映画の出来は良くて、映画館を出るとき二人とも楽しい気
持ちになっていた。
Felizmente o filme era
bom, e nós saímos do cinema com
幸いなことに

冠詞

映画

コピュラ動詞-PST

良い

そして

私たち

出る-PST-PFV

前置詞

映画館

前置詞

uma sensação agradável.
冠詞

気持ち

楽しい

（村上春樹『イエスタデイ』、Yesterday）
（16）のトキ節は複文節として翻訳されていないため、主節のテイタ形のテン
ス・アスペクト形式の翻訳形式を分析することが不可能である。しかし、
「楽し
い気持ちになる」とテイタ形の共起から表される結果継続性というアスペクト
的意味はポルトガル語においては、Estar + particípio によって表すことはできな
この場合には「com」という前置詞の使用によって、
「estar vestido」という Estar + particípio の
容認度が上がる可能性がある（Ele está vestido com uma camisa bonitinha「彼はかわいい T シャツ
を着ている」）が、この言い回しは頻繁に使われるものではない。
41
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い。これは「なる」という動詞の性質に起因している可能性がある。
「なる」と
いう動詞は、ポルトガル語の「ficar」や「tornar-se」に訳されるが、そのいずれ
もコピュラとして働く動詞である。つまり、元々動詞性が低く、原則としてコピ
ュラ動詞を使う複合形の主動詞の働きをすることができないと言える。また、そ
のような場合、日本語のテイタ形が表す結果継続性の意味に対応するポルトガ
ル語の表現として、
「コピュラ動詞（ser もしくは estar）+ nome（adjetivo もしく
は substantivo）」という文型が挙げられる。例えば（16）における「楽しい気持
ちになっていた」という部分は「estávamos felizes/contentes」という「Estar + nome」
に訳され得る。
このように、過去の結果継続性を表すテイタ形をポルトガル語に訳す場合、翻
訳パターンは（17）のように 4 つの候補が考えられる。
（17）a. Estar (Pretérito imperfeito) + particípio
b. Pretérito mais-que-perfeito
c. Passado progressivo
d. Estar/ser（Pretérito imperfeito）+ adjetivo
（17）から分かるように、ポルトガル語では、同じ過去の結果継続性を表すため
に、複数の形式が用いられている。この現象はポルトガル語における「変化の概
念」の捉え方と関連していると思われる。まず、日本語と同じように変化の概念
が含まれ、結果性を表す形式が日本語のテイタ形と同じ意味を表す場合、テイタ
形は Estar (Pretérito imperfeito) + particípio として訳される。一方、変化を表す動
詞でも、結果性の形式を使用することによって異なる意味を表してしまう場合、
テイタ形は完成性と（パーフェクト性に含意されている）効力性を表す Pretérito
mais-que-perfeito として訳される。また、変化の概念が含まれているが、その変
化がプロセスとして捉えられる場合、テイタ形は動作継続性を表す形式に訳さ
れる。さらに、動詞性の低いコピュラ動詞の場合、Estar (Pretérito imperfeito) +
particípio との共起が不可能であるため、テイタ形はコピュラ動詞「（ser もしくは
estar）+ nome」という文型に訳される。これらの訳し方はポルトガル語では、動
詞によって変化の継続性が「状態性」或いは「プロセス性」として捉えられると
いうことを示唆している。また、動詞ごとに、その状態性を表すには結果性を持
つ形式が使われたり、完成性＋効力性を持つ形式が使われたりすることも窺え
る。さらに、以上のような動詞の翻訳を支えるために、動詞の参考リストを作成
することも必要とされる。このようなリストでは、Estar + particípio との共起を
許さない動詞や Estar + particípio との共起によって結果継続性以外の意味を表す
動詞を挙げ、結果継続性というアスペクト的意味を表すために使われる形式（或
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いは表現）も挙げる。表 5-4 では、本調査を通じて見つかった例外的な主体変化
動詞、そして各動詞によって、過去の結果継続性を表すために使用される形式を
まとめた42。
【表 5-4】結果継続を表すために「Estar + particípio」を
使わないポルトガル語動詞
動詞

結果継続性を表す形式

Flutuar（浮かぶ）

Passado progressivo

Vestir（着る）

Passado progressivo

Esquecer（忘れる）

Pretérito mais que perfeito

Virar/Ficar/Tornar-se（なる）

Estar/ser (Pretérito imperfeito) + nome

Voltar（戻る）

Pretérito mais-que-perfeito

Ir（行く）

Pretérito mais-que-perfeito

Vir（来る）

Pretérito mais-que-perfeito

Retornar（帰る）

Pretérito mais-que-perfeito

特筆すべき点としては、日本語とポルトガル語の間に見られる、移動を表す動詞
の捉え方の違いが挙げられる。
（18）では、
「戻る」が使われており、訳文では、
Ser/estar (Pretérito imperfeito) + nome が用いられている。
（18）そして目が覚めたとき、私はもとどおりの私に戻っていた。
Quando finalmente acordei, eu era
a mesma de sempre.
とき

やっと

起きる-PST-PFV

私

コピュラ動詞-PST 冠詞

同じ

前置詞

いつも

（村上春樹『ねむり』、Sono）
「戻る」に当たる「voltar」という動詞は、ポルトガル語では「ir」
（行く）や「vir」
（来る）と同じように移動を表す動詞である。また、このような動詞は、Estar +
particípio と共起できず、結果継続性を表すために、他の形式と共起しなければ
ならない。さらに、儀保（2014）でも指摘されているように、変化の概念を含ま
ない動詞は Estar + particípio と共起しにくいため、「voltar」等の動詞は変化を含
まないと考えられる。このように、ポルトガル語では、移動を表す動詞は主体変
化動詞として捉えられず、主体動作動詞として捉えられる可能性があるという
ことは、日本語とポルトガル語との間に「変化の概念」において違いがあること
を示唆している。

42

対訳コーパスを増やすことによって、このリストも拡大する可能性がある。
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以上のように、主節述語は主体変化動詞である場合について、ポルトガル語で
その動詞が Estar + particípio に訳され得る際には、テイタ形は Estar (Pretérito
imperfeito) + particípio として訳され、それ以外は、
（17b）~（17d）で挙げた形式
のうちのいずれかとして訳されるという翻訳規則を提案できる。
最後に、主体の動作を表す動詞に関するテイタ形の翻訳規則について述べる。
上述のように、主体の動作を表す動詞は「主体動作客体変化動詞」と「主体動作
動詞」に分けられ、前者の場合には、ヴォイスによってテイル・テイタ形のアス
ペクト的意味が変わるが、後者の場合には、ヴォイスを問わずテイル・テイタ形
のアスペクト的意味は動作継続性である。このようなアスペクトの違いが見ら
れるため、翻訳規則を作る上では、主体動作客体変化動詞と主体動作動詞に分け
る必要があると判断した。しかし、
「ル時－テイタ」のトキ節の場合、ル形が一
回性を表す 6 例のうち、
「既に型副詞」との共起によってパーフェクト性として
解釈される 2 例と主節の述語が「内的情態動詞」である 1 例以外に、
（14）のよ
うに主節の述語が主体変化動詞である 3 例しか確認されなかった。つまり、
「日
葡対訳データベース」から抽出された「ル時－テイタ」のトキ節のうち、主節述
語が主体の動作を表す動詞である例は 1 つも確認されなかった。そのため、主
体の動作を表す動詞の翻訳規則は、
「タ時－テイタ」のトキ節の分析を基に作成
したものである。
なお、
「タ時－テイタ」のトキ節の分析を通じて、主節の述語が主体の動作を
表す動詞の場合には、
「既に型副詞」がなくてもテイタ形がパーフェクト性とし
て解釈される例があることが明らかになった。このような例は工藤（1995）でも
指摘されているように、
「出来事時点」や「設定時点」を示す「ときに」や「と
きには」が用いられている例である。（19）はその好例である。
（19）だが、弘樹は、そのときにはまだ状況を確認し、分校の出口が見えると
ころに十分に身を隠すことに必死だったし、気がついたときには豊は姿
を消してしまっていた。
Porém, Hiroki ainda estava conferindo o local, concentrado em procurar um
esconderijo que lhe desse uma visão clara da saída da escola, e quando percebeu
とき

気づく-PST-PFV

Yutaka havia desaparecido.
豊

姿を消す-PST-PRF

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（19）では、主節述語に主体動作客体変化動詞が使われており、訳文では、
Pretérito mais-que-perfeito が使われている。また、この読みを支えているのは設定
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時点を示す「ときには」であると思われる。従って、規則として、主節述語に主
体の動作を表す動詞が使われているトキ節では、
「とき」が「に（は）」と共起す
る場合に、テイタ形のアスペクト解釈がパーフェクト性になり、過去のパーフェ
クト性を表す Pretérito mais-que-perfeito に訳されるという規則を提案できる。
さらに、主節述語に主体の動作を表す動詞が使われているトキ節では、テイタ
形のアスペクト的解釈がパーフェクト性ではなければ、主体動作客体変化動詞
と主体動作動詞を区別する必要がある。まず、主体動作客体変化動詞の場合、文
のヴォイスによってテイル・テイタ形のアスペクト的意味が異なるため、能動文
でのポルトガル語訳と受け身文でのポルトガル語訳を分析する必要がある。能
動文の場合には、テイル・テイタ形のアスペクト的解釈は主体動作動詞と同様に
動作継続性であるため、敢えて個別の翻訳規則を作成する必要はないと思われ
る。その一方で、主節述語が主体動作客体変化動詞であり、ヴォイスが受け身で
ある場合、テイタ形の解釈が結果継続性となるため、主体動作客体変化動詞の受
け身文については個別の翻訳規則を作成することにした。上述のように、ポルト
ガルでは、典型的な結果継続性を表す形式は Estar + particípio であるが、この形
式が使用不可能である場合があり、その一例としては特にコピュラ動詞との共
起が不可能であると言える。また、ポルトガル語では、受け身形は「ser」という
コピュラ動詞と particípio の組み合わせによって構成されているため、Estar +
particípio との共起が不可能である。よって、Estar + particípio の代わりに過去に
おける結果性を表し、受け身形と共起できる形式が必要であると考えられる。
「タ時－テイタ」のトキ節の例のうち、
（20）のようなトキ節が 2 例確認されて
おり、そのすべての例では、Pretérito mais-que-perfeito が使われている。

（20）母の死んだ時、これから世の中で頼りにするものは私より外になくなっ
たと云った彼女の述懐を、私は腸に沁み込むように記憶させられていた
のです。
Quando a mãe dela morreu, seu comentário de que agora só podia contar com
uma só pessoa ficara gravado na minha lembrança, nas minhas entranhas.
記憶される-PST-PRF

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（20）では、「記憶させられていた」という部分は受け身形の Pretérito mais-queperfeito に訳されており、受け身文の結果性が表されている。このように、トキ
節のテイタ形が主体動作客体変化動詞の受け身と共起している場合に、ポルト
ガル語訳では Pretérito mais-que-perfeito が使われるという規則が提案できる。
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これらを踏まえると、未だ分析されていないテイタ形の可能なアスペクト的
意味としては動作継続性が残っていると考えられる。ただし、これについてはポ
ルトガル語に訳す場合に 2 つの問題点が生じる。1 点目は、テイル・テイタ形を
採ることによって、動作継続性しか表し得ない動詞の中でも、特別なアスペクト
的振る舞いを見せる動詞も見られることである。先行研究でも述べられている
ように、引用を表す「言う」はテイタ形と共起することによって、動作継続性と
いうアスペクトから離れてしまうこともある（江田 2013; ヌネス・コスタ 2017a;
Costa 2018）。具体的には、完成性過去を表す引用の形式として「と言った」も「と
言っていた」も共に使われ、両方ともポルトガル語の Pretérito perfeito に訳され
るという現象が観察される。この場合に、
「と言っていた」と「と言った」の間
に人称制限と文末表現の有無という違いが見られ、その 2 つの形式の主な違い
は各形式が持つ基本的な機能（「単に引用する」か「引用を通して何かを伝える」
か）であることが Costa（2018）で指摘されている。しかし、
（21）のように「言
っていた」が継続性を表す場合も見られる。
（21）F018: あれは感激したね、やっぱり。んー、何か感激薄かった。B 君が
はしご車、はしご車ってずっと言ってたから。
（「名大会話コーパス」藤村他（2011））
（21）では、
「言ってた」が「ずっと」という反復、または時間の幅を表す副詞
と共起しているため、反復性や継続性というアスペクト的解釈が出やすくなり、
特別な翻訳規則を必要としない。また、Costa（2018）でも説明されているよう
に、
「言っていた」が完成性過去を表す引用の形式として使われる文では、主語
は 2 人称または 3 人称でなければならない。従って、トキ節でも、主節の述語が
「言っていた」である場合に、主語が 2 人称または 3 人称であり、反復性や継続
性を表す副詞または副詞成分（ずっと、普通に、いつも、毎回等）と共起してい
なければ、ポルトガル語訳では過去の完成性を表す Pretérito perfeito が使われる。
これ以外の場合は、
「言う」は他の主体動作動詞と同じようなアスペクト的意味
を表している（動作継続性）という規則を提案できる。
主体動作動詞と共起する「ル時－テイタ」のトキ節におけるテイタ形のアスペ
クト的意味とそのポルトガル語訳に関する 2 つ目の問題点は、動作継続性の時
間の幅である。日本語では、テイル・テイタ形は一時的な継続性も長期的な継続
性も表すことができるが、ポルトガル語では、テンス・アスペクト形式によって
継続の時間の幅を区別する傾向が見られる（Travaglia 2006; Freitag 2007a）。ポル
トガル語では、過去の継続性を表す形式として、Pretérito imperfeito（継続性過去
形）と Passado progressivo（進行過去形）があり、この 2 つの形式は一見同じテ
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ンス・アスペクト的意味を表し、使い分けがないように思われるが、Freitag（2007a,
2007b, 2011a, 2011b）によると、実際はそれぞれの形式に使用傾向の差が見られ
るという。Coan & Freitag（2009）では、Pretérito imperfeito は反復や習慣と関連
しており、非ダイナミックな（状態）述語に加えて、時間の幅が広い （長期的）
出来事や継続性を表す RT とも関連しているとされている。一方で、Passado
progressivo は進行性と関わっており、ダイナミックな述語と、瞬間的或いは短時
間の出来事と関連していると論じられている。つまり、ポルトガル語の過去の継
続性を表す形式の間にはこのような相違が見られるため、
「ル時－テイタ」のト
キ節の翻訳規則でもこれらの形式を加えておく必要があると考えられる。この
ように、トキ節が反復性を表す副詞成分と共起する場合と、主節の述語が長期的
な動作を表す動詞である場合には、ポルトガル語ではテイタ形は Pretérito
imperfeito に訳され、それ以外の場合には、テイタ形は Passado progressivo に訳
されるという翻訳規則を提案できる。また、長期的動作の参考として、工藤（1995）
で挙げられている「人の長期的動作動詞」のリスト（22）を使った。
（22）人の長期的動作動詞 ［他動詞、自動詞］
いとなむ、かよう、くらす、けいえいする、すごす、すむ、つうきんす
る、つきあう、つとめる
（工藤 1995: 76）
以上のように、
「ル時－テイタ」のトキ節におけるテンス・アスペクト形式の
翻訳規則を提案した。また、前述のように、
「日葡対訳データベース」で見られ
た「ル時－テイタ」のトキ節の例はわずかであったため、翻訳規則を作成する際
には、
「タ時－テイタ」のトキ節に関する翻訳規則の論理を援用した。さらに後
述するように、図 5-1～図 5-6 の翻訳規則の妥当性を日本語とポルトガル語のバ
イリンガルに判定してもらい、指摘された問題点を修正した。

5.4.2 「タ時－テイタ」の翻訳規則
次に「タ時－テイタ」の用例は、58 例確認された。この 58 例の分析を基に、
以下図 5-7～図 5-9 の翻訳規則を作成した。
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【図 5-7】「タ時－テイタ」の翻訳規則
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【図 5-8】「タ時－テイタ」α の翻訳規則
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【図 5-9】「タ時－テイタ」β の翻訳規則
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図 5-7～図 5-9 でも分かるように、
「タ時－テイタ」のトキ節の翻訳規則は「ル
時－テイタ」のトキ節と似ているが、翻訳規則を支える例数と主節のデフォルト
解釈において相違点が見られた。
「ル時－テイタ」のトキ節の場合に、
「日葡対訳
データベース」では僅か 12 例しか確認されず、翻訳規則の作成の際に先行研究
の指摘と「タ時－テイタ」のトキ節の例の分析を考慮しながら規則を構築すると
いう方法を採った。その一方で、
「タ時－テイタ」のトキ節の場合、翻訳パター
ンをサポートする例が少なくなく、提案された翻訳規則の作成が困難ではなか
った。また、従属節のアスペクト形式のデフォルト解釈に関しては、
「ル時－テ
イタ」のトキ節の場合に、12 例のうち 6 例は一回性を表すものであり、他の 6
例は「非継続的なくりかえし」や「コンスタントな属性」
（鈴木 1979）を表すも
のであったのに対して、
「タ時－テイタ」の場合にはすべての例の従属節が完成
性（一回性）を表すものであった。また、第 3 章の調査でも明らかにしたよう
に、従属節述語がタ形を採るトキ節の場合、状態動詞や存在動詞を使うもの以外
は、継続性を表すことができない。そのため、本節で提案した翻訳規則における
従属節のアスペクト的解釈を導く手順として、述語は「状態動詞であるか否か」
という点に着目した。さらに、ポルトガル語では、状態動詞の過去の継続性を表
す形式として Pretérito imperfeito が用いられているため（Coan & Freitag 2009）、
翻訳規則では、従属節が継続性を表す場合に、タ形は Pretérito imperfeito に訳さ
れることを提案した。
以上のように、
「日葡対訳データベース」から抽出された「タ時－テイタ」の
トキ節 58 例の従属節述語のアスペクト的意味は過去の完成性であり、ポルトガ
ル語の翻訳形式として、過去の完成性を表す Pretérito perfeito が使われている。
また、58 例のうち、44 例の従属節のテンス・アスペクト形式が Pretérito perfeito
に訳され、残りの 14 例は翻訳者の好みに影響されたもの（1 例）と、Quando 節
ではなく、動詞の forma nominal（名詞形）を使う複文節に訳されているもの（13
例）であり、いずれも義務的な翻訳形式ではない。なお、Quando 節に翻訳され
ていないトキ節については、第 6 章で詳しく述べる。
以上のような、従属節のアスペクト的解釈に関する翻訳規則を踏まえ、以後主
節のテイタ形が表すアスペクト的解釈に注目したい。まず、
「ル時－テイタ」の
トキ節の翻訳規則と同じように、
「既に型副詞」が使われている場合には、動詞
の種類を問わず、テイタ形がパーフェクト性として捉えられ、ポルトガル語では
Pretérito mais-que-perfeito が使われる。
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（23）顔を戻したときにはもう、頬のひくつきが収まっていた。
Quando voltou a abaixar os olhos, o tremor no seu rosto tinha desaparecido.
冠詞 震え

前置詞

彼の

顔

消える-PST-PRF

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（23）では、
「顔を戻したときには」という部分が「収まっていた」の設定時点
として機能し、
「もう」という副詞によって、パーフェクト性の読みが強調され
る。そのため、テイタ形が過去のパーフェクト性を表す Pretérito mais-que-perfeito
に訳されている。また、主節述語の動詞の種類を問わず、パーフェクト性として
解釈されるトキ節は 12 例確認されたが、
（23）に加えてもう 1 例のみが Pretérito
mais-que-perfeito を翻訳形式として使っている。他の 10 例は（24）のように「morrer」
という動詞を使う例（1 例）と、翻訳者の好みに影響された例（9 例）である。
（24）やっとあたりを見まわした時には、夫はもう縛られたまま、とうに息が
絶えていました。
Quando voltei a mim, meu marido, ainda amarrado, estava morto havia muito.
死ぬ-PST-RES

とうに

（芥川龍之介『藪の中』、Dentro do Bosque）
（24）のトキ節の主節は「死ぬ」という意味を表す動詞である。また、
「既に型
副詞」を使う例であるが、訳文では過去のパーフェクト性を表す Pretérito maisque-perfeito ではなく、結果継続性を表す Estar + particípio が使われている。前節
でも述べたように、Pretérito mais-que-perfeito と Estar + particípio には結果性とい
う共通点があり、「継続性」（Estar + particípio）と「効力性」（Pretérito mais-queperfeito）という似た要素も持っているため、結果継続性を表すために Estar +
particípio が使えない動詞の場合に Pretérito mais-que-perfeito を使うことがある。
「morrer」
（死ぬ）の場合に、変化がある設定時点で成立し、その結果が引き続き
関わり、効力を持つという意味を表すために、両方の形式が使われ、またこれら
が問題なく置き換えられるということが、
（24）の例から読み取られる。付言す
ると、Estar + particípio の使用によって、状態性が強調され、
「劇的性質」が強ま
るため、小説というジャンルではより出現しやすい形式である可能性が高い。こ
のように、ポルトガル語では、
「死ぬ」のような動詞の過去パーフェクト性と過
去の結果継続性は形式上では区別されているものの、意味上では区別しにくい
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ということが窺える43。しかし、翻訳規則を作る上では、一般化する必要がある
ため、義務的ではない翻訳形式を排除することが求められる。そのため、本章で
は、日本語でどのような動詞が使われても、ポルトガル語の翻訳形式は Pretérito
mais-que-perfeito とするという規則を提案した。また、（25）では、（24）の訳文
を取り上げ、Estar + particípio を Pretérito mais-que-perfeito に置き換えたが、文意
もトキ節の主節のアスペクト的意味も変わらないことから、この翻訳規則は妥
当であると言える。
（25）Quando voltei a mim, meu marido, ainda amarrado, tinha morrido havia muito
死ぬ-PST-PRF

とうに

（25）が問題なく容認されることは、
「既に型副詞」が共起すれば、
「死ぬ」とい
う意味を表す動詞の場合でも、テイタ形がパーフェクト性として捉えられ、ポル
トガル語では、Pretérito mais-que-perfeito が使われるという日本語とポルトガル
語との対応を裏付けている。
また、内的情態動詞に関するテイタ形の翻訳規則も、
「ル時－テイタ」のトキ
節の規則と同じものである。また、主節述語が内的情態動詞である「タ時－テイ
タ」のトキ節は 5 例確認されたが、本章で提案した翻訳規則に従って翻訳され
ている例は 2 例であった。ただし、上述のように義務的ではない翻訳は翻訳規
則に加えないという方針に則り、（26）のように主節のテイタ形を Pretérito
imperfeito として翻訳するという規則を提案した。
（26）去年の冬御前に会った時、ことによるともう三月か四月位なものだろう
と思っていたのさ。
Quando encontrei você no inverno do ano passado, acreditava que ia viver
とき

会う-PST-PFV

あなた

前置詞

去年の冬

信じる-PST-IPFV

talvez mais uns três ou quatro meses só.
（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（26）では「思っていた」という主節述語が継続性を表し、その継続性はある程
度の時間の幅を持つため、Pretérito imperfeito として訳されている。また、ポル
トガル語では、内的情態動詞が進行性を表す形式と共起できるが、この場合には
幅のある継続性として捉えられる傾向が認められる可能性がある。さらに、本調

43

日本語に関しても庵（2001）では、結果継続性を表すテイル形とパーフェクト性を表すテイル
形は同じものであると述べられている。
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査で扱ったトキ節のうち、主節述語が内的情態動詞であり、そのアスペクト形式
が進行性を表すものとして訳されている例は 1 例も確認されなかったこともそ
の傾向を示唆しているものと考えられる。
続いて主体の変化を表す動詞と主体の動作を表す動詞に関するテイタ形の翻
訳規則は、
「ル時－テイタ」のトキ節と同じものである。本調査では、主節述語
が主体の変化を表す動詞である「タ時－テイタ」のトキ節は 21 例確認され、主
節述語が主体の動作を表す動詞を採る「タ時－テイタ」のトキ節は 20 例確認さ
れた。また、主体の変化を表す動詞の場合、そのうちの 8 例は（27）のように
Estar + particípio に訳されるものであり、13 例は（28）（29）のように Estar +
particípio には訳されないものである。さらに、本章で提案した翻訳規則と一致
している例は、Estar + particípio に訳されるものの場合に、7 例であり、Estar +
particípio に訳されないものの場合に、13 例である。
（27）私の着いた時は、家族のものが、みんな一つ家の内に集まっていました。
Quando cheguei lá, toda a família estava reunida.
とき

着く-PST-PFV あそこ

家族全員

集まる-PST-RES

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（28）どれほどの時間が経過したのだろう、気がついたときノックの音はやん
でいた。
Quanto tempo teria se passado? Quando se deu conta, as batidas tinham sumido.
とき

気づく-PST-PFV

冠詞 ノック

消える-PST-PRF

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（29）先生が突然其処へ後戻りをした時、私は実際それを忘れていた。
Quando o professor retomou a questão, de repente,
とき

冠詞 先生

質問を後戻りをする-PST-PFV

突然

de fato já havia me esquecido dela.
実際に

既に 忘れる-PST-PRF

それ

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（27）では、
「集まる」という変化動詞がテイタ形と共起し、そのアスペクト的
意味は結果継続性である。ポルトガル語でも、
「reunir」という動詞は結果継続性
を表す Estar + particípio と共起できるため、訳文では、
「estava reunida」という言
い方によって原文の過去の結果継続性が表されている。一方で、（28）と（29）
では、主節述語が変化動詞であり、テイタ形との共起によって結果継続性を表し
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ているが、ポルトガル語では、
「esquecer」
（忘れる）、
「sumir」
（やむ）44という主
体変化動詞は Estar + particípio との共起によって、違う意味を表す45。そのため、
訳文では、「結果性＋効力性」を持つ Pretérito mais-que-perfeito が使われている。
また、主体の動作を表す動詞の翻訳規則も「ル時－テイタ」と同じモデルを使
用する。つまり、客体の変化の有無を問わず、
「とき」が「に（は）」と共起すれ
ば、主節述語のテイタ形がパーフェクト性として解釈され、Pretérito mais-queperfeito として訳される。この規則に当てはまるトキ節は 8 例確認され、そのう
ち 2 例は（30）と同じように本研究の翻訳規則と一致している。
（30）旗上忠勝が茂みを割って現れたときには、光子は優一郎の背後に回って
いた。
Quando Tadakatsu Hatagami saiu de dentro das moitas,
Mitsuko tinha ido se postar atrás de Yuichiro.
背後に回る-PST-PRF

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
さらに、主体動作客体変化動詞の場合、受け身文であればテイタ形のアスペク
ト的意味が結果継続性になる。しかし、上述のようにポルトガル語では、結果継
続性を表す Estar + particípio と受け身形の共起が不可能であるため、翻訳形式と
して、
「結果性＋効力性」を持つ Pretérito mais-que-perfeito が用いられる。
（31）その十二日後に、シェエラザードが四度目に彼の家を訪れたとき、ドア
の錠前は新しいものに取り替えられていた。
Doze dias depois, quando Sherazade foi à casa dele pela quarta vez,
a fechadura da porta havia sido trocada por uma nova.
冠詞

錠前

前置詞

ドア

取り替える-PST-PRF-PASS

前置詞

冠詞

新しいもの

（村上春樹『シェエラザード』、Sherazade）
（31）は、受け身文であり、トキ節の主節述語はテイタ形を採っている。そのた
め、ポルトガル語訳では、
「havia sido trocada」という Pretérito mais-que-perfeito の
受け身形が使われている。また、本調査で扱ったトキ節のうち、このように訳す

44

「sumir」という動詞の意味は「消える」であり、
「やむ」という意味を表すポルトガル語動詞
は「parar」であるが、（27）の文脈では、
「sumir」を使っても意味が大きく変わらない。
45
「esquecer」は上述のように Estar + particípio との共起によって「最近の忘れっぽい状態」とい
う意味を表し、
「sumir」は Estar + particípio との共起によって「行方不明である状態」という意
味を表す。
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べき例は 2 例であり、その 2 例は実際に提案の規則に従って訳されている。
最後に、主体動作客体変化動詞の能動文と主体動作動詞の場合、
（32）のよう
に「引用を通して何かを伝える」機能を持つ「言う」の例以外には、テイタ形の
アスペクト的意味は動作継続性である。引用の「言う」に関しては、
「ル時－テ
イタ」のトキ節の翻訳規則でも説明したように、
「言う」の主語が 1 人称であれ
ば、動作継続性という基本アスペクト的意味が強調されるため、「言っていた」
が他の主体動作動詞と同じように扱われる。本調査では、トキ節の主節述語が
「言っていた」である例は 1 例しか確認されていないが、その例では、提案した
規則の通り、テイタ形は完成性過去を表す Pretérito perfeito として訳されている。
（32）試合の前にも、何か友達のケンカに巻き込まれてひどい怪我をして部室
に顔を出したときも、その先輩はその独特の口調で言っていた。
Depois de se envolver numa briga com seu amigo, antes do jogo, ele apareceu
彼

machucado

na

怪我をしている状態で 前置詞

sala do time e
部室

declarou

そして

宣言する-PST-PFV

現れる-PST-PFV

num tom de voz peculiar:
独特な口調で

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（32）では「言っていた」は過去の完成性を表す Pretérito perfeito として訳され
ており、その点では提案した翻訳規則と一致している。しかし、訳文全体がトキ
節として訳されていないということは特筆すべき点である。ここでは従属節と
主節の時間関係を表す接続詞の代わりに「e」という並列の接続詞が使われてい
る。そのため、従属節と主節のテンス・アスペクト形式が正しく翻訳されている
ものの、トキ節全体が正しく訳されているとは言い難い。なお、実際にこの規則
に当てはまる例は（32）のみであるものの、翻訳者の好みによって従属節のテン
ス・アスペクト形式も主節のテンス・アスペクト形式も Pretérito perfeito として
訳されているトキ節は計 9 例確認された。この結果から、グーグル翻訳におい
てテイタ形を Pretérito perfeito として訳す誤訳パターンの背景が推測される。す
なわち、対訳コーパスを基にする MT システムは、多く用いられる翻訳パター
ンを学習することがあるため、小説等でよく使われる Pretérito perfeito という翻
訳形式を翻訳パターンとして学習した可能性がある。
さらに、
「言う」以外の主体動作動詞を採る「タ時－テイタ」のトキ節は、
「ル
時－テイタ」のトキ節と同じように、長期的な継続性を表すものと進行性を表す
ものとで、翻訳規則を分けてある。具体的には長期的な動作継続性である場合は、
Pretérito imperfeito が使われ、進行性である場合は、Passado progressivo が使われ
るのである。しかし、書き言葉では、長期的な継続性ではなくても、Pretérito
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imperfeito が使われる傾向があり、本調査でも、
（33）で示されているように進行
性を表すテイタ形でも Pretérito imperfeito を使う例が確認された。
（33）さっき、昼ごはんを持っていった時、つぐみはふとんにもぐってうなっ
ていた。
Há pouco, quando lhe levei
o almoço, ela gemia debaixo do cobertor.
とき

代名詞

持っていく-PST-PFV 冠詞

昼ご飯

彼女 うなる-PST-IPFV

下に

前置詞

ふとん

（吉本ばなな『つぐみ』、Tsugumi）
（33）では、「gemia」という Pretérito imperfeito を使う翻訳は、小説におけるポ
ルトガル語としては自然であり問題なく容認されるが、日常会話の中では、使用
されにくいように思われる。これについては、進行性を表す Passado progressivo
を採る「estava gemendo」に置き換えると、文全体がより自然になり、日常的な
ポルトガル語として感じられるため、
（33）で使われた形式は義務的な翻訳では
ないと判断した。また、長期的な継続性を表す例は 1 例しか確認されておらず、
その例では、翻訳者の好みによって、テイタ形は Pretérito imperfeito として訳さ
れていない（34）。
（34）診療所を開いた時、私たちはまだ若くて経済的な余裕もなく、生まれて
まもない子供を抱えていた。
Na época em que o consultório foi inaugurado, éramos jovens,
頃に

冠詞

診療所

開く-PST-PFV-PASS

pobres e o nosso filho havia acabado de nascer.
私たちの

子供

生まれて間もない（動詞）-PST-PRF

（村上春樹『ねむり』、Sono）
（34）では、
「抱えていた」は長期的な継続性を表しているが、
「いた」という意
味として解釈される。そのため、状態性の強い例であるとも言え、ポルトガル語
では「ter」という存在動詞に訳すことが最も妥当な翻訳であると思われる。しか
し、訳文では「抱えていた」という部分が排除され、主節の主語が「子供」にな
っている。そのため、Pretérito imperfeito が使われなくても、原文の大まかな意味
が自然なポルトガル語で表されている。このように、（34）の訳文で Pretérito
imperfeito を使うか使わないかの選択は義務的ではなく、翻訳者のスタイル・好
みに影響されているものであると言えるため、翻訳規則として扱うべきではな
いと判断した。また、訳文から分かるように、「時」という部分は「quando」で
はなく「na época」
（頃）として訳されている。この「とき」と「quando」の相関
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性という点については、第 6 章で詳しく述べる。
さらに、
（35）のように進行性を表すテイタ形を採る「タ時－テイタ」のトキ
節は 8 例確認され、そのうちで実際に翻訳規則に従って翻訳されている例は 4
例確認されている。
（35）「私が夏休みを利用して始めて国へ帰った時、両親の死に断えた私の住
居には、新らしい主人として、叔父夫婦が入れ代って住んでいました。
Quando retornei pela primeira vez à minha terra, nas férias de verão, meus tios
とき

帰る-PST-PFV

estavam morando em minha casa, como novos proprietários.
住む-PST-PROG

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（35）の主節述語である「住む」という動作は「人の長期的動作動詞」であるた
め、テイタ形は Pretérito imperfeito と訳されるのが一般的であり、翻訳規則でも
このように提案した。しかし、
（35）では、
「住む」という動詞は「私の住居に」
や「新しい主人として」、
「入れ代わって」等の要素によって、
「臨時性」が強調
されているため、「以前から住んでいた」という解釈ではなくなる。そのため、
Pretérito imperfeito の代わりに、一時的な継続性を表す Passado progressivo が使わ
れているということになる。このような例が確認されているため、
「長期的動作
動詞」も「臨時性」を表す要素と共起すれば一時的な継続性を表し得ることと考
えられるため、翻訳規則の際にこのような例外的なものを考慮した。このように、
トキ節が反復性を表す副詞成分と共起する場合と、主節の述語が臨時性のない
長期的な動作を表す動詞である場合には、ポルトガル語ではテイタ形は Pretérito
imperfeito に訳され、それ以外の場合には、テイタ形は Passado progressivo に訳
されるという翻訳規則を提案できる。
以上のように、
「ル時－テイタ」のトキ節と「タ時－テイタ」のトキ節のテン
ス・アスペクト形式の翻訳規則においては、「動詞の種類」と「共起する副詞」
が大きな役割を果たしていると言える。ただし、
「動詞の種類」に関しては、日
本語とポルトガル語で捉え方に差異があるため、翻訳規則を考える際には、その
ような差異を考慮する必要があることも主張してきた。例えば、日本語では移動
を表す動詞のうち「行く」、
「来る」、
「帰る」等は主体変化動詞として捉えられ、
テイル・テイタ形と共起する場合に、それらの動詞は結果継続性を表す。それに
対し、ポルトガル語では「ir」、
「vir」、
「voltar」という動詞はむしろ動作動詞とし
て捉えられるため、結果継続性を表す Estar + particípio という形式との共起は不
可能である。このような違いを考慮せず、日本語の主体変化動詞と共起するテイ
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タ形を Estar + particípio として訳すという翻訳規則を提案することによって、誤
訳を促してしまう可能性がある。
さらに、図 5-1～図 5-9 で提案した翻訳規則では、
「日葡対訳データベース」か
ら抽出されたトキ節のうち、義務的な翻訳に関わるもののみが対象となってい
る。そのため、データベースから得られたトキ節の例のうち、翻訳規則と一致し
ているものは全体の約 51.4%に過ぎない46。この結果を踏まえ、翻訳規則の妥当
性を検証するために、アンケート調査を実施した。その調査については、5.5 節
において説明する。

5.5 翻訳規則の妥当性の検証
前述したように、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節を基に作成
した翻訳規則では、例数が問題になった。特に「ル時－テイタ」のトキ節の場合、
僅か 12 例しか確認されていないため、翻訳規則の作成の際に、
「タ時－テイタ」
のトキ節の翻訳規則の作成の手順を援用した。そのため、翻訳規則の妥当性を評
価する必要があると思われる。また、翻訳規則に問題点があれば、その問題点を
考慮し、翻訳規則を修正することも必要とされる。さらに、既存の機械翻訳ツー
ルの向上も視野に入れているため、既存の翻訳ツールとの翻訳精度の比較も求
められる。このように、本章では提案した翻訳規則の妥当性の検証を 2 段階で
行うことにした。まず、第 1 段階では、日本語とポルトガル語を理解できる人
に、既存の機械翻訳ツールと本章の翻訳規則、それぞれのトキ節におけるテン
ス・アスペクト形式の翻訳精度を比較してもらう。つまり、本章で提案している
翻訳規則の相対的な妥当性の検証である。また、前節で提案した翻訳規則の問題
点を探り、その問題点を修正することも目的とする。第 2 段階では、修正された
翻訳規則に従って、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節を翻訳した上
で、その訳文の容認度をポルトガル語母語話者に判定してもらう。すなわち、こ
れは、本章で提案している翻訳規則の絶対的な妥当性を検証するものである。こ
のように、翻訳規則の妥当性の検証を 2 段階に分けることによって、既存の機
械翻訳ツールとの比較も可能であり、翻訳規則の修正と修正後の検証も可能で
ある。

46

「ル時－テイタ」のトキ節の場合には、12 例のうち、9 例が翻訳規則と一致している（75%）。
その一方で、
「タ時－テイタ」のトキ節の場合には、58 例のうち、27 例が翻訳規則と一致してい
る（46.5%）
。
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5.5.1 相対的な妥当性の検証
まず、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節のテンス・アスペクト形
式の翻訳規則の相対的な妥当性を評価するために、日本語とポルトガル語のバ
イリンガルを対象にしたアンケート調査を実施した。このアンケート調査では、
第 4 章でグーグル翻訳を通じて翻訳したトキ節を本章で提案した翻訳規則を基
に再翻訳した。また、グーグル翻訳による訳文と翻訳規則による訳文を取り上げ、
回答者に最も妥当な訳文を選択させた。さらに、
「ル時－テイタ」と「タ時－テ
イタ」のトキ節の翻訳規則を評価するために、従属節と主節のテンス・アスペク
ト形式の組み合わせによって、それぞれ 15 例をランダムに抽出し、計 30 例の
訳文の妥当性を評価してもらった。
また、第 4 章でも指摘したように、機械翻訳による日本語からポルトガル語
への翻訳の場合に、テンス・アスペクト形式が正確に訳されていても、不自然な
文が生産されることや原文と違う意味の文が生産されることもある。そのため、
アンケート調査では訳文が自然であるかを基準にするのではなく、訳文におけ
る動詞の翻訳が正確であるかを基準にした。このような基準を設定することに
よって、訳文のテンス・アスペクト形式に焦点を当て、文が全体的にやや不自然
であっても、テンス・アスペクト形式の正確さを比べることができる。さらに、
両方の訳文が妥当ではないということも想定し、
「その他」という選択肢も設け
た。また、
「その他」を選択する場合には、より正確な翻訳を提案するように回
答者に依頼した。このような方法を採ることで、グーグル翻訳と本章で提案した
翻訳規則の比較のみではなく、本章で提案した翻訳規則の問題点を見つけるこ
ともできると考えられる。アンケートの回答者は、ブラジル或いは日本に住んで
いる日系ブラジル人 7 名である。また、調査はオンラインで実施した。このアン
ケート調査の結果を図 5-10 でまとめた。
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【図 5-10】 アンケートの各項目における「グーグル翻訳」「翻訳規則」
「その他」の選択率の比較47
図 5-10 からも読み取れるように、アンケートのすべての項目において、本研
究で提案した翻訳規則による訳文の方がグーグル翻訳より選択率が高いことが
明らかになった。さらに、図 5-10 では明確に示していないが、グーグル翻訳に
よる訳文の全体的選択率は 4.3%であったに対して、翻訳規則の全体的選択率は
85.6%であった。つまり、グーグル翻訳と比較して、本研究で提案されている翻
訳規則の方が相対的に翻訳精度が高いと考えられる。
しかし、図 5-10 でも分かるように、アンケートの全ての項目においてグーグ
ル翻訳による訳文より本研究で提案されている翻訳規則による訳文の方が選択
率が高いものの、項目によっては「その他」の選択率が翻訳規則による訳文の
選択率より高い場合があった。特に、アンケートの項目 10 では、「その他」の
選択率が最も高く、項目 18 では、翻訳規則と「その他」の選択率は同じであ
る。この 2 つの項目に注目し、翻訳規則に必要な修正について述べる。

本調査で扱った CSJ から抽出された用例とその訳文は本論文の付録 1「翻訳規則の相対的な
妥当性を検証するためのアンケート調査」に提示した。
47
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（36）今日今来る時に週刊文春を読んでいたんです
a. Eu leio
semanalmente Bunshun hoje,
私

読む-PRS-IPFV

毎週

quando se trata
とき

文春

今日

agora（グーグル翻訳）

コピュラ動詞-PRS

今

［私は毎週文春を今日読む、今であるとき。］
b. Hoje, agora, quando vim,
今日

今

とき

来る-PST-PFV

tinha lido a Shuukan Bunshun.（翻訳規則）
読む-PST-PRF

冠詞

週刊文春

［今日今来たときには週刊文春を既に読んでいた］
（36a）でも分かるように、グーグル翻訳による訳文は、原文の意味を表してお
らず非文になっている。また、
（36）のトキ節では、従属節述語のテンス・アス
ペクト形式はル形であり、主節の主語のテンス・アスペクト形式はテイタ形であ
る。つまり（36）のトキ節は「ル時－テイタ」のトキ節である。なお、主節述語
の動詞は動作を表すものであり、かつ「ときに（は）」と共起しているため、テ
イタ形がパーフェクト性として解釈され、（36b）の訳文では Pretérito mais-queperfeito として訳されている（cf. 図 5-6 の翻訳規則）。しかし、57.1%の回答者は、
（36a）と（36b）の訳文が妥当ではないと答え、
（37）のようにテイタ形が Passado
progressivo として訳されることを提案している。
（37）Hoje, quando estava vindo, estava lendo a
今日

とき

来る-PST-PROG

読む-PST-PROG

冠詞

Shuukan Bunshun.
週刊文春

［今日、来るときに、週刊文春を読んでいた。］
（回答者による訳文の提案）
（37）では、主節述語のテイタ形はパーフェクト性を表すものではなく、動作継
続性を表すものとして捉えられているため、過去の進行性を表す Passado
progressivo として訳されている。これは、
「主節述語の動詞は主体の動作を表し、
「ときに（は）」と共起する場合に、テイタ形はパーフェクト性として解釈され、
Pretérito mais-que-perfeito として訳される」という翻訳規則には問題があるとい
うことを示唆している。
また、アンケートの項目 18 に関しても、同じ問題が見られた（38）。

124

第 5 章 「トキ節」のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の一案

（38）キャッチした時にどうしたもんかー周りを見ていた
a. Quando eu peguei,
olhei em volta（グーグル翻訳）
とき

私

キャッチする-PST-PFV 見る-PST-PFV 周り

［キャッチした時に周りを見た］
b. Quando peguei,
tinha olhado em volta（翻訳規則）
とき

キャッチする-PST-PFV 見る-PST-PRF

周り

［キャッチしたときには既に周りを見ていた］
（38）でも、
「ときに（は）」と「主体の動作を表す動詞とテイタ形の共起」が翻
訳規則によってパーフェクト性の要素として解釈されており、翻訳規則による
訳文ではテイタ形は Pretérito mais-que-perfeito として訳されている。しかし、
42.85%の回答者は、この訳文の妥当性を批判し、
（39）のように、テイタ形が動
作継続性を表す形式として訳される訳文を提案している。
（39）Quando peguei,
とき

キャッチする-PST-PFV

não sei porquê, estava olhando em volta
なぜか

見る-PST-PROG

周り

［キャッチしたときに、なぜか、周りを見ていた。］
（回答者による訳文の提案）
（37）
（39）では、テイタ形の解釈がパーフェクト性ではなく継続性であること
から、パーフェクト性の解釈に関する規則に問題があることが窺える。工藤
（1995:107）では、パーフェクト性には「設定時点にたいする先行性」というテ
ンス的要素と「運動の完成性＋その効力の継続性」というアスペクト的要素があ
るため、
「先行時点＝出来事時点」も「後続時＝設定時点」も常に存在している
と指摘されている。また、
「ときに」と「ときには」のいずれも、パーフェクト
性と関わりがあるが、前者は「出来事時点」を表し、後者は「設定時点」を表す
という違いがあることも説明されている。先行研究のこのような指摘を踏まえ、
5.4 節で提案した翻訳規則では、
「ときに」、
「ときには」とパーフェクト性の結び
つきの規則化を試みた。しかし、データベースから得られたトキ節の再分析を通
して、
「ときに」を使うトキ節のうち、パーフェクト性を表すトキ節の例は 1 例
も確認されていないのに対して、
「ときには」を使うトキ節のうち、パーフェク
ト性を表す例は 19 例も確認された。また、その 19 例のうち、
（40）のように「既
に型副詞」と共起する例も、（41）のように共起しない例も確認されている。
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（40）引き戸の陰に腰を屈めたときには、信史はもう、その影に向かって銃を
抜き出していた。その影が喚いた。
No momento em que eles se agacharam atrás da porta corrediça, Shinji já tinha
sua arma apontada para a pessoa, que gritou:
（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（41）旗上忠勝が茂みを割って現れたときには、光子は優一郎の背後に回って
いた。
Quando Tadakatsu Hatagami saiu de dentro das moitas, Mitsuko tinha ido se
postar atrás de Yuichiro.
（『バトルロワイアル』、Battle Royale。（30）の再掲）
（40）
（41）から分かるように「ときには」が使われる場合には、
「既に型副詞」
が共起しなくても、
「設定時点」があるということが含意されるため、テイタ形
がパーフェクト性として解釈される。一方で、
「ときに」の場合には、
「出来事時
点」があるものの、効力の継続を示す「設定時点」がなければ、パーフェクト性
の解釈が出にくい。特に、過去パーフェクトの場合に、設定時点と出来事時点が
両方とも過去に完成しているため、出来事時点と設定時点が重なってしまうこ
ともある。そのため、
「設定時点」が明確であれば、
「出来事時点」もあることが
含意され、パーフェクト性の解釈が可能である。その一方で、
「出来事時点」が
明確であっても、「設定時点」がなければ、パーフェクト性の読みが出にくい。
このように、
「設定時点」を表す「ときには」自体は過去のパーフェクト性との
結びつきを持つのに対して、
「ときに」は効力性を表す「既に型副詞」の支えな
しでは、過去のパーフェクト性との結びつきを持たないと推測される。またこの
点では、翻訳規則の修正が必要であると考えられる。
さらに、回答者から提案された（37）の翻訳では、主節述語のみではなく、従
属節述語でも継続性を表す Passado progressivo が使われており、この項目につい
て回答者が提案したすべての訳文において、継続性を表す形式が使われている。
また、一見これは「一回性を表すル形は完成性過去を表す Pretérito perfeito とし
て訳される」という翻訳規則に反していると思われる。しかし、
（42）から分か
るように、Pretérito perfeito と Passado progressivo とを置き換えても、文意も従属
節のテンス・アスペクト解釈も変わらないと言える48。

48

（42a）と（42b）の解釈は、筆者の内省に加え、他のポルトガル語母語話者の意見を考慮した
ものである。
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（42）a. Hoje, quando vim,
今日

とき

estava lendo a

来る-PST-PFV

読む-PST-PROG

Shuukan Bunshun.

冠詞

週刊文春

［今日来るときに、週刊文春を読んでいた。］
b. Hoje, quando estava vindo, estava lendo a Shuukan Bunshun.
今日

とき

来る-PST-PROG

読む-PST-PROG

冠詞

週刊文春

［今日来るときに、週刊文春を読んでいた。］
（42a）では、従属節のテンス・アスペクト形式として過去の完成性を表す
Pretérito perfeito が使われており、（42b）では過去の動作継続性を表す Passado
progressivo が使われている。しかし、日本語訳を見れば、文意が変わらないこと
は明らかである。これは、第 3 章でも述べたように、ポルトガル語と日本語にお
ける同時性の捉え方の違いに起因している可能性がある。日本語では、テンス・
アスペクト形式によって「限界達成前の段階との同時性」
「限界達成後の段階と
の同時性」
「重複的同時性」という 3 つの同時性のタイプが表される。そのため、
「来るときに週刊文春を読んでいた」は「来るという出来事が限界を達成する前
の段階と同時に主体が週刊文春を読んでいた」という解釈になる一方で、
「来た
ときに週刊文春を読んでいた」は「来るという出来事が限界を達成した後の段階
と同時に主体が週刊文春を読んでいた」という異なった解釈になる。一方で、ポ
ルトガル語では、
（43）のように同じ形式を使っていても、アスペクト解釈が異
なることもある。
（43）a. Quando construíram a nova ponte, contrataram arquitectos famosos.
とき

築く-PST-PFV

冠詞 新しい

橋

雇う-PST-PFV

建築家

有名

［（彼らは）新しい橋を築くときに、有名な建築家を雇った。］
（限界達成前の段階）
b. Quando construíram a
nova ponte, usaram materiais de má qualidade.
とき

築く-PST-PFV

冠詞

新しい

橋

使う-PST-PFV

質の悪い材料

［（彼らは）新しい橋を築いているときに、質の悪い材料を使った。］
（重複的同時性）
c. Quando construíram a nova ponte, despediram todos os trabalhadores.
とき

築く-PST-PFV

冠詞 新しい

橋

解雇する-PST-PFV

全て

冠詞

職工

［（彼らは）新しい橋を築いたときに、職工たちを皆解雇した。］
（限界達成後の段階）
（Cunha 2000 Lobo 2003: 89 によって引用）
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（43a）と（43b）
（43c）の従属節では、同じテンス・アスペクト形式が使われて
いるが、Quando 節が表す同時性のタイプが異なっている。つまり、ポルトガル
語では、Quando 節における同時性はアスペクト形式よりも前後の文脈に影響さ
れることが窺える。ポルトガル語には、このような特徴があるため、
（42a）
（42b）
の間に文意やアスペクトの違いが発生しない。また、アンケート調査の回答者が
日本語も話せることを考えると、継続性を表す形式を使うことによって「達成前」
という意味がより正確に伝わることを視野に入れ、従属節のテンス・アスペクト
形式が継続性過去を表す形式として訳される訳文を提案した可能性がある。た
だし、この翻訳は義務的ではないため、翻訳規則に入れる必要がないと判断した。
さらに、他の項目においても、
「その他」を選択し、違う翻訳を提案した回答
者もいたが、その翻訳で修正された問題点は語彙の選択等に関する問題であり、
テンス・アスペクト解釈に関するものではなかったため、本研究で提案された翻
訳規則に影響を与えるものではない。
以上のように、図 5-1～図 5-9 で提案した翻訳規則には、
「ときに」とパーフェ
クト性の結びつきという問題点が見つかったため、翻訳規則に必要な修正を加
えた。修正したものを図 5-11～図 5-19 のフローチャートでまとめた。
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【図 5-11】「ル時－テイタ」の翻訳規則最終版
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【図 5-12】「ル時－テイタ」α の翻訳規則最終版
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【図 5-13】「ル時－テイタ」δ の翻訳規則最終版
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【図 5-14】「ル時－テイタ」ε の翻訳規則最終版
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【図 5-15】「ル時－テイタ」β の翻訳規則最終版
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【図 5-16】「ル時－テイタ」γ の翻訳規則最終版
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【図 5-17】「タ時－テイタ」の翻訳規則最終版
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【図 5-18】「タ時－テイタ」α の翻訳規則最終版
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【図 5-19】「タ時－テイタ」β の翻訳規則最終版
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図 5-11～図 5-19 から分かるように、「主節述語の動詞は主体の動作を表し、
「ときに（は）」と共起する場合は、テイタ形はパーフェクト性として解釈され、
Pretérito mais-que-perfeito として訳される」という規則を「主節述語の動詞は主体
の動作を表し、
「ときには」と共起する場合は、テイタ形はパーフェクト性とし
て解釈され、Pretérito mais-que-perfeito として訳される」に修正した。この修正に
よって、
「既に型副詞」と共起しない「ときに」とパーフェクト性の結びつきが
なくなり、継続性を表すテイタ形がパーフェクト性として解釈されることを回
避できる。

5.5.2 絶対的な妥当性の検証
前述のように、グーグル翻訳との比較によって、本研究で提案した翻訳規則の
相対的な妥当性を検証し、その上でアンケートの回答によって確認された問題
点を修正した。しかし、翻訳規則に従って訳された文自体の容認度、つまり絶対
的な妥当性は検証されていない。この点を補足するために、ポルトガル母語話者
を対象にしたアンケート調査を行った。
この調査では、
「現代日本語書き言葉均衡コーパス」
（BCCWJ）で、
「「う、く、
ぐ、す、つ、ぬ、ぶ、む、る」＋「時、とき」」と、
「「た、だ」＋「時、とき」」
を検索し、主節のテンス・アスペクト形式がテイタ形以外の形式であるものを手
作業で排除した。また、
「ル時－テイタ」のトキ節と「タ時－テイタ」のトキ節、
それぞれ 10 例をランダムに抽出し（計 20 例）、修正した翻訳規則に従ってその
例を訳した49。さらに、ポルトガル語母語話者にその訳文の容認度を 5 段階の尺
度で点数をつけるように依頼した。評価点数の説明は表 5-5 に挙げた50。
【表 5-5】翻訳規則による訳文の容認度の評価点数
点数

説明

1

非常に悪い:

2

悪い:

文が多少不自然であるが、かなり努力すれば文意を理解できる

3

十分:

完全に自然な文ではないが、文意が理解できる

4

良い:

ほぼ 100%自然な文であり、文意も理解できる

5

非常に良い:

文が不自然であり、文意も理解できない

100%自然な文であり、文意も問題なく理解できる

本調査で扱った BCCWJ から抽出された用例とその訳文は本論文の付録 2「翻訳規則の絶対
的な妥当性を検証するためのアンケート調査」に提示した。
50
表 5-5 で示した容認度の評価尺度は宮田・藤田（2017）を基に作成したものである。
49
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アンケートの回答者は 20 人のブラジル人である。なお、アンケートはオンライ
ンで実施された。調査の結果は以下の図 5-20 に示した。

100%

4.95
4.90
4.90 4.95
5.00
3.804.50
4.75
4.75
4.75 4.75 4.70 4.50
3.45
4.40
4.30
4.00

4.65
4.30

90%

4.70
3.90

3.80

80%

60%

3.50
3.00

3.15

50%

2.50

40%

2.00

30%

1.50

20%

1.00

10%

0.50

0%

平均評価点数

選択割合

70%

0.00
1

2

非常に悪い

3

4

5
悪い

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

十分

良い

非常に良い

平均評価点数

【図 5-20】絶対的な妥当性の評価アンケートにおける各尺度の
選択割合（項目ごと）
図 5-20 からも分かるように、ほとんどの項目において訳文が「4- 良い」、ま
たは「5- 非常に良い」と評価された。また、宮田・藤田（2017）によると、MT
訳の「十分な品質」とは、5 択の品質評価基準における「5- 非常に良い」と「4良い」とされたもののみであるという。そのため、評価点数が 4 点以上であれ
ば、訳文の品質が十分であると判断し、以下であれば、訳文の品質が十分ではな
いと判断した。図 5-20 に示した各項目の平均点数に着目すると、20 項目のうち
15 項目（全体の 75%）の平均点数は 4 点以上であることが明らかである。つま
り、75%の項目において、訳文の品質は十分であると評価されている。さらに、
平均点数が 4 点に満たない項目の場合、平均点数が 3 点以上である。すなわち、
多数の回答者はその項目の訳文を「良い」とは評価していなくても「悪い」とも
評価しておらず、訳文の文意が理解できると評価している。また、平均点数が 4
点以下である項目の場合、
「完全に自然な文ではない」と評価されている理由は
テンス・アスペクト形式の正確さと関係していない可能性がある。例えば、
（44）
は多少分かりにくい文章であると思われる。
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（44）うちはポットを使う時は１日１回交換していました。
（BCCWJ-OC10_03758）
Quando usávamos bule, trocávamos uma vez por dia.
とき

使う-PST-IPFV

ポット

交換する-PST-IPFV

1回

前置詞 日

（項目 7）
（44）のトキ節では、従属節述語のテンス・アスペクト形式はル形であり、主節
の主語のテンス・アスペクト形式はテイタ形である（つまり（44）は「ル時－テ
イタ」のトキ節である）。なお、従属節のル形は一回性を表していないため、訳
文では、過去の継続性を表す Pretérito imperfeito が使われている（cf. 図 5-11 の
翻訳規則）
。この翻訳はテンス・アスペクト形式の観点から見れば問題なく容認
され、文法上の誤り等はないと思われる。しかし、情報量の観点から見ると、前
後の文脈や補足説明等があれば、文全体が分かりやすくなると考えられる。その
ため、訳文が「自然ではない」と評価された理由はテンス・アスペクト形式の解
釈・翻訳と関係せず、他の要素に起因している可能性がある。
最後に、全体の平均評価点数は 4.2 点であるため、本研究で提案した翻訳規則
の絶対的な妥当性も保証されていると言える。もちろん、僅かであるが「非常に
悪い」
「悪い」
「十分」と評価した回答者もいるため、完璧な翻訳規則とは言い難
い。しかし、既存の機械翻訳ツールとの比較によって検証された相対的な妥当性
も、ポルトガル語母語話者による訳文の容認度評価によって検証された絶対的
な妥当性も保証されたため、本研究で提案した翻訳規則は機械翻訳によって日
本語からポルトガル語に翻訳されるトキ節の翻訳精度の向上に貢献できると思
われる。この点で本章の検討は意義のあるものであると考えられる。

5.6 終わりに
本章では、
「日葡対訳データベース」から抽出された例と、先行研究の指摘を
基に、
「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節のテンス・アスペクト形式
の翻訳規則を提案した。また、既存の機械翻訳ツールとの比較を目的とするアン
ケート調査によってこの翻訳規則の相対的な妥当性を日本語とポルトガル語の
バイリンガルに判定してもらった。その結果、アンケートのすべての項目におい
て本研究で提案した翻訳規則の選択率が既存の機械翻訳ツールによる訳文の選
択率よりも高いということが明らかになった。また、提案した翻訳規則には、
「と
きに」と過去のパーフェクト性を結びつけるという点で、問題があることが明ら
かになった。この点を考慮し、翻訳規則を修正した。さらに、本研究で提案した
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翻訳規則の絶対的妥当性を検証するために、BCCWJ から抽出された「ル時－テ
イタ」と「タ時－テイタ」のトキ節 20 例を修正した翻訳規則に従って訳した上
で、ポルトガル語母語話者に 5 段階の尺度で訳文の容認度を評価してもらった。
その結果、全体の平均評価点数が 4.2 点であるため、宮田・藤田（2017）の基準
で、本研究で提案した翻訳規則訳文は MT 訳の「十分な品質」と評価されている
ことが明らかになった。つまり、本研究で提案した翻訳規則の相対的な妥当性も
絶対的な妥当性も検証された。
さらに、本章で提案した翻訳規則には、結果継続性を表すテイル・テイタ形と
Estar + particípio という結果性を表す形式の対応について触れ、先行研究で言及
されていない例外的なものも含んでいるという点でメリットがあると思われる。
従来の先行研究では、ポルトガル語で結果継続性を表す形式として Estar +
particípio が挙げられているが、この形式が使用不可能な動詞や場面については
言及されていない。また、Estar + particípio が使用不可能な場合にどのような形
式によって過去の結果性が表されるかについても先行研究では触れられていな
い。本章では、「日葡対訳データベース」から得られたトキ節の分析によって、
ポルトガル語では Estar + particípio 以外に過去のパーフェクト性を表す Pretérito
mais-que-perfeito や「コピュラ動詞＋adjetivo」という文型も結果性を表す形式と
して用いられることが明らかになり、その点も翻訳規則の作成の際に考慮され
ている。
また、本章では、第 4 章の調査を踏まえ、既存の機械翻訳ツールで最も問題に
なっている従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせのみを扱い、翻
訳規則を作成した。このように、本研究の試みは既存の機械翻訳ツールの改善に
貢献できることに加え、以後の日葡対照研究のモデルになると思われる。また、
他のテンス・アスペクト形式の組み合わせに関する翻訳規則やトキ節以外の時
間の複文節に関する翻訳規則の作成は今後の課題にしたい。
最後に、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節のうち、Quando 節に
訳されていないものも見られたが、このような例については本章では触れてい
ない。第 6 章「「トキ節」
「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節」では、Quando
節以外の翻訳方法や、本研究においてデフォルトの翻訳形式として Quando 節を
選んだ理由について詳しく述べる。
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本章では、トキ節と Quando 節の相関性について触れる。そのために、「日葡
対訳データベース」から抽出された例のうち、トキ節の翻訳形式として使われた
Ao + infinitivo や Enquanto 節を Quando 節と比較する。その後、トキ節の翻訳形
式として Quando 節を選んだ理由について説明する。また、Ao + infinitivo、
Enquanto 節、Quando 節とトキ節の共通点と相違点を理解するために、
「時間性」
「条件性」
「否定文との共起」という要素を比較の基準とした。さらに、本研究
で試みたトキ節の翻訳規則が他の時間の複文節とどのように関係するかについ
て論じるため、アイダ節を取り上げ、ブラジル・ポルトガル語（以下、ポルトガ
ル語）の時間の複文節と比較した上で、翻訳規則を作る際にはどのような問題点
を解決すべきかについても論じる。

6.1 はじめに
第 5 章では、
「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節のテンス・アス
ペクト形式の翻訳を分析し、そのテンス・アスペクト形式をポルトガル語に訳す
場合の翻訳規則を提案した。また、本研究では、日本語のトキ節をポルトガル語
に訳す場合には Quando 節という時間を表す複文節が使われると指摘し、トキ節
と Quando 節のテンス・アスペクトの振る舞いを比較してきた。ところが、「日
葡対訳データベース」から抽出されたトキ節のうち、Quando 節として訳されて
いない例も確認され、特に、
（1）のように、従属節を Ao + infinitivo51という動詞
の原形を使う省略従属節（Bechara 2006 の用語では、oração subordinada adverbial
temporal reduzida de infinitivo）として訳す例（8 例）と（2）のように Quando 節
の代わりに Enquanto 節を使う例（2 例）が見られた。

51

「Ao + infinitivo」という呼称は Lobo（2003）の用語に従っているものである。
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（1）夜が明けたとき、赤ん坊は既に死亡していた。
Ao amanhecer, o bebê já estava morto.
前置詞

夜が明ける-INF

冠詞

赤ちゃん

もう

死ぬ-PST-RES

（村上春樹『ドライブマイカー』、Drive my car）
（2）何の疑も起らない時は、私も実際に忙がしいのだろうと思っていたので
す。
Enquanto não duvidava de nada,
間

否定副詞

疑う-PST-IPFV 前置詞

acreditava que
信じる-PST-IPFV 関係代名詞

何も

ele era
彼

コピュラ動詞-PST

de fato
実際に

ocupado.
忙しい

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)）
（1）では「夜が明けた時」という従属節が、前置詞と定冠詞の短縮と動詞の原
形の組み合わせから構成される省略従属節 Ao + infinitivo として訳され、（2）で
は期間の同時性を表す Enquanto 節がトキ節の翻訳形式として使われている。ま
た、原文全体の意味、そして従属節と主節の間に見られる時間関係を表す意味で
は、
（1）と（2）の訳文は誤訳とは言い難い。しかし、
（1）と（2）では、Quando
節以外の翻訳が可能であるものの、どのようなトキ節の場合にこのような翻訳
が可能であるかについては検討の余地があると思われる。
本章では、
Ao + infinitivo と Enquanto 節を取り上げ Quando 節と比較した上で、
本研究でトキ節の翻訳形式として Quando 節を選択した理由について説明する。
また、Enquanto 節については、トキ節よりアイダ節に直接対応している形式で
あることを論じ、話し言葉コーパスにおけるアイダ節と Enquanto 節のテンス・
アスペクト的特徴と複文節としてのスコープ（複文節が括る意味・機能の範囲）
を対照する。さらに、この 2 つの複文節を比較した上で、今後の日葡対照研究に
おいて、翻訳規則を作成する際に考慮すべき点を指摘する。このように、日本語
とポルトガル語の時間を表す複文節の相関性について触れることで、今後の日
葡対照研究への貢献を目指す。
本章の構成は以下の通りである。まず、6.2 節では、Ao + infinitivo と Enquanto
節に関する先行研究の指摘をまとめる。次に、6.3 節では、Ao + infinitivo と
Enquanto 節という時間を表す複文節を取り上げ、Quando 節と比較した上で、ト
キ節の翻訳形式として Quando 節を選んだ理由について触れる。さらに、6.4 節
では、「日本語話し言葉コーパス（CSJ）」と「Projeto da Norma Urbana Oral Culta
do Rio de Janeiro（NURC-RJ）」という話し言葉コーパスにおけるアイダ節と
Enquanto 節をテンス・アスペクトの観点から比較し、日本語とポルトガル語の
時間の複文節のスコープという点で、この 2 つの複文節を対照する。また、アイ
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ダ節と Enquanto 節の翻訳規則を作成する際に、どのような点に注意を払うべき
かについても触れる。最後に、6.5 節では本章をまとめる。

6.2 先行研究
トキ節と Quando 節に関する先行研究については既に第 3 章で取り上げ、この
2 つの時間を表す複文節のテンス・アスペクト形式の振る舞いに関する共通点と
相違点について述べた。そのため、本章では、第 5 章までに扱ってこなかった
Ao + infinitivo と Enquanto 節という Quando 節の代わりに使われるトキ節の翻訳
形式に関する先行研究のみについて概観する。
ポルトガル語における時間を表す複文節のうち、最も頻繁に使われているの
が Quando 節であることは様々な先行研究で指摘されている（Neves 2000; Lobo
2003; Antonio 2012）。また、Antonio（2012）では、時間を表す複文節によって示
される情報を詳しく表すためには Quando 節以外の複文節が用いられることも
あると指摘されている。具体的に、Lobo（2003）では、Enquanto 節は、
（3）のよ
うに主節の出来事と従属節の出来事の成立期間が完全に重なることか、もしく
は、
（4）のように従属節の出来事が成立する期間中に主節の出来事が成立するこ
とを表す時間の複文節であるとされている。
（3）Enquanto o
間

冠詞

o Pedro viu
冠詞

固有名詞

João corrigiu

os testes,

固有名詞 採点する-PST-PFV 冠詞

テスト

os desenhos animados.

見る-PST-PFV 冠詞

アニメ

［João がテストを採点する間に、Pedro はアニメを見た。］（期間の重複）
（4）O João adormeceu enquanto a mãe lhe cantava uma cantiga.
冠詞

固有名詞

眠りにつく-PST-PFV

間

冠詞

母親

彼に

歌う-PST-IPFV 冠詞

歌

［母親が子守歌を歌っている間に、João は眠ってしまった。］（従属節の
出来事が成立する期間中に主節の出来事が成立する）
（いずれも Lobo 2003: 83、下線は本論文の筆者による）
また、Enquanto 節は以上のように時間関係を表す複文節であるが、Lobo（2003）
では、従属節の出来事には時間の幅があることが含意されると指摘されている。
このように、Enquanto 節は従属節と主節の時間関係を表し、またその時間関係
は「同時性」であるため、Quando 節と共通点があると考えられる。ただし、Quando
節と違って Enquanto 節の場合は、従属節の出来事が長期的であることが含意さ
144

第 6 章 「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節

れ、時間の同時性ではなく、期間の同時性が表されるということが指摘できる。
さらに Enquanto 節とは異なる時間の複文節として、Ao + infinitivo が挙げられ
る。Lobo（2003）では、Ao + infinitivo は主節の出来事が従属節の出来事と時間
的に重なっていること、或いは主節の出来事が従属節の出来事が成立した直後
に成立することを表す複文節であると説明されている。つまり、Ao + infinitivo
によって、
「重複的同時性」と「限界達成直後の段階との同時性」を表すことが
できる。
（5）Ao abrir

a

前置詞＋開ける-INF

caixa, Pandora libertou

冠詞

箱

固有名詞

os

解放する-PST-PFV 冠詞

males do mundo.
悪

前置詞

世界

［箱を開けたとき、パンドラは世界の悪を解放した］
（限界達成直後の段
階との同時性）
（6）Ao correr, o Zé sentiu-se mal.
前置詞＋走る-INF 冠詞

固有名詞 気分が悪くなる-PST-PFV

［走っているとき、Zé は気分が悪くなった。］（重複的同時性）
（いずれも Lobo 2003: 88、下線は本論文の筆者による）
（5）では、従属節の出来事が限界を達成した直後に、主節の出来事が成立する
というテンス・アスペクト的解釈になり、
（6）では、
「走る」という出来事と「気
分が悪くなる」という出来事が重なっており、時間的前後関係は捉えられない。
つまり、Quando 節と同じように、Ao + infinitivo の場合にも、文脈等によって主
節と従属節の同時性のタイプが変わると言える。しかし、Quando 節と相違点も
あり、Ao + infinitivo の従属節は変化或いは動作を表す動詞のみを採り、状態動
詞やコピュラ動詞は採らない（Lobo 2003:88）という点では Quando 節と異なっ
ていると思われる。
（7）は Quando 節と Ao + infinitivo の違いを示す好例である。
（7a）は、Quando 節であるため、従属節述語は状態動詞（Estar）であっても非
文にならないが、その一方で、
（7b）では Ao + infinitivo が用いられているため、
「estar」という状態動詞の使用が容認されない。
（7）a. Quando estava
とき

doente, Maria leu

コピュラ動詞-PST-IPFV 病気

固有名詞

muitos livros.

読む-PST-PFV たくさん

本

［病気だった/のとき、マリアは本をたくさん読んだ。］
b. *Ao estar
doente, Maria leu
muitos livros.
前置詞＋コピュラ動詞- INF

病気

固有名詞

読む-PST-PFV

たくさん

本

［病気だったとき、マリアは本をたくさん読んだ。］
（いずれも作例）
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以上のように、Enquanto 節も、Ao + infinitivo も従属節と主節の同時性を表す
という意味では、Quando 節と共通しているが、出来事の時間の幅の有無や共起
できる動詞の制約等という相違点もあることが指摘できる。以下、6.3 節では、
それぞれの時間の複文節とトキ節の相違点や共通点について述べ、本研究でト
キ節の翻訳形式として Quando 節を選択した理由を詳しく説明する。

6.3 「Ao + infinitivo」「Enquanto 節」と「Quando 節」のス
コープと「トキ節」との相関性
まず、ポルトガル語における、時間の複文節には、時間関係を表す機能の他に、
条件性を表す機能もあることは先行研究において指摘されている（Neves 2000;
Hirata-Vale 2008; Antonio 2012）。具体的に、Neves（2000）では、時間を表す複文
節に条件性の解釈をもたらす要素として、反復性を含意する継続性アスペクト
や習慣の意味を表す要素等があげられている。また、条件性のタイプによって、
主節と従属節のテンス・アスペクト形式も変わることがあると説明されている。
例えば、仮定条件の場合には、Presente simples と Pretérito perfeito というテンス・
アスペクト形式が使われるのに対し、一般・恒常条件の場合には、Presente simples
と Pretérito imperfeito という継続性を表す形式が使われると指摘されている。さ
らに、先行研究では、条件性を表す時間の複文節という全称が見られるが、用例
は基本的に Quando 節を扱うものである。これは、ポルトガル語における時間の
複文節の代表的な形式としての Quando 節のステータスを裏付けるものであり、
本研究でトキ節の翻訳形式として Quando 節を選んだ理由の一つでもある。
次にポルトガル語と同様に、日本語の時間の複文節でも、条件性を表すものも
見られる。例えば、Ananth（2006）では、日本語のタラ節、トコロ節とトキ節と
いう時間の複文節が比較されており、それぞれの複文節は、時間性を表すのみで
はなく、条件性を表すこともあると説明されている。また、トキ節に関しては、
条件性が表されることもあるものの、その読みは（8）のように、従属節述語が
用言（形容詞と動詞）の場合にのみ可能であると指摘されている。
（8）a. Neru toki-wa denki-o kesite oite.
sleep ToKI-Top light-Acc switch off
'Switch off the lights if/when you sleep.'
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b. Isogasii toki-wa yame-masyoo ne.
busy ToKI-Top give up-let's SFP
'Let's cancel it if we are busy.'
（いずれも Ananth 2006: 22-23、下線は本論文の筆者による）
（8）のいずれの例では、
「寝るとき」や「忙しいとき」は特定のアクチュアルな
時間ではないため、主節と従属節は時間的関係より、条件的関係によって結ばれ
ていると思われる。また、本研究の第 3 章の調査でも明らかになったように、ト
キ節は Quando 節と同様に一般・恒常条件を表すために頻繁に用いられる。例え
ば、CSJ から抽出された（9）はその好例である。
（9）一方下降の方が強く活性化される時には下降と符号化される訳です
（CSJ-A01F0143）
（9）の例では、
「「活性化される」という事態が成立する場合には、
「符号化され
る」という事態も成立する」という条件性を表す解釈になる。また、後述するよ
うに非アクチュアルな現在が用いられているため、事態が一回的ではなく、多回
的に捉えられるため、一般・恒常的条件を表していると思われる。
以上のように、トキ節と Quando 節は時間性を持つとともに条件性も持つとい
うことが指摘できる。また、トキ節と Quando 節がそのような共通点を持ってい
るため、相互に対応する複文節であると思われる。しかし、第 5 章の調査では、
トキ節の翻訳形式として Ao + infinitivo と Enquanto 節も見られたため、トキ節と
相互に対応する複文節は Quando 節以外にもあると考えられる。そこで、本節で
は、
「時間性」という基本的要素に加え、
「条件性」と「否定文との共起」の観点
から、Ao + infinitivo、Enquanto 節、Quando 節それぞれの複文節が担う意味・機
能の範囲を比較する。また、比較した上で、それぞれの複文節が日本語のトキ節
とどのように対応しているかについて触れ、最後に Quando 節とトキ節との相関
性について論じる。さらに、便宜上、
「複文節の担う意味・機能の範囲」という
意味を表す用語として、本研究では「スコープ」という名称を用いる。この名称
は、先行研究では「複文節が担う意味・機能の範囲」という意味を表す用語が見
当たらず、より適切な名称も見当たらないという消極的な理由で便宜的に使用
しているものである。
「時間性」の観点からは、先行研究でも Ao + infinitivo、Enquanto 節、Quando
節はいずれも従属節と主節の時間的関係を表す複文節であるとされている
（Lobo 2003）。その意味では、いずれの複文節も「時間性」を持つと考えられる。
ただし、Ao + infinitivo と Quando 節に関しては、従属節の出来事に時間の幅が含
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意されることについての指摘は先行研究では見当たらないのに対して、Enquanto
節については従属節の出来事が時間の幅を持たなければならず、
（部分的または
重複した）期間の同時性を表す複文節であるという指摘がある（Lobo 2003）。こ
れに照らすと、Enquanto 節は、時間の同時性を表すトキ節よりも、期間の同時性
を表すアイダ節と対応している複文節であると考えられる。例えば、第 5 章の
調査で「日葡対訳データベース」から抽出されたトキ節のうち、Enquanto 節とし
て翻訳されたトキ節は、
（10）のように従属節の出来事は長期的であると捉えら
れるものと（11）のように「時間性」（期間性）とともに「条件性・限定性」を
強調した翻訳であるのとの 2 例のみである。これは、Enquanto 節の時間性はト
キ節の時間性とは多少異なっていることを示唆している。
（10）光子は、そのときにはもう、優一郎が眠るとき脇に置いていたカマを拾
い上げていた。
Nesse momento, Mitsuko já havia recolhido a foice que Yuichiro mantinha a
seu lado enquanto dormia.
間

眠る-PST-IPFV

（高見広春『バトルロワイアル』、Battle Royale）
（11）何の疑も起らない時は、私も実際に忙がしいのだろうと思っていたので
す。
Enquanto não duvidava de nada, acreditava que ele era de fato ocupado.
間

否定副詞

疑う-PST-IPFV 前置詞

何も

（夏目漱石『こころ』、Coração (Kokoro)、（2）の再掲 ）
（10）でも（11）でも、従属節述語は長期的動作の意味をもたらす Pretérito
imperfeito というテンス・アスペクト形式を用いており、従属節と主節の関係は
期間の同時性であると言える。また、
（12）では、
（10）のトキ節をアイダ節に置
き換えても、文全体の意味は大きく変わらないことからも、この例では期間の同
時性が表されていることが窺えられる。
（12）光子は、そのときにはもう、優一郎が眠る間脇に置いていたカマを拾い
上げていた。
また、日本語の先行研究でも、トキ節とアイダ節が置き換え可能な場合もある
と指摘されている（濱田 1999; 工藤 1995）。ただし、濱田（1999）では、（13）
のようにアイダ節とトキ節の置き換えが可能な場合もあるが、アイダ節の場合
には期間性が強調されるため、
（14）のような例ではトキ節とアイダ節の置き換
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えが不可能であると述べられている。
（13）地上を走っている時/間はさほど感じなかったが, 地下に入った途端に
うるさくなった｡
Quando/Enquanto estava correndo sob a terra, eu não senti tanto, mas assim que
entrou no subsolo ficou barulhento
（14）さあ、コーヒーを入れる? 時/ 間, あっちで休むといいよ｡
?Quando/Enquanto faz o café, é bom dar uma descansada ali.
（いずれも濱田 1999: 11、ポルトガル語訳は本研究の筆者による）
また、ポルトガル語でも、（13）では、Enquanto 節と Quando 節が問題なく置き
換えられるのに対して、（14）では、Enquanto 節を Quando 節に置き換えること
によって、文の容認度が下がると思われる。
このように、従属節述語は長期的な出来事（期間）を表すトキ節の場合には、
Enquanto 節が翻訳形式として使われるのに対して、期間性を持たないトキ節は
Enquanto 節として翻訳されない点が指摘できる。即ち、Quando 節と Ao + infinitivo
と違って、
「時間性」の観点からトキ節と Enquanto 節は部分的にのみ対応してい
ると言える。
続いて「条件性」に関しては、様々な条件の種類があることを断っておかなけ
ればならない。前田（2014:300）によると、「条件の表現は、前件と後件の因果
関係が一回のことを述べるのか、または多回的な事態を述べるのか、まだ実現し
ていない事態について述べるのか、すでに実現している事態について述べるの
か、さらに実現していない事態については、今後実現の可能性がある事態として
述べるか、実現の可能性のない事態を起こったと仮定して述べるか、という観点
から」分類されるという（図 6₋1）。
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【図 6₋1】

条件の分類（前田 2014:301）

上述のようにトキ節と同様に、Quando 節もテンス・アスペクト形式や文脈に
よって、条件性を表すことができる。例えば、
（15a）では、主節と従属節のテン
ス・アスペクト形式は Presente simples であり、文全体の解釈は「従属節の事態
が成立すれば、主節の事態も成立する」ということになる。つまり、多回的な事
態であり、一般・恒常的条件文である。一方で、
（15b）は多回的な事態ではなく、
一回的な事態である。また、従属節の事態が仮定され、その事態が成立した場合
にどうなるかという点が主節で予想されているため、仮説的条件文であると言
える（前田 2014）。また、
（15c）の場合、従属節の事態と主節の事態が共に事実
であり、かつ、従属節と主節で、因果関係が生じることが表されているため、事
実的条件文であると言える。このように、Quando 節によって、様々な条件の種
類が表されると言える。
（15）a. Quando não trabalho, me sinto triste.
とき

否定副詞

働く-PRS

感じる-PRS

悲しい

［働かない時/場合は、悲しくなる］
b. Quando ficar com medo, pode me chamar.
とき

なる-FUT-SJV 前置詞

恐怖

できる-PRS

私を

呼ぶ-INF

［怖くなった時/場合は、私を呼んでもいいよ］
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c. Quando abri
とき

a

janela do hotel, pude

開ける-PST-PFV 冠詞 窓

前置詞

ホテル

ver

o

できる-PST-PFV 見る-INF 冠詞

monte Fuji.
富士山

［ホテルの窓を開けたとき/開けると、富士山が見えた］
（いずれも作例）
さらに、Quando 節と同じように、Ao + infinitivo も条件性を持っており、様々
な条件の種類を表すことができると考えられる。例えば、
（16）からも分かるよ
うに、（15b）（15c）の例で Quando 節を Ao + infinitivo に置き換えても全体的な
文意が保たれ、条件性も表されている。
（16）a. Ao ficar
前置詞＋なる-INF

com medo, pode me chamar.
前置詞 恐怖

できる-PRS

私を

呼ぶ-INF

［怖くなった時/場合は、私を呼んでもいいよ］
b. Ao abrir a janela do hotel, pude
ver o monte Fuji.
前置詞＋開ける-INF

冠詞

窓

前置詞

ホテル

できる-PST-PFV 見る-INF 冠詞

富士山

［ホテルの窓を開けたとき/開けると、富士山が見えた］
（いずれも作例）
（15a）の場合、Ao + infinitivo が Quando 節の代わりに使うことができないが、
後述するようにこれは Ao + infinitivo が表す条件性に関する問題ではなく、否定
文との共起に関する問題であると考えられる。また、この点については（17）の
ように、（15a）から否定の副詞を取り除けば、Ao + infinitivo の使用が容認され
ることからも裏付けられていると言える。
（17）a. Quando trabalho, me sinto triste.
とき

働く-PRS

感じる-PRS

悲しい

［働いている時/場合は、悲しくなる］
b. Ao trabalhar, me sinto triste.
前置詞＋働く-INF

感じる-PRS

悲しい

［働くと、悲しくなる］
（いずれも作例）
（17b）からも分かるように、肯定文の場合、Ao + infinitivo を使っても一般・恒
常的条件を表すことが可能である。ただし、
（17b）の日本語訳からも分かるよう
に、Ao + infinitivo を使った場合、時間性と条件性に加え、
「因果関係」という要
素も強調される（そのため、日本語訳では「働かないと」が使われている）。こ
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の現象は、Ao + infinitivo が「従属節の事態が限界を達成した直後、主節の事態
が成立する」という時間関係を表す（Lobo 2003）ため、Ao + infinitivo に「因果
関係」を表す機能もあることに起因している可能性がある。特に、否定文と共起
する場合、Ao + infinitivo は時間性を完全に失い「因果関係」のみを表すという
Lobo（2003）の指摘が Ao + infinitivo の「原因性」を示唆している。この点につ
いては、「否定文との共起」を分析する際に詳しく述べる。
また、Enquanto 節に関しても、条件性を表す機能があることが窺える。
（18）Enquanto há
間

vida, há

ある-PRS-IPFV 命

esperança.

ある-PRS

希望

［命がある限り、希望がある/生きてさえいれば希望がある。］
（作例）
（18）では、
「希望がある」ことの最低条件として、
「生きていること」があげら
れているため、条件性があると思われる。また、
「生きる」と「希望がある」と
いう期間として捉えられる 2 つの事態が共存しているため、期間の同時性を表
す Enquanto 節が使われる。ただし、Enquanto 節が条件性を表すのは（18）のよ
うな場合のみであり、
（19）のように（15）の文の Quando 節を Enquanto 節に置
き換えると、条件性の種類が変わり、文意も異なるのである。

（19）a. Enquanto não trabalho, me sinto
間

否定副詞

働く-PRS

感じる-PRS

triste.

悲しい

［働かない限り、私は悲しくなる］
b. ??Enquanto ficar com medo, pode me chamar.
間

なる-FUT-SJV 前置詞

恐怖

できる-PRS

私を

呼ぶ-INF

［怖いと思っている間ずっと、私を呼んでもいいよ］
c. Enquanto abri
a janela do hotel, pude
ver o monte Fuji.
間

開ける-PST-PFV 冠詞

窓

前置詞 ホテル

できる-PST-PFV 見る-INF 冠詞

富士山

［ホテルの窓を開ける習慣を持っている間ずっと、富士山が見えた］
（いずれも作例）
（19）の日本語訳では、トキ節も使われておらず、条件性も全体的な文意も（15）
の文とは異なっている。従って、Enquanto 節は条件性の観点では、Quando 節と
比較して表し得る条件の種類が少なく、トキ節が複文節として表す意味のうち、
Enquanto 節が表し得ないものもあると言えよう。また、Quando 節と Enquanto 節
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の時間性の違いがそれぞれの複文節が表す条件性にも影響を与えると考えられ
る。トキ節と同様に、Quando 節は「重複的同時性」のみではなく「限界達成前・
後の段階との同時性」を表すこともできる。そのため、Quando 節は、従属節と
主節の「継起性」を表すことによって、条件性が含意する「因果関係」
（前田 2014）
も生じやすくなる可能性がある。一方で、「期間の同時性」しか表し得ない
Enquanto 節の場合は、因果関係の読みが生じにくいと考えられる。
以上のように、Quando 節は様々な条件性を表すことができ、その条件性もト
キ節と対応している。また、Ao + infinitivo も、Quando 節が表す条件性を表すこ
とができると思われる。さらに、Enquanto 節にも条件性を表すことができるも
のの、Quando 節と比較すると表し得る条件の種類が少なく、トキ節が複文節と
して表す意味の中には、Enquanto 節では表し得ないものもある。従って、条件性
の観点から考えると、Quando 節はトキ節と最も直接的に対応する複文節である
と言える。
最後に、
「否定文との共起」に関しては、Quando 節には肯定文・否定文のいず
れと共起しても、時間性や条件性が大きく変わらないのに対して、Ao + infinitivo
と Enquanto 節の場合は、否定文と共起することによって複文節の意味が変わる
という違いが見られる。この現象は（20）のように、
（15a）の Quando 節を Ao +
infinitivo と Enquanto 節に置き換えることによって、観察される。
（20）a. Quando não trabalho, me sinto triste.
とき

否定副詞 働く-PRS

感じる-PRS

悲しい

［働かない時/場合は、悲しくなる］
b. ??Ao não trabalhar, me sinto triste.
前置詞 否定副詞

働く-INF

感じる-PRS

悲しい

［働かないと、悲しくなる（働かないことの結果として、私は悲しく
なる）］
c. Enquanto não trabalho, me sinto triste.
間

否定副詞

働く-PRS

感じる-PRS

悲しい

［働かない限り、私は悲しくなる］
（いずれも作例）
（20b）からも分かるように、Quando 節を Ao + infinitivo に置き換えることによ
って、文の容認度が下がる。また、置き換えた後も Quando 節が表す条件性が保
たれているものの、その条件性は「原因」という要素も持ち、文全体は「因果関
係」を表してしまう。Lobo（2003）では、共起する要素によって、Ao + infinitivo
は時間関係ではなく、従属節と主節の因果関係を表すため、その場合は原因の複
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文節として働くと説明されている。また、その変化をもたらす要素のうちの 1 つ
として、否定文が挙げられている。
（21）Ao não
前置詞

否定副詞

responder à
答える-INF

前置詞＋冠詞

questão que
質問

関係代名詞

aquele político deixou implícita a
あの

政治家

暗示する-PST-PFV

lhe colocaram,
彼に

尋ねる-PST-PFV

sua posição.

冠詞

彼の

立場

［聞かれた質問に答えないことによって、その政治家は自分の意見を暗
示した］
（Lobo 2003: 88）
（21）では、「ao não responder à questão que lhe colocaram」（質問に答えないこと
によって）という従属節と「aquele político deixou implícita a sua posição」（その政
治家は自分の意見を暗示した）という主節は時間関係ではなく、因果関係によっ
て結ばれていると言える。従って、従属節は主節の成立時間を示すのではなく、
主節を説明する理由を指しているということになる。また、
（22）のように、
（21）
を肯定文にすると、時間性がさらに強まり、
「従属節の事態が限界を達成した直
後、主節の事態が成立する」という時間関係が表されるようになるため、否定文
が時間関係を弱める役割を果たすことが推測される。
（22）Ao responder à
前置詞

答える-INF

前置詞＋冠詞

questão que
質問

lhe colocaram,

関係代名詞

彼に 尋ねる-PST-PFV

aquele político deixou implícita a sua posição.
あの

政治家

暗示する-PST-PFV

冠詞

彼の

立場

［聞かれた質問に答えたとき/答えると、その政治家は自分の意見を暗示
した］
さらに、Lobo（2003）等では言及されていないが、
（20b）が不自然であるのに対
して、
（21）は自然であることには意図性が関係している可能性がある。
（21）で
は、「質問に答えない」という否定の事態には、意図的な行為が含意されるが、
その一方で、
（20b）における「働かない」という否定の事態には意図性が含意さ
52
れていない 。また、
（23）のように、
「働かない」という否定の事態に意図性が
ある場合、その文は問題なく容認される。
（20b）
「Ao não trabalhar, me sinto triste.」
（働かないと、悲しくなる）の場合は、
「働きたくて
も働けない」というやむを得ない状況であるという読み込みが可能であるため、（20b）に意図
性がないと考えられる。
52
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（23）Ao não trabalhar durante a greve dos
前置詞

否定副詞

ele se
彼

働く-INF

期間

冠詞

ストライキ

前置詞

funcionários,
社員

posicionou contrariamente às

再帰代名詞

反対する-PST-PFV

diretrizes da empresa.

前置詞+冠詞

方針

前置詞

会社

［ストライキの期間中働かないことによって、彼は、会社の方針に反対
していることを明示した。］
（作例）
このように、否定文との共起によって、Ao + infinitivo が時間の複文節ではなく
なるため、その点では、トキ節と対応していない。また、第 5 章で扱ったトキ節
のうち、Ao + infinitivo として訳された例のすべては肯定文であることが、その
証左であると言える。
なお、Enquanto 節の場合は、否定文との共起によって、主節と従属節の時間関
係は保たれるものの、その時間関係に限定性という意味が加えられる。Lobo
（2003:84）では、Enquanto 節が否定文と共起する場合に、その従属節は主節の
事態が成立する期間を限定する機能を果たすと説明されている。つまり、（24）
のように、このような Enquanto 節は、アイダ節と違って期間の開始時点と終了
時点、両方に焦点を当てるのではなく「マデ（ニ）」のように、終了時点のみに
焦点を当てる期間限定系列（工藤 1995）の複文節であると思われる。
（24）Não saio
否定副詞

de casa enquanto o João não chegar.

出る-PRS 前置詞 家

間

冠詞 固有名詞

否定副詞

着く-FUT-SJV

［João が着くまで、私は家を出ない］
（作例）
（24）の例は主節と従属節の時間関係を表す意味では、トキ節と対応しているが、
その時間関係は同時性ではなく、期間限定であるという点では、対応していない。
つまり、Enquanto 節が否定文と共起する場合は、トキ節の表す時間性と条件性
が変わってしまうということになる。
以上をまとめると、
「否定文との共起」の観点から見ても、トキ節と対応する
ポルトガル語の時間の複文節は Quando 節のみであると言える。また、
「時間性」
と「条件性」の観点から Ao + infinitivo と Enquanto 節はトキ節と共通点を持って
いるものの、その共通性は部分的である場合もある。つまり、この 3 つの基準か
ら見れば、トキ節と Quando 節のスコープは Ao + infinitivo と Enquanto 節より広
いと考えられる。以下の表 6-1 は、「時間性」「条件性」「否定文との共起」とい
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う観点から見られた Ao + infinitivo、Enquanto 節、Quando 節とトキ節との対応を
まとめたものである。
【表 6-1】Ao + infinitivo、Enquanto 節、Quando 節とトキ節の対応
基準
複文節

時間性

条件性

否定文との共起

Quando 節

〇

〇

〇

Enquanto 節

△

△

✖

Ao + infinitivo

〇

〇

✖

〇対応している

△部分的に対応している

✖対応していない

以上のように、すべての基準においてトキ節と対応する時間の複文節は Quando
節のみであることが明らかになった。また、第 3 章の調査では、トキ節と Quando
節の絶対的・相対的テンスの使用が量的にも質的にも異なっていることが明ら
かになったが、主節と従属節の関係を表す複文節であるという点、
「重複的同時
性」と「限界達成前・後の段階との同時性」を表し得るという点、そして、肯定・
否定やテンス・アスペクト形式の制約がないという点においては、この 2 つの
複文節が対応していると思われる。また、Ao + infinitivo と Enquanto 節にはトキ
節として翻訳されない例があるものの、本研究で扱った対訳データベースや話
し言葉コーパスの分析では、Quando 節に訳されないトキ節は確認されておらず、
その逆も同様である。そのため、本研究で行ってきた調査や分析によって、
Quando 節とトキ節が相互に対応している複文節であるという結論に至った。ま
た、このような相関性が見られるため、トキ節の翻訳形式として、部分的にしか
対応しない Ao + infinitivo と Enquanto 節ではなく、Quando 節を選択したのであ
る。もちろん、因果関係が強調される文脈等では、Quando 節より、Ao + infinitivo
を用いるとより正確な訳文を得られるという可能性は否定できない。しかし、翻
訳規則を作成する際、最も相関性のある複文節を翻訳形式として選ぶことによ
って、規則の数を減らすことも可能であり、文全体の意味を適切に表すことも可
能である。このような点から翻訳精度の向上も期待できると思われる。
最後に、本節では、Enquanto 節とアイダ節の対応について触れておきたい。既
に Enquanto 節は期間を表す時間の複文節であるため、トキ節より、アイダ節と
対応していることを指摘した。しかし、
（25）のように、Enquanto 節がアイダ節
として訳されない場合もある。
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（25）c. Enquanto não trabalho, me sinto triste.
間

否定副詞 働く-PRS

感じる-PRS

悲しい

［働かない限り、私は悲しくなる］
（（20c）の再掲）
（25）の訳文では、Enquanto 節はアイダ節ではなく「限り」として訳されてい
る。つまり、Enquanto 節とアイダ節が唯一の形式として相互に対応していると
は言い難い。このような完全には対応していない複文節の翻訳規則を作成する
場合には、それぞれの複文節のスコープを調べた上で、両者がどの程度対応して
いるかを把握する必要がある。次節では、この点について特にアイダ節と
Enquanto 節の比較を試みる。

6.4 話し言葉コーパスにおけるアイダ節と Enquanto 節の
比較
前節では、トキ節と Quando 節、Enquanto 節、Ao + infinitivo のスコープを比較
し、トキ節と相互に対応する複文節は Quando 節のみであることを主張した。ま
た、Enquanto 節は主節と従属節の時間関係を表す複文節であるものの、その時
間関係は「期間の同時性」であるため、トキ節よりも日本語のアイダ節と対応し
ていると指摘した。
（26） a. あなたが寝ている間、私はずっと仕事していた。
b. Enquanto minha mãe cozinhava, eu assistia televisão.
間

私の

母

料理する-PST-IPFV 私

見る-PST-IPFV

テレビ

［母が料理を作っている間、私はテレビを見ていた。］
（いずれも作例）
（26）のポルトガル語の例でも日本語の例でも 2 つの出来事の同時性が表され
ており、その同時性はある期間にわたっていると言える。そういう意味では、ア
イダ節と Enquanto 節は対応している複文節であると考えられる。しかし、（25）
の例のように、Enquanto 節はアイダ節として訳されない場合もあるため、その
対応は完全なものではない可能性がある。このような対応の問題は、機械翻訳で
使われる翻訳規則を考える際には非常に重要であると言える。しかし、上述した
ように日葡対照研究は未だ少なく、特にアイダ節と Enquanto 節を扱う研究は管
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見の限り見当たらない。
本研究では、
「日葡対訳データベース」を用い、トキ節におけるテンス・アス
ペクト形式に関する翻訳規則を提案することによって、今後の機械翻訳に関す
る日葡対照研究のモデルを作ることを目指している。しかし、トキ節以外の時間
の複文節の翻訳規則を作成する際に、どのような点に注目する必要があるかに
ついてはまだ言及していない。そのため、本節では、日本語とポルトガル語それ
ぞれの実際の会話を扱う話し言葉コーパスで検索し、得られた例を分析した上
で、期間の同時性を表すアイダ節と Enquanto 節を対照する。また、機械翻訳で
使われる翻訳規則という観点からその 2 つの複文節の相違点や共通点を考える。
さらに、各複文節におけるテンス・アスペクト形式の使用と組み合わせ、相対・
絶対的テンスの使用等に限らず、アイダ節と Enquanto 節の意味のスコープにも
焦点を当てる。このように検討は、今後のテンス・アスペクト体系や機械翻訳を
扱う日葡対照研究に対してさらなる研究課題の手がかりを与えることができる
と思われる。

6.4.1 アイダ節と Enquanto 節に関する先行研究
工藤（1992）では、アイダ節は期間限定系列の従属節であるとされており、期
間の開始時点と終了時点を示すものであるとされている。さらに、トキ節と同じ
ように、アイダ節の従属節述語としてル形・タ形が使われたときには（27）のよ
うに「限界達成前の段階との同時性」
「限界達成後の段階との同時性」という形
でのアスペクト対立が前面化されると説明されている（工藤 1992：175）。
（27）a.ちょっとサングラスをはずす間に、帽子を吹き飛ばされてしまった。
〈限界達成前〉
b.ちょっとサングラスをはずした間に、目に砂が入ってしまった。
〈限界達成後〉
（工藤 1992: 175、下線は本論文の筆者によるものである）
また、工藤（1992）によると、アイダ節には絶対的テンスを使う場合もあると
いう。同時関係を表す時間の複文節の場合には（28）のように、相対的テンスに
よって主節の出来事時との同時性を前面化させる場合と、絶対的テンスによっ
て発話時との関係の方を前面化させる場合がある（工藤 1992）。
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（28） a. 京都にいる間、ずっと雨だった。〈相対的テンス〉
b. 京都にいた間、ずっと雨だった。〈絶対的テンス〉
（工藤 1992: 176、下線は本論文の筆者による）
以上のように、工藤（1992）ではアイダ節におけるテンス・アスペクト形式の使
用や絶対的・相対的テンスの使用について説明されている。しかし、工藤（1992）
では、アイダ節におけるテンス・アスペクト形式の使用に関する制限等について
言及されていない。
それに対してアイダ節のテンス・アスペクト形式の使用については、濱田
（1999）でより詳しく説明されている。特に、濱田（1999）では、限界達成後の
段階のアイダ節、つまり過去形を使うアイダ節は特殊な状況でしか観察されな
いと説明されている。まず、過去形が生じるのは動作動詞の継続形の場合のみで
あると説明されており、アイダ節においては、発話時以前の事態、すなわち過去
の事態を表す場合は、発話時を基準時に設定するのは稀で、専ら主節時を基準時
に設定すると論じられている。さらに、工藤（1992）の指摘の通り、タ形が使わ
れる場合は、限界達成後の段階という解釈になると説明されている。ただし、こ
のアスペクトとしての夕形が出現する状況はかなり限られており、アイダ節の
述語が限界達成後の段階を表し得るもの、すなわち結果状態を表すものでなけ
ればならないと指摘されている。
また、濱田（1999）では、アイダ節のテンスは非過去形であれば、テイル形と
ル形の置き換えが可能な場合が多いが、ル形はどのような文でも使用可能なわ
けではないと論じられている。アイダ節では、ル形は主節述語が状態性を示すも
のである場合と従属節の述語が動作継続を表すものの場合にのみ使用可能であ
ると説明されている｡一方で、テイル形の使用制限に関しては言及されていない。
以上の先行研究は、アイダ節のテンス・アスペクト形式の解釈やテンス・アス
ペクト形式の使用制限について触れているが、アイダ節の使用実態に関しては
言及していない。また、ポルトガル語の Enquanto 節とアイダ節を対照する研究
も管見の限り見つからなかった。
なお、ポルトガル語の Enquanto 節については Bechara（2006）が従属節と主節
の同時性を表す複文節であると説明している。また、（29）のように、Enquanto
節の表す同時性はある期間に亘る継続的なものであると指摘している。
（29）Dormia enquanto o professor dissertava.
寝る-PST-IPFV 間

冠詞

先生

説明する-PST-IPFV

［先生が説明している間彼は寝ていた。］
（Bechara 2006: 502）
159

第 6 章 「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節

Bechara（2006）では、ポルトガル語の複文節における絶対的・相対的テンスの
使用について言及されていない。しかし、第 3 章でも述べたように、Quando 節
には、ある状況のもとで相対的テンスが生じることもあるため、ポルトガル語に
も相対的テンスが発生することがあると考えられる。

6.4.2 調査方法及び結果
本節の目的は、アイダ節と Enquanto 節の使用実態を明らかにするとともに両
形式の対応を明らかにすることである。そのため、実際の発話を扱う話し言葉コ
ーパスでアイダ節と Enquanto 節を検索し、得られた用例について分析を行った。
日本語の場合、CSJ を用い、
「「う、く、ぐ、す、つ、ぬ、ぶ、む、る」＋「間」」
と否定形の「ない間」
（両方を合わせて、ル間と称する）、
「「ている、でいる、て
る、でる」＋「間」」と否定形の「「ていない、でいない、てない、でない」＋「間」」
（両方を合わせて、テイル間と称する）、
「「た、だ」＋「間」」と否定形の「なか
った間」
（両方を合わせて、タ間と称する）、
「「ていた、でいた、てた、でた」＋
「間」」と否定形の「「ていなかった、てなかった」＋「間」」
（両方を合わせて、
テイタ間と称する）を検索した。
ポルトガル語の場合は、NURC-RJ を用いて、
「enquanto」を検索し、当てはま
らないものを手作業で排除した。
検索の結果、アイダ節 103 例、Enquanto 節 53 例が確認された。それらの例に
ついて、従属節と主節のテンス形式を分類した後、従属節のテンスが絶対的テン
スであるか相対的テンスであるかを判定した。また、テンス・アスペクト形式の
制限があるか分析し、アイダ節と Enquanto 節のスコープについても分析した。

6.4.3 考察
6.4.3.1 アイダ節
CSJ から抽出されたアイダ節の 103 例のうち、ル間は 30 例、テイル間は 72
例、テイタ間は 1 例確認された。タ間の例は 1 例も確認できず、濱田（1999）の
指摘の通り、その形式は非常に制限された状況の下でしか発生しないことが確
認できた。また、否定形の場合も、非過去のテンス形式を使う例しか確認されな
かった。
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主節と従属節のテンス・アスペクト形式の組み合わせに関しては、様々なパタ
ーンが見られることが明らかになった。表 6-2 はアイダ節 103 例の従属節と主節
のテンス・アスペクト形式の組み合わせをまとめたものである。
【表 6-2】CSJ から抽出されたアイダ節の
テンス・アスペクト形式の組み合わせ
主節

ル形

テイル形

タ形

テイタ形

ル形

18 例

4例

8例

0例

テイル形

35 例

11 例

20 例

6例

タ形

0例

0例

0例

0例

テイタ形

0例

0例

1例

0例

従属節

テイル間の場合、
（30）のように主節のテンス・アスペクト形式には「ル」
「テイ
ル」「タ」「テイタ」、すべての形式が使用されている。
（30）a. えまそれを浸してる間にお味噌汁の方を作ります（CSJ-S08F1039）
b. お風呂入ってる間ずっと階段のところで座って待ってますし
（CSJ-S07F1023）
c. スキーをおーしてる間にえ思わぬまー怪我をしたんですけど
（CSJ-S00M0185）
d. 母があま食事を作ってる間にえー御飯とお漬け物をななぜかあの盗
み食いをよくしておりました
（CSJ-S05M1475）
また、主節が過去形の場合、基本的に相対的テンスが使われており、この場合
に絶対的テンスを使う例は 103 例のうち、（31）の 1 例のみであった。
（31）ということは寝ていた間ずっと私の口の中にホウレン草が残ったままと
いうことだったのです
（CSJ-S00F0736）
（31）の例では、従属節でも主節でも過去形が使われており、従属節の過去形は
発話時を基準にする絶対的テンスであると思われる。しかし、（32）のように、
この例のテイタ形をテイル形に置き換えても、文意が大きく変わらないという
ことから、絶対的テンスが義務的ではないことが推測される。つまり、今回の調
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査では、過去形しか使用できないアイダ節は確認されなかった。
（32）ということは寝ている間ずっと私の口の中にホウレン草が残ったままと
いうことだったのです
さらに、主節が非過去形の場合、基本的に、従属節と主節のテンス・アスペク
ト形式が同じであれば、絶対的テンスであり、従属節と主節のテンス・アスペク
ト形式が異なっていれば、相対的テンスであると解釈した。しかし、従属節も主
節も非過去形を使っている例のうち、
（33）のように劇的現在形を使うものも確
認された。
（33）で母の待っているテーブルに帰りました#私がトイレから出てテーブル
に向かう間日本語が聞こえます
（CSJ-S05F1018）
（33）の例では、
「帰りました」という部分から分かるように、話者が過去のエ
ピソードを語っていることが読み取れる。しかし、そのエピソードが今目の前で
起こっているかのように表現するために、次の文では現在形を使っていると思
われる。このような例は、
（33）以外にも 5 例確認された。こういった例におい
ての従属節と主節のテンス・アスペクト形式の分類は複雑であるが、文法性だけ
を優先し、ここでは絶対的テンスとして分類した。その結果、相対的テンスを使
う例は 34 例であり、絶対的テンスを使う例は 69 例であると判断した。
なお、アイダ節という複文節の意味のスコープについては、6.3 節でも述べた
ように、期間の同時性という基本的な意味に加えて、条件性を持つものもあり、
これは本調査でも確認された。
（34）だからあのーま今後共ずっとあのーんお友達付き合いっていうのはまー
あたし 足腰立つ間はずっと付き合っていきたいと思うんですよ
（CSJ-S10F0856）
（34）では「足腰が立つ」という事態と「付き合う」という事態の期間が同時的
に起こるという意味はもちろん表されているが、
「足腰が立つ限り付き合ってい
きたい」という換言も可能であることから条件性を持つと言える。このような条
件性はアイダ節にも、Enquanto 節にも見られた。
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6.4.3.2 Enquanto 節
次に NURC-RJ から抽出された Enquanto 節 53 例についても、様々なテンス・
アスペクト形式が見られた。Enquanto 節の述語には現在、過去、未来のテンス形
式も見られ、完成性、継続性のアスペクトも見られた。このことから、Enquanto
節には、テンス・アスペクト形式の制限がないと解釈できる。表 6-3 は Enquanto
節の従属節と主節のテンス形式の組み合わせをまとめたものである。
【表 6-3】NURC-RJ から抽出された Enquanto 節のテンス形式の組み合わせ
主節

現在

過去

未来

現在

17 例

2例

0例

過去

0例

24 例

0例

未来

8例

0例

2例

従属節

しかし、Enquanto 節のテンス・アスペクト形式に制限がないのに対して、従属
節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせには制限が見られる。また、こ
の制限は絶対的・相対的テンスに関わる問題であると思われる。表 6-3 から分か
るように、基本的に、主節と従属節のテンス形式は異なることがなく、従属節の
テンスは絶対的テンスになっていることが無標である。この点では、相対的テン
スを問題なく使用するアイダ節と大きく異なるものである。Enquanto 節の例の
うち、相対的テンスを使うものは現在形と過去形の組み合わせを採る（35）の例
のみである。
（35）（...）enquanto ele está dizendo um negócio a pessoa já,
間

彼

já fez

até

既に

まで

決める-PST-PFV

言う-PRS-PROG

冠詞

物

冠詞

人

既に

o gol（...） （NURC-RJ DID 100）
冠詞

ゴール

［彼（ナレーション）が何か言っている間、その人（プレイヤー）はも
う既にゴールも決めている］
（35）の全体的なアスペクト的意味は反復性・一般化であるため、現在形が使わ
れている。つまり、文全体のテンスは現在であり、従属節の過去形は発話時を基
準にしているものではなく、相対的テンスであると考えられる。つまり（35）の
過去形は、工藤（1992）で説明されている「限界達成後の段階」を表すものであ
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るとみなすことができる。また、訳文では、ポルトガル語の Pretérito perfeito（完
成性過去形）がテイル形に訳されている。このテイル形はある設定された時点に
おいて、それよりも前に実現した運動が引き続き関わり、効力を持っていること
を表すパーフェクト性（工藤 1989b）という派生アスペクト的意味を表している
ものである。また、
（35）では一般化を表しているのは主節ではなく、現在形を
採った従属節である。つまり基準時になっているのは従属節時であることが指
摘できる。このような例は Quando 節でも見られたものである（cf. 第 3 章）が、
出現頻度（Enquanto 節全体の約 2%）からも分かるように特殊な条件の下でしか
発生しない現象である可能性がある。まず、過去形がパーフェクト性を表すもの
ではなければならない。第 3 章で確認できた従属節時基準のすべての例はパー
フェクト性を表す過去形を使用しているものであった。次に、従属節と主節のス
テータスが中和しなければならない。ポルトガル語の文法上では「enquanto」と
いう表現を使う節を従属節として扱うことが基本であるが、
（35）の従属節は文
全体のテンスを担うほど主節から独立している。このことは従属節と主節のス
テータスが中和し、どの要素が主節であるか判定しにくくなっていることを示
唆している。従属節時が基準時になっているのは以上の 2 つの条件を揃えてい
るもののみであった。
また Enquanto 節にもアイダ節と同様に、期間の同時性に加えて条件性を持つ
例が見られた。
（36）E enquanto houvesse imaginação e papel
そして

間

ある-IPFV-SJV

em branco eu ia
前置詞 白

私

想像力

と

紙

escrevendo. （NURC-RJ DID 123）

行く-PST-IPFV 書く-PROG

［そして想像力と白い紙がある間はずっと書きつづけた。］
（36）は期間の同時性も条件性も持つ例である。原文では、従属節のテンス形式
は非アクチュアルなテンスを表すものであり、条件性を持つものである。つまり、
期間の同時性が表されているにも拘わらず、Enquanto 節の「時間性」が弱まっ
て、「ムード性」の方が前面化していると考えられる。
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6.4.3.3 「間」と「enquanto」のスコープと翻訳規則
以上をまとめると、アイダ節と Enquanto 節の間に絶対的・相対的テンスの使
用やテンス・アスペクト形式の制限等の相違点が見られたが、複文節としての意
味には、著しい差が見られなかった。また、両表現が期間の同時性を表すという
基本的な意味に加えて、
（37）のように、条件性（ムード性）が前面化するもう
一つの意味を表すこともある。
（37）a. あたし足腰立つ間はずっと付き合っていきたいと思うんですよ
（（34）の再掲）
b. E enquanto houvesse imaginação e papel em branco eu ia escrevendo.
（（36）の再掲）
このような例が両言語に見られることから、アイダ節と Enquanto 節の意味のス
コープは同じであり、アイダ節を Enquanto 節に、Enquanto 節をアイダ節に翻訳
するという規則を作ることが可能であると思われる。しかし、Enquanto 節の例
のうち、アイダ節の例に見られなかった意味を表すものが確認された。
（38） enquanto você não acertar
間

não

あなた 否定副詞 当てる-FUT-SJV 否定副詞

assiste minha aula. （NURC-RJ DID 115）
見る-PRS-IPFV

私の

授業

［あなたが（答えを）当てるまで（当てない限り/当てなければ）、私の
授業に出させないよ。
］
（38）は、否定文と共起する Enquanto 節の例であり、期間の同時性と条件性を
持つものである。ただし、この例では条件性のほうが強くなっており、期間性の
ほうも他の例とは多少異なっているものである。従属節のテンス形式が Futuro
do subjuntivo（接続法未来形）であることも、その条件性の意味を強調している
と考えられる。このような例はアイダ節ではなく、
「限り」、
「うち」、条件の「ば」、
または「まで」等にしか訳すことができない。
（38）がアイダ節のスコープから離れている要因として、各複文節が期間のど
の時点に焦点を置いているかという違いが挙げられる。期間を表す複文節の中
には開始時点に焦点を当てるもの、終了時点に焦点を当てるもの、両方に焦点を
当てるものがあり、アイダ節と Enquanto 節は原則として 3 つ目である。しかし
（38）のこの例は、開始時点よりも終了時点の方を強調するものであり、アイダ
節から離れているものである。そのため、訳文では、
「間」ではなく、期間の終
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了時点に焦点を当てる「まで」が使われているということになる。また、（38）
がアイダ節のスコープを超えているもう一つの要因は否定形にあると思われる。
（38）では否定形の使用によって「達成しないといけない条件がある」という限
定性の意味が強調されるため、期間性が弱まってしまい、アイダ節の基本的意味
から離れてしまう。ただし、CSJ から抽出された例の中にも、否定形を使うもの
が見られたが、そのいずれも、
（39）のように条件性ではなく、期間性を強調す
るものであったことから、アイダ節の基本的な意味である期間性が全くなくな
るということはないものと考えられる53。
（39）箪笥の上とか知らない間に上ってたりとか木の上とかすぐ登っちゃい
ます
（CSJ-S10F0313）
以上をまとめるとアイダ節は条件性を表すこともできるものの、その条件性
は期間の同時性という基本的な意味と共存し、期間性がなくなることはない。一
方で、Enquanto 節には期間の同時性という基本的な意味があるが、その基本的
な意味は文の構造によって弱まり、条件性という意味が強調されることもある。
この相違点は「間」と「enquanto」の形態的特徴に起因している可能性がある。
「間」は品詞として名詞であり、複文節に使われる時は被修飾語として機能する。
また、複文節に使われても「に」や「は」等の助詞との共起が可能であることか
ら、
「間」の名詞性が保たれていることが推測できる。そのため、複文節の中で
も、名詞としての意味が残り、期間性という意味から離れることが困難であると
考えられる。それに対して、
「enquanto」は接続詞であるため、そもそも名詞ほど
の概念・意味が強くないと思われる。そのため、Enquanto 節は期間性から離れる
ことが比較的困難ではないと言える。
最後に、アイダ節と Enquanto 節の共通点と相違点を考慮すると、
（40）の翻訳
規則が提案できる。
（40）a．Enquanto 節の従属節のテンス形式に関わらず、アイダ節に翻訳する
時は、非過去形に訳すこと。
b. Enquanto 節の従属節で否定形が使われる場合、アイダ節のスコープ
を超えるものがあり、「まで/かぎり/うち」等に訳されるものもある。

工藤（1995）では従属節述語が、特に内的限界動詞の否定形である場合は、
「ウチ（ニ）」の方
が一般的であると指摘されている。即ち、アイダ節と否定形の共起に制限があることはこの指摘
からも読み取れる。
53
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（40a）は、アイダ節におけるテンス形式の制限を考慮したものである。濱田
（1999）によると、アイダ節ではタ形が可能な場合、テイル形への置き換えも可
能でなければならないという。また、テイタ形が使われる場合でもテイル形への
置き換えが可能である。その一方で、ポルトガル語では、相対的テンスは特殊な
状況の下でしか起こらないため、過去、現在、未来形も従属節で使われるが、ア
イダ節では非過去形の方が無標である。そのため、原則として Enquanto 節をア
イダ節に訳すときに非過去形を使用することが提案できる。
また（40b）はアイダ節と Enquanto 節のスコープの違いを考慮したものである。
Enquanto 節にはアイダ節のスコープを超える場合があるため、すべての Enquanto
節をアイダ節に訳すことができない可能性がある。そのため、Enquanto 節と日
本語の他の期間の同時性を表す複文節との対応を考えた上で、翻訳規則を作る
必要がある。

6.4.4 まとめ
本節では、アイダ節と Enquanto 節の共通点と相違点を見てきた。その結果、
この 2 つの複文節の間にスコープの違いがあることが明らかになった。このよ
うな違いは機械翻訳で使われる翻訳規則を作成する時に参考になるものであり、
重要な手がかりになると思われる。また、アイダ節の意味のスコープよりも
Enquanto 節の意味のスコープの方が広いという結論を示したが、翻訳規則を作
成する際には、Enquanto 節と日本語の他の期間の同時性を表す複文節を対照す
る研究が必要となると考えられる。

6.5 終わりに
本章では、トキ節と Quando 節の相関性について触れ、日葡対訳データベース
から抽出されたトキ節の翻訳形式として用いられた Ao + infinitivo や Enquanto
節についても触れた。また、トキ節の翻訳形式として Quando 節を選んだ理由を
説明するために、
Ao + infinitivo や Enquanto 節とトキ節の相違点について述べた。
Ao + infinitivo はテンス・アスペクトを持たないため、トキ節の翻訳形式として
選んだ場合には、従属節のテンス・アスペクト形式の解釈が問題にならない。そ
のため、主節のテンス・アスペクト形式のみの翻訳規則を作成することができる。
この点で Quando 節と Enquanto 節に比べて、規則の数が少なく、作成時間も減
るという利点がある。しかし、従属節において否定副詞の使用を許さないという
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点では、Quando 節と比較して非包括的な翻訳であるため、トキ節の翻訳形式と
して適さないと考えられる。また、Enquanto 節は、Quando 節と同じように従属
節と主節がテンス・アスペクトを持ち、様々なテンス・アスペクト形式と共起で
きる点では、トキ節の翻訳として妥当であると言える。しかし、
「期間性」とい
う含意、そして、従属節が否定を表す場合に生じる条件性が Quando 節及びトキ
節と異なると思われる。この点では、Enquanto 節をトキ節の翻訳形式として選
ぶことは妥当ではないと指摘できる。このように、Quando 節、Enquanto 節、Ao
+ infinitivo のうち、唯一トキ節と相互に対応している複文節は Quando 節である
ことを明らかにし、本研究でトキ節の翻訳形式として Quando 節を選んだことの
妥当性を検証した。これによって、本研究で提案したトキ節におけるテンス・ア
スペクト形式に関する翻訳規則の検証が完了したということになる。
さらに、本章では、トキ節以外の時間の複文節のポルトガル語への翻訳規則を
作成する際にどのような点に注目するべきかを探るために、アイダ節を取り上
げ、Enquanto 節と比較した。その結果、Enquanto 節は条件性を強調し期間性の
意味から離れることもあるのに対し、アイダ節では、条件性を表す場合でも期間
の同時性が必ず保たれる。また、アイダ節は否定文とほぼ共起せず、共起する場
合は期間の同時性しか表さない。その一方で、Enquanto 節は否定形と共起でき
るが、その場合に期間の同時性より、条件性が強調され（特に、接続法のテンス
形式が使われる場合）、これをアイダ節に訳すことはできない。即ち、アイダ節
と Enquanto 節の複文節は基本的に対応しているものの、各複文節のスコープに
違いがあることを指摘した。そのため、アイダ節をポルトガル語に訳す時は、基
本的に Enquanto 節に訳されるが、一方で、Enquanto 節を日本語に訳す時は、ア
イダ節以外に「ウチ（ニ）」や「マデ（ニ）」に訳されることもあると言える。こ
のように、トキ節と Quando 節とは異なり、相互に対応しない時間の複文節のペ
アもあることが明らかになり、そのような場合は、テンス・アスペクト形式のみ
ではなく、ムード性や複文節のスコープを対照した上で、翻訳規則を作成するこ
とが望ましいと思われる。これは、今後の機械翻訳に関する日葡対照研究に手が
かりを与えたという点で意義のあるものと言える。
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本章では、本研究のまとめとして、各章の内容について触れ、その成果と意義
について論じる。また、本研究で残された問題点や今後の課題についても述べる。

7.1 本研究のまとめ
本研究の目的は、日本語の時間の複文節におけるテンス・アスペクト形式をブ
ラジル・ポルトガル語（以下、ポルトガル語）に訳すための翻訳規則を作成する
ことである。そのために、両言語のテンス・アスペクト論の先行研究や日葡対照
研究の指摘を受け、各言語の時間を表す複文節におけるテンス・アスペクト形式
の振る舞いについてコーパスを用いて調べた上で、筆者が構築した「日葡対訳デ
ータベース」を基に、トキ節のテンス・アスペクト形式に関するポルトガル語へ
の翻訳規則を提案した。つまり、本研究では、記述的かつ実証的アプローチを通
じて、日葡対照研究と機械翻訳に関する研究への貢献を目指した。さらに、本論
文では、トキ節のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の作成に向け、先行
研究の概観に加えて既存の機械翻訳ツールにおける分析等のプロセスについて
も述べてきた。具体的に各章で述べたことは、以下の通りである。
第 2 章「先行研究の概観と本研究の位置づけ」では、日本語とポルトガル語そ
れぞれのテンス・アスペクト体系を扱う先行研究を紹介し、特に、両言語のテン
ス・アスペクト体系を比較する日葡対照研究について触れた。具体的には、従来
の日葡対照研究では、ブラジルにおける日本語教育を視野に入れながら、特定の
アスペクト形式、或いは、アスペクトに関わる文型を取り上げ、分析を行う傾向
があるため（太田 2000; Costa 2018; Toffoli 2019）、両言語の形式の対応について
述べる先行研究は未だに少ないことを指摘した。また、儀保（2014）やヌネス・
コスタ（2017b）のように、両言語のテンス・アスペクト形式の対応を説明する
ことを目的とする先行研究では、終止の位置におけるテンス・アスペクト形式の
みを扱う傾向があることも述べた。さらに、対訳コーパスを基に翻訳規則を作成
するというアプローチを採る日葡対照研究が見当たらないことにも言及し、こ
のようなアプローチを採ることによって、機械翻訳ツールを使用する日本語を
学習しているポルトガル語母語話者にも、日本語が話せない在日ブラジル人に
も役に立つ知見を得ることができる点で本研究にメリットがあることを唱えた。
第 3 章「コーパスに見られる「トキ節」
「Quando 節」におけるテンス・アスペ
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クト形式の使用実態」では、
「日本語話し言葉コーパス（CSJ）」と「Projeto da Norma
Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro（NURC-RJ）」という話し言葉コーパスにおけ
る時間を表す複文節であるトキ節と Quando 節の主節時基準現象の実態を調べ、
2 つの複文節におけるテンス・アスペクトの振る舞いの共通点と相違点を挙げた。
調査の結果、コーパスから抽出したトキ節と Quando 節ではいずれも主節時基準
現象が起り得るが、両言語の間には量的な違いと質的な違いがあることを指摘
した。また、テンス・アスペクト形式の組み合わせが文全体の同時性に与える影
響は Quando 節では大きくないのに対して、トキ節では、相対的テンスの場合に
Quando 節よりも大きいということも指摘した。さらに、トキ節の従属節のテン
ス・アスペクト形式が完成性（ル・タ形）を表すものである場合には、全体的な
アスペクチュアリティに偏りが見られるのに対して、継続性を表すものである
場合には、動作継続性、結果継続性という基本的なアスペクト的意味に加え、一
般化、反復、パーフェクト性といった様々なアスペクト的意味が表されることが
明らかになった。そのため、テイル形或いはテイタ形を使うトキ節をポルトガル
語に訳す時に、アスペクト的解釈が問題になる可能性があることを指摘した。つ
まり、第 3 章で行った調査によって、従来の先行研究で言及されていないトキ
節と Quando 節におけるテンス・アスペクト形式の使用傾向を明らかにした上で、
テイル・テイタ形のアスペクト的解釈の多様さを改めて示すことができ、翻訳規
則の作成の際には、これらの形式に注意を払う必要性が確認された。この点で、
この章の調査には意義があると思われる。
第 4 章「既存の翻訳ツールによる「トキ節」のポルトガル語訳の正確さと問題
点」では、グーグル翻訳によるトキ節におけるテンス・アスペクト形式の翻訳の
正確さ（翻訳精度）の分析を試みた。その結果、全体的な翻訳精度は 59%であっ
たが、トキ節の従属節と主節のテンス・アスペクト形式の組み合わせによって翻
訳精度が変わることが明らかになった。また、アスペクトに関する誤訳が誤訳全
体の約 60%を占めており、誤訳のカテゴリーのうち最も大きい割合を占めてい
ることも指摘した。つまり、第 3 章でも述べたように、既存の機械翻訳ツールに
はアスペクト形式の解釈・翻訳という点で問題があることが確認された。さらに、
翻訳精度が最も低かった「ル時－テイタ」
「タ時－テイタ」というテンス・アス
ペクト形式の組み合わせは、主節のテンス・アスペクト形式がテイタ形であると
いう共通点を持ち、テイタ形が完成性過去として翻訳されるという誤訳パター
ンが見られた。この結果は、本研究において「ル時－テイタ」「タ時－テイタ」
のトキ節に限定して、ポルトガル語への翻訳規則を作成するという方針の決め
手になったものである。なお、グーグル翻訳によるトキ節のテンス・アスペクト
形式の翻訳精度は 59％であったが、テンス・アスペクト形式に限らず、全体の
翻訳精度を調べたところ、僅か 14.8%であることが明らかになった。この結果か
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らグーグル翻訳の性能が以前より高くなったという指摘（Turovsky 2016）がある
ものの、まだ改善の余地があることを示唆している。第 4 章で行った調査によ
って、トキ節におけるテンス・アスペクト形式のうち機械翻訳で最も問題になる
形式はテイタ形であることが明らかになり、第 3 章で述べたように翻訳規則を
作成する際には、この形式に注意を払う必要があることが確認された。また、こ
の調査によって、既存の機械翻訳ツールへの向上への貢献を考え、トキ節におけ
るすべての形式ではなく、翻訳精度が低い「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」
のトキ節に焦点を当て、これに限って翻訳規則を作成することとしたため、翻訳
規則が煩雑になることを防ぐことができた。第 4 章の意義はこのような点にあ
ると言える。
第 5 章「「トキ節」のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の一案」では、
第 4 章の調査によって定めた対象である「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」の
トキ節を取り上げ、筆者が構築した「日葡対訳データベース」を基に、トキ節の
テンス・アスペクト形式に関するポルトガル語への翻訳規則をフローチャート
の形で提案した。また、既存の機械翻訳ツールとの比較を目的とするアンケート
調査によってその翻訳規則の相対的な妥当性を日本語とポルトガル語のバイリ
ンガルに判定してもらった。その結果、アンケートのすべての項目において本研
究で提案した翻訳規則の選択率が既存の機械翻訳ツールによる訳文の選択率よ
りも高いということが明らかになった。また、提案した翻訳規則には、
「ときに」
と過去のパーフェクト性を結びつける点で、問題があることも明らかになった。
この点を考慮し、翻訳規則を修正した。さらに、本研究で提案されている翻訳規
則の絶対的な妥当性を検証するために、BCCWJ からランダムに抽出された「ル
時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節 20 例を修正した翻訳規則に従って訳
した上で、ポルトガル語母語話者に 5 段階の尺度で訳文の容認度を評価しても
らった。その結果、全体の平均点数が 4.2 点であるため、宮田・藤田（2017）の
基準で、本研究で提案した翻訳規則による訳文は MT 訳の「十分な品質」と評価
されていることが明らかになった。つまり、既存の機械翻訳ツールとの比較によ
って検証した相対的な妥当性も、ポルトガル語母語話者による訳文の容認度評
価によって検証した絶対的な妥当性も保証されたため、本研究で提案した翻訳
規則は機械翻訳によって日本語からポルトガル語に翻訳されるトキ節の翻訳精
度の向上に貢献できると思われる。
なお、翻訳規則の作成の際には様々な概念や要素を考慮したが、そのうち、
「共
起する副詞成分」と「動詞の種類」を特に重視したため、これらは本研究におけ
る重要な概念であると言える。特に、主節のテイタ形のアスペクト解釈は「副詞
成分」と「動詞の種類」に左右される。例えば、
「もう」
「まだ」
「もはや」等の
「既に型副詞」が「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」のトキ節で使われる場合
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には、動詞の種類を問わず、テイタ形のテンス・アスペクト解釈は過去のパーフ
ェクト性になり Pretérito mais-que-perfeito に訳されるという規則を提案した。ま
た、主節述語の動詞は主体の動作を表す動詞であるか主体の変化を表す動詞で
あるかによって、テイタ形のアスペクト解釈が結果継続性或いは動作継続性に
なることが先行研究でも指摘されている。しかし、本研究では、ポルトガル語で
は長期的動作継続性を表す形式と一時的動作継続性を表す形式が異なるため、
翻訳規則の作成の際にはこの点も考慮した。その結果、
「主節述語は主体の動作
を表す動詞である場合、反復を表す副詞が共起していれば（或いは臨時性のない
人の長期的な動作を表す動詞であれば）、テイタ形は Pretérito imperfeito として訳
され、それ以外のテイタ形は Passado progressivo として訳される」という翻訳規
則を提案した。さらに、従来の先行研究では、ポルトガル語で結果継続性を表す
形式として Estar + particípio が挙げられているが、この形式が使用不可能な動詞
や場面については言及されていない。また、Estar + particípio が使用不可能な場
合にどのような形式によって過去の結果性が表されるかについても先行研究で
は説明されていない。これらの点について第 5 章では、
「日葡対訳データベース」
から得られたトキ節の分析によって、ポルトガル語では、過去における結果継続
性を表すために Estar + particípio 以外にも Pretérito mais-que-perfeito や「コピュラ
動詞＋adjetivo」という文型も用いられることを明らかにした上で、この点も翻
訳規則の作成の際に考慮した。また、先行研究で言及されていない日本語とポル
トガルの間に見られる「変化の概念」の捉え方の違いを指摘した。例えば、
「戻
る」に当たる「voltar」という動詞は、ポルトガル語では「ir」（行く）や「vir」
（来る）と同じように移動を表す動詞である。また、このような動詞は、Estar +
particípio と共起できず、結果継続性を表すためには、他の形式と合わせて使用
しなければならない。さらに、儀保（2014）でも指摘されているように、変化の
概念を含まない動詞は Estar + particípio と共起しにくいため、「voltar」等の動詞
は変化を含まないと考えられる。つまり、日本語と違って、ポルトガル語では、
「戻る」や「行く」等の移動動詞は「主体変化動詞」ではなく、
「主体動作動詞」
として捉えられるということになる。このような相違点は、結果継続性を表すテ
イタ形をポルトガル語に翻訳するときに、Estar + particípio が使われないことと
関連しており、本研究では、これに代わる翻訳形式も提案した。また、従来の日
葡対照研究の見解に加え、
「変化の概念」の捉え方の違いに関する指摘と、その
違いが翻訳に影響を与える場合の代替案を示した点で、本研究にはオリジナリ
ティがあると言える。
第 6 章「「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節」では日葡対
訳データベースから抽出されたトキ節の翻訳形式として用いられた Ao +
infinitivo や Enquanto 節を取り上げ、
「時間性」
「条件性」
「否定文との共起」とい
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う要素を基準に Quando 節と比較した。その上で、トキ節の翻訳形式として
Quando 節を選んだ理由について述べた。次に Quando 節、Enquanto 節、Ao +
infinitivo を比べた結果、Ao + infinitivo は従属節では否定副詞の使用を許さない
という点で、Quando 節と比較して非包括的な形式であるため、トキ節の翻訳形
式として適さないと述べた。また、Enquanto 節は、Quando 節と同じように様々
なテンス・アスペクト形式と共起できる点では、トキ節の翻訳形式として妥当で
あると思われる。しかし、
「期間性」の含意の点と従属節が否定を表す場合に生
じる条件性の点とが Quando 節及びトキ節と異なることが明らかになった。この
点において、Enquanto 節をトキ節の翻訳形式とすることは妥当でないと指摘し
た。このように、Quando 節、Enquanto 節、Ao + infinitivo のうち、唯一トキ節と
相互に対応している複文節は Quando 節であることを明らかにし、本研究でトキ
節の翻訳形式として Quando 節を選んだことの妥当性を確認した。これによって、
本研究で提案したトキ節におけるテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の
検証が完了したということになる。
さらに、第 6 章では、トキ節以外の時間の複文節のポルトガル語への翻訳規
則を作成する際にどのような点に注目するべきかを探るために、アイダ節を取
り上げ、Enquanto 節と比較した。その結果、Enquanto 節は条件性を強調するこ
とで、期間性の意味から離れることもあるのに対し、アイダ節では、条件性を表
す場合でも期間の同時性という時間性が必ず保たれている。また、アイダ節は否
定文とほぼ共起せず、共起する場合は期間の同時性しか表さないという特徴が
ある。その一方で、Enquanto 節は否定形と共起できるが、その場合には期間の同
時性より、条件性が強調され（特に、接続法のテンス形式が使われる場合）、ア
イダ節に訳すことができない。即ち、アイダ節と Enquanto 節は基本的に対応し
ているものの、各複文節のスコープに違いがあることを指摘した。そのため、ア
イダ節をポルトガル語に訳す時には、基本的に Enquanto 節に訳されるが、一方
で、Enquanto 節を日本語に訳す時は、アイダ節以外にも「ウチ（ニ）」や「マデ
（ニ）」に訳されることもあると言える。これらを踏まえ、翻訳規則を作成する
際には（1）で挙げられている点を考慮すべきであることを指摘した。
（1）a. Enquanto 節のテンス形式を問わず、アイダ節に翻訳する時は、非過去
形に訳さなければならない。
b. Enquanto 節で否定形が使われる場合、アイダ節のスコープを超えるも
のがあり、「まで/かぎり/うち」等に訳されるものもある。
以上のように、トキ節と Quando 節の相関性を主張するために、「日葡対訳デ
ータベース」から抽出されたトキ節の訳文で見られた Ao + infinitivo と Enquanto
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節という翻訳形式とトキ節の相違点を示すことによって、Quando 節をトキ節の
翻訳形式とすることの妥当性を指摘した。また、Enquanto 節はトキ節よりアイ
ダ節と対応していることを示すと共に、Enquanto 節についての翻訳規則を作成
する際に必要な知見を今後の日葡対照研究に残したという点においても第 6 章
の成果は大きいと言える。

7.2 今後の課題
本研究では、従来の日葡対照研究の記述的なアプローチに加え、ポルトガル語
と日本語それぞれを扱う話し言葉コーパスの分析、既存の機械翻訳ツールの翻
訳精度の分析、そして「日葡対訳データベース」を基にした翻訳規則の作成とい
う実証的アプローチを採った。また、このようなアプローチを採ることによって
前節で述べた成果が得られたと同時に、今後検討する必要がある課題も明確に
なった。これに加えて、本研究で得られた成果の応用についても考察しておく必
要がある。
まず、本研究では機械翻訳研究への貢献として、日本語からポルトガル語に翻
訳する場合のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則を提案したが、その翻訳
規則はトキ節に限られている点について触れる。前述のように、本研究が複文節
のテンポラリティ・アスペクチュアリティの解釈・翻訳モデルを作るということ
を目的としているため、主節と従属節の時間関係を表す複文節を研究対象とす
ることは最も妥当なものであると判断した。また、時間関係を表す複文節の中で
も、トキ節は基本的なテンス・アスペクト形式を容認するという点で、最も包括
的な時間の複文節であるため、日本語のテンス・アスペクト形式とポルトガル語
のテンス・アスペクト形式の対応を把握するには、適切な研究対象であると言え
る。なお、トキ節のテンス・アスペクト形式に関するポルトガル語への翻訳規則
は、今後の日葡対照研究のモデルとなる点でも意義があると思われる。また、第
5 章のアンケート調査でも明らかになったように、本研究で提案した翻訳規則の
応用によって、既存の機械翻訳ツールの改善を期待できる点でも、本研究に意義
があることが指摘できる。しかし、第 4 章でも指摘したように、テンス・アスペ
クト形式が正確に訳されていても、不自然な文が訳出されることや原文の必要
な情報が訳文に含まれていないという問題が生じることもある。つまり、日本語
からポルトガル語への翻訳に用いられる翻訳規則ツールの向上のためには、テ
ンス・アスペクトの側面のみではなく、語彙や統語構造の側面においても改善す
べき点を検討する必要がある。特に、時間を表す複文節に使われる接続詞や被修
飾名詞の訳し方が問題になる可能性があることが本研究の第 6 章で明らかにな
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った。
日本語のトキ節とポルトガル語の Quando 節はそれぞれの言語において、頻繁
に使われる時間の複文節であり、様々なテンス・アスペクト形式を容認する点で
も共通している。また、第 6 章でも説明したように、
「時間性」
「条件性」
「否定
文との共起」という観点から見ても相互に対応している複文節であるため、日本
語のトキ節におけるテンス・アスペクト形式の翻訳規則を作成する場合、
「とき」
という被修飾語が問題なく「quando」に訳されるため、テンス・アスペクト形式
のみに焦点を当てることができる。また、ポルトガル語の Quando 節を日本語に
訳す場合も同様である。ところが、期間の同時性を表すアイダ節と Enquanto 節
の場合には、テンス・アスペクト形式のみならず、接続詞の訳し方も問題になる
可能性がある。第 6 章でも指摘したように、Enquanto 節のうちの一部にはアイ
ダ節に訳されず、
「限り」
「まで」
「うち」に訳されるものもあるため、
「enquanto」
という接続詞と「間」という被修飾語が用いられる範囲には違いがあると思われ
る。つまり、トキ節及び Quando 節とは異なり、相互に対応していない時間の複
文節のペアもあると考えられる。このような場合の翻訳規則を作成する際には、
テンス・アスペクト形式の振る舞いに加え、接続詞・被修飾語の語彙レベルの相
関性にも焦点を当てる必要がある。このように、今後の翻訳規則を扱う日葡対照
研究では、テンス・アスペクト形式のみではなく、周辺の要素を考慮した形での
翻訳規則の作成も求められる可能性がある。
また、時間を表す複文節以外の複文節におけるテンス・アスペクト形式に関す
る翻訳規則についても考える必要がある。本研究で扱ったトキ節のテンス解釈
は基本的に三原（1991, 1992）の「視点の原理」に従っているため、基準時を規
則的に捉えやすい複文節であると思われる。しかし、丹羽（2001）では、以下の
（2）のように、基準時が主節時でも発話時でもない複文節もあると指摘されて
いる。
（2）アフリカに行く計画が去年やっと実現した
（丹羽 2001: 58）
丹羽（2001）によると、
（2）では、従属節の事態の基準時は、
「計画」が立てら
れた時点であり、
「アフリカに行く」はそれ以降を表すと説明されている。つま
り、
（2）の場合に、主節時と発話時以外に他の RT も必要とされる。このような
複文節では、テンス形式の解釈のメカニズムが、トキ節とは異なるため、テンス・
アスペクト形式のポルトガル語への翻訳規則を作成する場合、本研究で提案さ
れた翻訳規則で用いた基準が適用できなくなる可能性がある。
以上のように、本研究で提案したトキ節におけるテンス・アスペクト形式に関
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する翻訳規則は、今後の翻訳規則の作成を試みる日葡対照研究へのモデルにな
ると思われる。しかし、翻訳される複文節によっては、本研究で考慮された要素
に加え、発話時と主節時とは異なった RT や複文節で使われる接続詞・被修飾語
の対応をも考慮する必要があると思われる。
さらに、本研究で提案した翻訳規則の最終目的は、機械翻訳ツールを使用する
日本語を学習しているポルトガル語母語話者にも、日本語が話せない在日ブラ
ジル人にも役に立つような知見を提供することであり、そのために既存の機械
翻訳ツールの問題点を調べた上で翻訳規則を作成した。しかし、日本語からポル
トガル語への翻訳の機能を持つ MT システムの開発や改善を支える研究の適用
性については具体的に検討できておらず、この点は今後の課題である。例えば、
ポルトガル語しか話せない在日ブラジル人の生活を支えるという点で、機械翻
訳ツールは大きな役割を果たすことができるが、用途によっては文字認識や音
声認識の機能も必要とされる可能性がある。そのため、文字入力システム以外に
使用者のニーズに合わせた機械翻訳ツールの開発や改善を視野に入れた日葡対
照研究が重要となる。なお、日本語学習者の場合、言語技能によって、機械翻訳
ツールの使い方が異なると考えられる。例えば、聞く技能や読む技能を勉強して
いる学習者は、日本語のテンス・アスペクト形式が理解できない場合に、日本語
からポルトガル語への翻訳機能を持つ機械翻訳ツールを使うと考えられる。一
方で、書く技能や話す技能を学んでいる学習者は、ポルトガル語のテンス・アス
ペクト形式に対して、日本語でどのような形式が使われるかを考えるときに、ポ
ルトガル語から日本語への翻訳機能を持つ機械翻訳ツールを使うと考えられる。
つまり、学習者の 4 技能を支える機械翻訳を目指すためには、日本語からポル
トガル語への翻訳規則のみではなく、ポルトガル語から日本語への翻訳規則も
必要である。本研究で提案した翻訳規則は主に読む・聞く技能を勉強している学
習者のための機械翻訳ツールに貢献できると考えられるが、書く・話す技能を勉
強している学習者が求める機械翻訳への貢献については今後の課題にしたい。
最後に、従来の日葡対照研究の大部分は、日本語教育の貢献を目指したもので
あったが、上述のように本研究では、言語教育への貢献は間接的なものとして分
析を進めてきた。しかし、機械翻訳ツールの開発や改善により、日本語やポルト
ガル語学習者の読み書きを支えることができると考えられ、従来辞書が果たし
ていた役割の一部を MT システムが果たすことになる可能性もある。Lee
（2020）
では、スマートフォンで使われる機械翻訳ツールの開発によって、そのような翻
訳ツールの語学勉強のための使用も普及したと説明されている。また、翻訳ツー
ルを言語教育現場で使うことによって様々な点で、学習者が書いた作文の質の
向上への貢献が見られたと指摘されている。しかし、Correa（2014）や Lee（2020）
によると、学習項目や最終目的を考えた上で、機械翻訳の教育現場への応用につ
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いて考える必要があり、さらに教師への指導も重要であるとされている。つまり、
本研究で提案した翻訳規則は機械翻訳の向上に直接的につながるものであると
言えるが、これに加えて言語教育への貢献を目指すには、日本語を学習している
ポルトガル語母語話者やポルトガル語を学習している日本語母語話者独自のニ
ーズと教師のニーズをも探る必要があると思われる。これらの問題点は今後の
課題としたい。
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付録 1 翻訳規則の相対的な妥当性を検証するための
アンケート調査

Olá. Meu nome é Raíssa e sou doutoranda pela Universidade de Tsukuba, Japão.
Primeiramente, gostaria de agradecer por ceder o seu tempo para contribuir com minha
pesquisa. A pesquisa em questão é uma comparação entre as línguas portuguesa e
japonesa, colocando o foco em sistemas de tradução de máquina.
Esta enquete funciona da seguinte maneira: para cada sentença em japonês, serão
apresentadas duas traduções para português feitas com base em sistemas de tradução de
máquina. Entre as duas traduções dadas, escolha a que lhe parecer mais correta, dando
especial atenção para os verbos. Caso nenhuma das traduções pareça adequada, selecione
a opção “Outros” e sugira uma tradução melhor.
Atenção: Ainda que a tradução como um todo não seja perfeita, se em alguma das duas
opções os verbos estiverem corretamente traduzidos, escolha essa opção.

Exemplo:
子供のとき、毎日お菓子を食べていた。
Quando eu era criança, comi doce todos os dias.
✔Quando eu era criança comia doce todos os dias.
(No caso acima, 食べていた é o verbo)

［こんにちは。私の名前はハイッサです。筑波大学の大学院生です。
ご貴重な時間を割いて、私の研究にご協力していただき、誠にありがとうござい
ます。この研究は、機械翻訳システムに焦点を当てた日葡対照研究です。
本アンケートでは、日本語の文に対して、機械翻訳システムによって訳された 2
つのポルトガル語の訳文が提示されています。動詞に特別な注意を払いながら、
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その 2 つの訳文の中から、最も正確な訳文を選んでください。どちらの訳文も
適切ではないと思われる場合は、
「その他」を選択して、より適切な翻訳を提案
してください。
注意：全体として正確な翻訳ではなくても、動詞が正しく翻訳されている訳文が
あれば、その訳文を選んでください。

例:
「子供のとき、毎日お菓子を食べていた。」
Quando eu era criança, comi doce todos os dias.
✔ Quando eu era criança comia doce todos os dias.
（以上の例では「食べていた」という部分は動詞である）］

1. これは恐らくものを食べる時にあの板の上に乗せて食べてたんじゃないかと
（CSJ-S09M0558）54
( ) Eu acho que isso foi provavelmente algo que eu coloquei no quadro quando eu estava
comendo algo
( ) Acho que, provavelmente, quando comiam, colocavam em cima da tábua e comiam
( ) Outro:
2. でも幼児期何か本を自分で読む時何か逆さまに持って読んでたらしいです
（CSJ-S10M0969）
( ) Mas quando li algo na minha infância, li de cabeça para baixo.
( ) Mas na infância, parece que, quando eu lia livros, eu segurava de cabeça-para-baixo
e lia.
( ) Outro:

本調査では、CSJ から抽出されたトキ節の文を基本的に修正せずに翻訳したが、
「うーん」
「えー」等のフィラーを除くというプリエディット作業を行った場合がある。
54
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3. 断片的に思い出しますのは例えば引き上げて帰る時に近くの公園で生後数か
月の赤ちゃんが捨てられていた
（CSJ-S02M0165）
( ) Uma coisa que lembra em fragmentos é que, por exemplo, um bebê de vários meses
de idade foi jogado fora em um parque próximo ao levantar e retornar
( ) Uma coisa que me lembro em fragmentos é que quando eu parei e voltei para casa,
um bebê de alguns meses tinha sido abandonado num parque próximo
( ) Outro:
4. 何か映画でこの人が出る時に何か金貰ってるからちゃんとやるよみたいなこ
とをい言ってた
（CSJ-D02F0015-L）
( ) Eu disse algo assim, eu vou fazer alguma coisa porque eu vou ganhar algum dinheiro
quando essa pessoa sair em um filme
( ) Quando fazia filmes, essa pessoa dizia: "como eu estou ganhando dinheiro, vou fazer
direitinho"
( ) Outro:
5. 何にもない時は先生だけで歌う時はちょっとこれで大丈夫かしらと思ってま
した
（CSJ-S05F0251）
( ) Quando não havia nada lá, eu pensei que estaria tudo bem se eu pudesse apenas
cantar com o professor sozinho
( ) Quando não tinha nada, quando o professor cantava sozinho, eu pensava "será que
tudo bem isto?"
( ) Outro:
6. 火を起こす時木と木を両手で擦り合わせて起こしてたんです
（CSJ-S07F1111）
( ) Quando o fogo começou, esfreguei madeira e madeira com as mãos e levantei
( ) Quando fazia fogo, fazia esfregando uma madeira na outra
( ) Outro:
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7. 本当にすぐストレスを感じて緊張し易いのでトレンチを持って何か運ぶ時も
どきどきしながら運んでたんです
（CSJ-S11M0577）
( ) Eu me senti estressado muito rapidamente e foi fácil ficar nervoso, por isso, quando
carregando algo com a trincheira eu carreguei enquanto eu estava carregando de
novo e de novo.
( ) Como eu realmente logo sinto estresse e fico nervoso facilmente, quando eu
carregava a bandeja, eu carregava com o coração disparado.
( ) Outro:
8. 契約する時に女子専用のアパートだよというのは聞いていたんです
（CSJ-S03F0752）
( ) Ouvi dizer que era um apartamento só para garotas quando assinei um contrato
( ) Quando assinei o contrato, eu tinha ouvido que era um apartamento só para mulheres.
( ) Outro:
9. 更に大人になりましても日本にいる時は勿論あのーえー時々お世話になって
たんです
（CSJ-S10M0901）
( ) Além disso, mesmo quando eu me tornei um adulto, é claro que quando eu estava no
Japão eu estava às vezes endividado
( ) Além disso, mesmo me tornando um adulto, quando estava no Japão, às vezes eu
recebia ajuda
( ) Outro:
10. 今日今来る時に週刊文春を読んでいたんです
（CSJ-S06F1031）
( ) Eu leio semanalmente Bunshun hoje, quando se trata agora
( ) Hoje, agora, quando vim, tinha lido a Shuukan Bunshun.
( ) Outro:
11. 自分が発音する時はタと思って発音していたんですね
（CSJ-M03F0019）
( ) Quando eu disse que estava pensando, pensei que estava dizendo
( ) Quando eu pronuciava, pronunciava achando que era "TA"
( ) Outro:
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12. 実況放送野球とか相撲とか拳闘とか殆ど我々がえーテレビがない時はラジ
オの実況放送で聞いていました
（CSJ-S07M1593）
( ) Na maioria das vezes, quando não temos TV, ouvimos transmissões de rádio ao vivo,
como beisebol, sumô e fisting.
( ) Transmissões ao vivo de beisebol, sumô, boxe etc., quando não tinha televisão, na
maioria das vezes nós ouvíamos a trasmissão ao vivo do rádio.
( ) Outro:
13. 赤ん坊一人置いていく訳にも行きませんから映画を見に行く時も私赤ん坊
の頃から映画館に連れていかれてたようなんです
（CSJ-S00M0218）
( ) Eu não vou deixar um bebê sozinho, então quando eu vou ao cinema, parece que fui
levado ao cinema dos meus dias de bebê
( ) Como não podia deixar um bebê sozinho, mesmo quando ia ver um filme, parece
que desde pequeno eu era levado ao cinema junto.
( ) Outro:
14. 先生が教える時に一人一人ちょっと面倒見てあげるようなお手伝いをして
いました
（CSJ-S00M0218）
( ) Eu estava ajudando a cuidar de todos e cada um quando ensinava
( ) Quando o professor ensinava, eu ajudava cuidando de cada um dos alunos.
( ) Outro:
15. 祖母の話ではその僕が出掛ける時にもう軒下でてんかん起こして多分死ん
でいたんだろう
（CSJ-S02M0198）
( ) De acordo com a história da minha avó, quando saí, teria causado epilepsia e
provavelmente morrido já sob os beirais.
( ) De acordo com a minha avó, quando eu saí, já tinha tido um ataque epiléptico sob os
beirais e morrido
( ) Outro:
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16. お金が溜まるとすぐ向こうに出掛けていってしまうような人で最後会った
時も来週からインドに行っちゃうんだというようなことを言ってました
（CSJ-S04M1476）
( ) Eu disse que iria para a Índia a partir da próxima semana, quando a última vez que
encontrasse alguém que logo iria embora assim que o dinheiro fosse acumulado
( ) É uma pessoa que, assim que junta dinheiro, vai para lá, e na última vez que encontrei
com ele(a), ele(a) disse que na semana que vem iria para a Índia.
( ) Outro:
17. お爺ちゃんって実は自分はよく知らないんですよ.あのーもう自分が生まれ
た時に父方も母方もえとーお爺ちゃんお婆ちゃん亡くなってた
（CSJ-S00M0793）
( ) Eu realmente não conheço avô, porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe
estavam mortos, meu avô e meu avô morreram.
( ) Na verdade, eu não conheço bem meu avô. Quando eu nasci, meus avós paternos e
maternos já tinham morrido.
( ) Outro:
18. キャッチした時にどうしたもんかー周りをん見ていた
（CSJ-S01M0158）
( ) Quando eu peguei, olhei em volta
( ) Quando peguei, tinha olhado em volta
( ) Outro:
19. こうテレビの前を歩いてる状態だったのでおおやと思って見た時はもう既
に他のニュースになっていた
（CSJ-S06M0388）
( ) Porque eu estava andando na frente da TV assim, quando eu pensei ter visto, já tinha
se tornado outra novidade
( ) Como eu estava andando na frente da TV, quando me espantei e olhei, já tinha
mudado para outra notícia.
( ) Outro:
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20. この題を聞いた時に人生を振り返って印象に残っていることをずっと考え
ていました
（CSJ-S05F0810）
( ) Quando eu ouvi esse assunto, eu estava olhando para a minha vida e pensando no
que ficava na impressão
( ) Quando eu ouvi esse assunto, olhava para a minha vida e pensava direto sobre coisas
que tinham me marcado.
( ) Outro:
21. じゃ結婚しようかっていう話になった時にもう本当に自然に二人の希望が
あの教会で挙げようって一致してた
（CSJ-S05F0625）
( ) Então, quando chegou a hora de se casar, já era mais natural concordar com a igreja
com duas esperanças
( ) Quando chegou a hora de se casar, de maneira realmente natural já tínhamos
concordado sobre a igreja em que nós dois queríamos fazer a cerimônia.
( ) Outro:
22. その上司の仕事が手が空いた時は彼の手伝いを一人でやってました
（CSJ-S02F0882）
( ) Quando seu chefe conseguiu um emprego, ele o ajudou sozinho
( ) Quando ficava livre, eu ajuda esse chefe
( ) Outro:
23. その犯人が捕まった時にはもう既に溶かされ金塊になってた
（CSJ-S09M0236）
( ) Quando o criminoso foi pego, já estava derretido e tornou-se um lingote de ouro
( ) Quando o criminoso foi pego, já tinha derretido e virado uma barra de ouro.
( ) Outro:

184

付録資料

24. それでたまたまメールが送られてきた時に相手のメンツが映ってた訳なん
です
（CSJ-S06F1037）
( ) Então aconteceu que quando o e-mail foi enviado, o elemento da outra pessoa foi
refletido
( ) Então, por acaso, quando o e-mail foi enviado, o rosto da pessoa estava refletido.
( ) Outro:
25. それで気付いた時に半分ぐらいはもしかしたらもうちょい行ってたかもし
れないんです
（CSJ-S06F1625）
( ) Então, quando eu percebi que eu poderia ter sido meio passado agora
( ) Então, quando eu percebi, tinha ido a metade, talvez um pouco mais
( ) Outro:
26. それは私が企業にいた時も常々社会全体を見て思っていたん
（CSJ-S06F0744）
( ) Ele sempre olhou para toda a sociedade, mesmo quando eu estava na empresa e
pensei
( ) Mesmo quando estava na área corporativa, eu olhava a sociedade como um todo e
pensava
( ) Outro:
27. だから私は野茂選手なんか出てきた時は本当に応援してました
（CSJ-S05M0541）
( ) Então eu realmente aplaudi quando o Nomo saiu
( ) Quando o Nomo apareceu, eu estava torcendo pra valer
( ) Outro:
28. ちらっと腕を見た時にペアウォッチをしてたんですよ
（CSJ-S04M0290）
( ) Eu fiz um par assistir quando vi meu braço
( ) Quando eu olhei rapidinho para o braço, estavam usando o mesmo relógio
( ) Outro:
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29. ベッド屋さんが来た時にそこまで手配はしてたんです
（CSJ-S02M1068）
( ) Quando a loja veio, eu arrumei até aquele ponto
( ) Quando a pessoa da loja de camas veio, eu tinha preparado até aí.
( ) Outro:
30. もう一つ理由があって量子テレポーテーションというのはその初めに出て
きた時は単にこれ一つの現象として注目されていたものなんです
（CSJ-A04M0962）
( ) Há outra razão, e o teletransporte quântico é algo que acaba de ser notado como um
fenômeno quando apareceu pela primeira vez.
( ) Tem mais um motivo: teletransporte quântico é algo que quando apareceu pela
primeira vez estava recebendo bastante atenção como um fenômeno.
( ) Outro:
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付録 2 翻訳規則の絶対的な妥当性を検証するための
アンケート調査

Olá, sou uma doutoranda na área de Linguística pela Universidade de Tsukuba, Japão.
Muito obrigada por ceder seu tempo para contribuir com minha pesquisa.
O questionário abaixo funciona da seguinte maneira: Algumas sentenças que foram
traduzidas para português serão apresentadas. Usando apenas a sua intuição de falante
nativo do português, classifique cada uma das sentenças seguindo o critério abaixo.

1- Muito ruim: a sentença não soa natural e é impossível entender o sentido dela.
2- Ruim: a sentença soa um pouco estranha, mas, com muito esforço, é possível entender
seu sentido.
3- Satisfatória: A sentença não soa completamente natural, mas é possível entender seu
sentido.
4- Boa: A sentença soa quase 100% natural e é possível entender seu sentido.
5- Muito boa: A sentença soa 100% natural e é possível entender seu sentido sem esforço
algum.

［こんにちは。筑波大学の大学院生です。
ご貴重なお時間を割いて、私の研究に協力していただき誠にありがとうござい
ます。
本アンケートではポルトガル語に訳された文をいくつか提示します。母語話者
の内省のみを使って、以下の分類に従って各文を評価してください。
12345-

非常に悪い: 文が不自然であり、文意も理解できない
悪い: 文が多少不自然であるが、かなり努力すれば文意を理解できる
十分: 完全に自然な文ではないが、文意が理解できる
良い: ほぼ 100%自然な文であり、文意も理解できる
非常に良い: 100%自然な文であり、文意も問題なく理解できる］
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1. À beira da morte, ele estava me olhando direto.
（死ぬ時もずっと私の目を見てたのよ。 BCCWJ-LBa9_00017）55
2. No segundo dia, quando entreguei a marmita, eu também estava um pouco calma.
（二日目の弁当を渡す時は、あたしも幾分落ち着いていた。
BBCWJ-LBf9_00075）
3. Quando o Compass chorava, esquecia da imagem ideal de si mesmo.
（コンパスは泣く時に限ってあきらかに自分の理想我を忘れ去っていた。
BCCWJ-LBg9_00049）
4. Quando fui para casa, estava chovendo.
（家へ行く時、雨が降って居ました。

BCCWJ-LBn7_00030）

5. Por isso, quando se encontrou com ele, Kim Bom-woo tinha separado claramente a
amizade de antigamente e a sua missão atual.
（だから金範佑は、彼と会う時には、昔の友情と現在の任務をはっきりと分け
ていた。 BCCWJ-LBo9_00246）
6. Minha avó também, quando ia fazer compras, ia assim.
（うちのおばあちゃんも買い物行く時にあれで行ってました。
BCCWJ-OC08_04277）
7. Quando usávamos bule, trocávamos uma vez por dia.
（うちはポットを使う時は１日１回交換していました。 BCCWJ-OC10_03758）
8. Quando eu afastei vocês da minha mãe, a maior parte das luzes da rua estavam
iluminando o caminho fracamente.
（お前たちを母上から遠ざけて帰路につく時には、大抵街燈の光が淡く道路を
照していた。 BCCWJ-PB49_00107）

各項目で挙げられている訳文の原文（BCCWJ から抽出された文）をカッコ内に示してい
る。
55
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9. Quando fui contar ao estudante que morava ali, Eikichi, que a mãe dele, Kiwa, tinha
morrido, aquele ódio ardente por meu pai já tinha se enfraquecido.
（住み込み書生をしている栄吉に、母のキワが死んだことを伝えに行く時には、
あの煮えたぎるような父への憎しみは薄れていた。 BCCWJ-PB49_00636）
10. Carlos Magno herdou de seu pai um reino vasto, e quando ele estava à beira da morte,
o território desse reino tinha sido duplicado.
（シャルルマーニュは、父から広大な王国を引き継ぎ、彼が死ぬ時はその領土
は約二倍に拡大されていた。

BCCWJ-PB52_00068）

11. A propósito, quando eu andava pela cidade, eu usava como marco as ruínas do castelo
que ficam na parte leste dos arredores do castelo.
（そういえば、街の中を歩く時には、城下町の東側にある城跡を目印にしてい
た。 BCCWJ-PM41_00182）
12. Mas isso é muito repentino... Quando fomos ao parque de diversões, você não disse
nada disso.
（でもずいぶん急だな…遊園地へ行った時は、そんなこと何も言ってなかった
じゃないか。 BCCWJ-LBa9_00016）
13. Quando me levantei, eu já tinha me arrependido.
（身を起こした時、おれはすでに後悔していた。

BCCWJ-LBa9_00100）

14. Quando Kousaku e seus amigos deixaram a aldeia de Nagano e foram para Kubota,
onde ficavam suas casas, o entardecer branco de primavera estava começando a se
espalhar sobre as ruas da aldeia.
（洪作たちが長野部落を抜けて、彼等の家のある久保田へはいった時は、白っ
ぽい春の夕暮れが部落の街道にたちこめ始めようとしていた。
BCCWJ-LBan_00012）
15. Quando fui ao monastério de Sera nos subúrbios de Lhasa, onde dizem que
Kawaguchi Ekai, Tada Toukan entre outros estudaram, um grande número de pessoas
com roupas típicas estava reunido ali.
（河口慧海や多田等観が学んだというラサ郊外のセラ寺に行った時、大変な数
の民族服の人々が集まっていた。 BCCWJ-LBb7_00019）
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16. Quando lhe perguntaram isso, ele estava calado com uma expressão triste.
（そう聞かされた時に、彼は、暗い表情で黙っていた。 BCCWJ-LBb9_00053）
17. Sabe-se apenas que ela estava com 20 anos quando Shakuson nasceu.
（彼女が子供を産んだ時、釈尊が二十歳になっていたということがわかるだけ
だ。 BCCWJ-LBb9_00073）
18. Quando engravidou de Shakuson, Maaya, que não tinha sido abençoada com filhos,
já tinha atingido uma idade considerável.
（子供に恵まれなかったマーヤがようやく釈尊を妊った時、すでに相当の年齢
に達していたからだ。 BCCWJ-LBb9_00073）
19. Quando Shirou entrou no restaurante, o quarteto estava tocando a música de
encerramento “Adiós muchachos”.
（四郎が店内に入った時、カルテットはエンディングの『アディオス・ムチ
ャチョス』を演奏していた。 BCCWJ-LBb9_00102）
20. Mas, como eu me enrolei no meio do caminho, quando saí da faculdade já estava com
26 anos.
（でも、私は途中道草を食ってきたので、大学を出た時二十六歳になっていた。
BCCWJ-LBb9_00105）
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付録 3 「日葡対訳データベース」から抽出された「ル時－テイタ」と「タ時－テイタ」の
トキ節（全 70 例）
作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

イエスタデイ

「子供の頃、二人で後楽園のお化け屋敷に行

— Quando era criança, nós dois fomos a uma casa

タ

テイタ

Yesterday

ったときなんかな、手を繋いでたんやけどー」 mal-assombrada no parque de diversão de Kôrakuen,

ル

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

e mesmo de mãos dadas...
イエスタデイ

幸いなことに映画の出来は良くて、映画館を

Felizmente o filme era bom, e nós saímos do cinema

Yesterday

出るとき二人とも楽しい気持ちになってい

com uma sensação agradável.

た。
女のいない男

僕がようやく受話器を置いてベッドに戻った

Quando finalmente devolvi o telefone ao gancho e

たち

とき、妻も目を覚ましていた。

voltei à cama, minha mulher estava acordada.

木野

目を覚ましたとき、枕元のディジタル式の時

Ao despertar, o relógio digital da cabeceira indicava

Kino

計は 2 時 15 分を表示していた。

duas e quinze.

木野

どれほどの時間が経過したのだろう、気がつ

Quanto tempo teria se passado? Quando se deu

Kino

いたときノックの音はやんでいた。

conta, as batidas tinham sumido.

Homens

sem

mulheres
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作品

原文

戯作三昧

始め筆を下《おろ》した時、彼の頭の中には、 Ao pegar em seu pincel, um ponto luminoso quase

Devoção

à

訳文

かすかな光のようなものが動いていた。

imperceptível pulsava dentro de sua cabeça.

こころ

私はその手紙を出す時に決して先生の返事を

Quando enviei a carta, não esperava em absoluto a

Coração

予期していなかった。

resposta dele.

こころ

先生が突然其処へ後戻りをした時、私は実際

Quando o professor retomou a questão, de repente,

Coração

それを忘れていた。

de fato já havia me esquecido dela.

こころ

けれども再び顔をあげた時は、もう気分を更

Mas quando novamente ergueu seu rosto, estava com

Coração

えていた。

outro espírito.

こころ

手紙で注文を受けた時は何でもないように考

O que considerei sem problemas quando recebi os

Coração

えていたのが、いざとなると大変臆劫に感ぜ

pedidos por cartas, na prática passou a ser um

(Kokoro)

られた。

verdadeiro inconveniente.

従属節形式

主節形式

タ

テイタ

ル

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

literatura
popular

(Kokoro)

(Kokoro)

(Kokoro)
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作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

こころ

去年の冬御前に会った時、ことによるともう

Quando encontrei você no inverno do ano passado,

タ

テイタ

Coração

三月か四月位なものだろうと思っていたの

acreditava que ia viver talvez mais uns três ou quatro

(Kokoro)

さ。

meses só.

こころ

兄が帰って来た時、父は寐ながら新聞を読ん

Quando meu irmão voltou para casa, meu pai estava

タ

テイタ

Coração

でいた。

deitado, lendo o jornal.

こころ

それでも父の前を外して私と差し向いになっ

Mas quando ele veio falar comigo, depois de falar

タ

テイタ

Coração

た時は、寧ろ沈んでいた。

com o pai, seu tom era outro, mais grave:

こころ

私は実際あの電報を打つ時に、あなたの御父

Realmente, quando lhe enviei o telegrama, havia me

ル

テイタ

Coração

さんの事を忘れていたのです。

esquecido do seu pai.

こころ

母の死ぬ時、母には父の死んだ事さえまだ知

À beira da morte, não haviam lhe informado sobre a

ル

テイタ

Coração

らせてなかったのです。

morte de meu pai.

(Kokoro)

(Kokoro)

(Kokoro)

(Kokoro)
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作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

こころ

「私が夏休みを利用して始めて国へ帰った

"Quando retornei pela primeira vez à minha terra,

タ

テイタ

Coração

時、両親の死に断えた私の住居には、新らし

nas férias de verão, meus tios estavam morando em

(Kokoro)

い主人として、叔父夫婦が入れ代って住んで

minha casa, como novos proprietários.

Quando cheguei lá, toda a família estava reunida.

タ

テイタ

ル

テイタ

ル

テイタ

ル

テイタ

いました。
こころ

私の着いた時は、家族のものが、みんな一つ

Coração

家の内に集まっていました。

(Kokoro)
こころ

何の疑も起らない時は、私も実際に忙がしい

Enquanto não duvidava de nada, acreditava que ele

Coração

のだろうと思っていたのです。

era de fato ocupado.

こころ

「私の気分は国を立つ時既に厭世的になって

Desde quando deixei minha terra natal, já era um

Coração

いました。

misantropo.

こころ

つまり奥さんが出来るだけ御嬢さんを私に接

Ou seja, tinha observado que o fato de ela querer

Coração

近させようとしていながら、同時に私に警戒

aproximar a jovem de mim e ao mesmo tempo ser

(Kokoro)

を加えているのは矛盾の様だけれども、その

cautelosa a meu respeito parecia contraditório, mas

警戒を加える時に、片方の態度を忘れるので

mesmo quando alertava-se a respeito de algo,

も翻えすのでも何でもなく、やはり依然とし

continuava querendo nos aproximar.

(Kokoro)

(Kokoro)

て二人を接近させたがっていたのだと観察し
たのです。
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作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

こころ

Ｋの養子に行った先は、この人の親類に当る

Os membros da família adotiva de K eram parentes

タ

テイタ

Coração

のですから、彼を周旋した時にも、彼を復籍

dele, e, portanto, mesmo sendo adotado, e mesmo

(Kokoro)

させた時にも、この人の意見が重きをなして

retornando à família de origem, a opinião dele

いたのだと、Ｋは私に話して聞かせました。

influenciou muito, segundo contava K.

こころ

けれども私が強いてＫを私の宅へ引張って来

Porém, quando o trouxe à força para minha casa, eu

タ

テイタ

Coração

た時には、私の方が能く事理を弁えていると

estava certo de que tinha mais discernimento do que

(Kokoro)

信じていました。

ele.

こころ

帰った時は私の気分が又変っていました。

Quando voltei, sentia-me diferente.

タ

テイタ

こころ

私が帰った時は、Ｋの枕元にもう線香が立て

Quando retornei, já tinham colocado o incenso na

タ

テイタ

Coração

られていました。

cabeceira de K.

こころ

母の死んだ時、これから世の中で頼りにする

Quando a mãe dela morreu, seu comentário de que

タ

テイタ

Coração

ものは私より外になくなったと云った彼女の

agora só podia contar com uma só pessoa ficara

(Kokoro)

述懐を、私は腸に沁み込むように記憶させら

gravado na minha lembrança, nas minhas entranhas.

Coração
(Kokoro)

(Kokoro)

れていたのです。
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作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

シェラザード

その十二日後に、シェエラザードが四度目に

Doze dias depois, quando Sherazade foi à casa dele

タ

テイタ

Sherazade

彼の家を訪れたとき、ドアの錠前は新しいも

pela quarta vez, a fechadura da porta havia sido

のに取り替えられていた。

trocada por uma nova.

つぐみ

夏、遊び疲れた私がタごはんのあとそのまま

No verão, após o jantar, cansada de brincar, eu

タ

テイタ

Tsugumi

ちゃぶ台の横で TV を見ながらうとうとと眠

cochilava ao lado da mesa baixa assistindo à TV e,

ってしまった時、父と母が話し合いを始めて

certo dia, meu pai e minha mãe começaram a

いたことがあった。

conversar.

つぐみ

さっき、昼ごはんを持っていった時、つぐみ

Há pouco, quando lhe levei o almoço, ela gemia

タ

テイタ

Tsugumi

はふとんにもぐってうなっていた。

debaixo do cobertor.

つぐみ

真ん中の堤防に戻った時、私も陽子ちゃんも

Quando retornamos ao dique, Yoko e eu estávamos

タ

テイタ

Tsugumi

へとへとで、汗だくになっていた。

exaustas e suadas.

つぐみ

「こいつは火には強いんだ。 子犬の頃から家

Ele aguenta o calor do fogo. Desde filhote, quando

ル

テイタ

Tsugumi

族でキャンプに行く時なんか、必す連れてい

minha família saía para acampar, ele nos acompanha.

ってたからね、たき火慣れしてる」とやさし

É por isso que ele está acostumado com fogueira —

い瞳で言った恭一の顔が、明るく火に照らさ

comentou Kyoichi com um olhar doce iluminado

れていた。

pelas chamas.
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作品

原文

訳文

従属節形式

主節形式

独立器官

「亡くなったとき、先生の体重は三十キロ台

Quando o doutor Tokai faleceu, estava com cerca de

タ

テイタ

Órgão

半ばまで落ちていました」と青年は言った。

trinta e cinco quilos — o jovem disse.

独立器官

予約通販で注文されていたのですが、届いた

Ele a tinha encomendado em uma loja, mas, quando

タ

テイタ

Órgão

とき器には先生にはもうスカッシュをするよ

a raquete chegou, já não tinha mais forças para jogar.

independente

うな気力はなくなっていました。

ドライブマイ

夜が明けたとき、赤ん坊は既に死亡していた。 Ao amanhecer, o bebê já estava morto.

タ

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

independente

カー
Drive my car
ねむり

診療所を開いた時、私たちはまだ若くて経済

Na época em que o consultório foi inaugurado,

Sono

的な余裕もなく、生まれてまもない子供を抱

éramos jovens, pobres e o nosso filho havia acabado

えていた。

de nascer.

ねむり

私の友人が金縛りにあった時、彼女は婚約者

Quando minha amiga teve um transe, ela disse que

Sono

の家に泊まりに行っていた。

estava hospedada na casa do noivo.
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従属節形式

主節形式

ねむり

そして目が覚めたとき、私はもとどおりの私

Quando finalmente acordei, eu era a mesma de

タ

テイタ

Sono

に戻っていた。

sempre. A mesma de sempre.

バトルロワイ

叔父は信史にコンピュータの基礎をもたたき

Seu tio também lhe passou os conhecimentos básicos

ル

テイタ

アル

込んでくれたのだが、殊に違法の海外ネット

de computação, mas, quando mostrava como acessar

Battle Royale

へのアクセスを実演してみせる時など、注意

conexões estrangeiras da internet ilegalmente, ele

したってし過ぎることはないぜ、と強調して

costumava dizer enfaticamente: "Cuidado nunca é

いたものだ。

demais".

バトルロワイ

それに、この点、秋也は注意して見ていたの

Como se não bastasse — e Shuya analisava com

ル

テイタ

アル

だが、桐山が出発するとき、桐山の席の周り、 cuidado esse ponto —, quando Kazuo saiu, ao redor

Battle Royala

その桐山の取り巻きたちは、妙に取り澄まし

de seu assento, seus amigos de gangue exibiam

た表情をしていた。

feições estranhamente presunçosas.
タ

テイタ

タ

テイタ

バトルロワイ

倒れ込んだときにはもう、絶命していたので。 Ele já estava morto ao cair.

アル
Battle Royale
バトルロワイ

「俺が出発したとき――おまえは知らないん

Quando eu saí... você provavelmente não sabe disso,

アル

だろうけど、天堂と赤松が分校のすぐ前で死

mas Mayumi e Yoshio estavam mortos na frente da

Battle Royale

体になってた」

escola.
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主節形式

バトルロワイ

あの分校を出たときもしかしたら、彼が外で

Ao deixar o prédio da escola, Yoshimi acreditava que

タ

テイタ

アル

待っていてくれるんじゃないかと思ってい

ele poderia estar esperando por ela do lado de fora.

Battle Royale

た。

バトルロワイ

陸上部エースのスタートダッシュで十五メー

Correndo a toda a velocidade, a estrela do clube de

タ

テイタ

アル

トルたっぷりは離れたと思ったとき、右脚に

atletismo se afastou uns bons quinze metros quando,

Battle Royale

衝撃が跳ね、貴子は前のめりに倒れていた。

de repente, sentiu um impacto na perna direita e caiu

タ

テイタ

ル

テイタ

タ

テイタ

para a frente.
バトルロワイ

試合の前にも、何か友達のケンカに巻き込ま

Depois de se envolver numa briga com seu amigo,

アル

れてひどい怪我をして部室に顔を出したとき

antes do jogo, ele apareceu machucado na sala do

Battle Royale

も、その先輩はその独特の口調で言っていた。 time e declarou num tom de voz peculiar:

バトルロワイ

いやはや、先輩と話すときだけは、あたしも

Ai, ai, quando converso com ele, eu me sinto uma

アル

月並みな女の子になってしまっていたよう

garota comum.

Battle Royale

だ。

バトルロワイ

「さっき俺たち、メシ食ったとき、卵はつい

アル

てなかったような気がするよ」

Quando comemos, não notei nenhum ovo.

Battle Royale
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従属節形式

主節形式

バトルロワイ

「あたし、声からして応援してた。勝ったと

Eu estava torcendo por vocês.Quando venceram,

タ

テイタ

アル

きには幸枝とかと、きゃーきゃー言って跳ね

Yukie estava de pé berrando.

Battle Royale

回ってたわ」

バトルロワイ

俺は、出発したとき、あの分校の前で隠れて、 。Eu... quando saímos, eu me escondi em frente da

タ

テイタ

アル

貴子を待ってたんだ。

escola, esperando por ela...

バトルロワイ

みなまで言わなくても、弘樹が貴子を探し当

Sem ouvir mais nada, Shuya entendeu que, no

タ

テイタ

アル

てたときには、貴子は相馬光子にやられて、

momento em que Hiroki encontrou Takako, ela

Battle Royale

死にかけていたのだということがわかった。

estava morrendo, depois de ser abatida por Mitsuko

タ

テイタ

タ

テイタ

Battle Royale

Soma.
バトルロワイ

右手に持ち替え、降下が始まったときには、

Ele a passou para a mão direita e, quando começou a

アル

体をひねって思い切り遠くへ投げ飛ばしてい

descer, virou o corpo e a atirou para o mais longe

Battle Royale

た。

possível.

バトルロワイ

引き戸の陰に腰を屈めたときには、信史はも

No momento em que eles se agacharam atrás da

アル

う、その影に向かって銃を抜き出していた。

porta corrediça, Shinji já tinha sua arma apontada

Battle Royale

その影が喚いた。

para a pessoa, que gritou:
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従属節形式

主節形式

バトルロワイ

伏せた体自体が爆風で地面を幾分こすり、額

Seu corpo debruçado foi projetado ao solo pelo

タ

テイタ

アル

の皮膚が擦り剥け、周りを何かの破片やら屑

impacto da explosão, a pele da testa arranhou,

Battle Royale

やらが吹き過ぎ、しかしそれでも信史が即座

fragmentos e refugos de algo voaram ao redor, mas

に顔を振り向かせたとき、本来建物の壁があ

mesmo assim Shinji conseguiu olhar para trás

タ

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

タ

テイタ

った辺り、あの修理中の軽トラックが、実に、 rapidamente e ver, justo onde antes era a parede do
逆さになって宙に浮かんでいた。

prédio, a caminhonete em reparo flutuando de
cabeça para baixo no ar.

バトルロワイ

だが、弘樹は、そのときにはまだ状況を確認

Porém, Hiroki ainda estava conferindo o local,

アル

し、分校の出口が見えるところに十分に身を

concentrado em procurar um esconderijo que lhe

Battle Royale

隠すことに必死だったし、気がついたときに

desse uma visão clara da saída da escola, e quando

は豊は姿を消してしまっていた。

percebeu Yutaka havia desaparecido.

バトルロワイ

それは人の頭、と認識したときには、敏憲は

Era a cabeça de alguém, ele imaginou, e mirou com

アル

もうそちらへ向けて銃を持ち上げていた。

seu revólver nessa direção.

バトルロワイ

そして当然ながらそれが終わったときには―

E, logicamente, depois de tudo terminado, sua

アル

敏憲の頭部は、ヘルメットの中でもはやぐち

cabeça dentro do capacete se transformou numa

Battle Royale

ゃぐちゃに砕けていた。

massa de carne.

バトルロワイ

デイパックは、杉村弘樹とやり合ったときに、 Mitsuko havia deixado seu kit de sobrevivência para

アル

その場に残したままになっていた。

Battle Royale

trás quando lutou com Hiroki Sugimura.

Battle Royale
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主節形式

バトルロワイ

旗上忠勝が茂みを割って現れたときには、光

Quando Tadakatsu Hatagami saiu de dentro das

タ

テイタ

アル

子は優一郎の背後に回っていた。

moitas, Mitsuko tinha ido se postar atrás de Yuichiro.

バトルロワイ

光子は、そのときにはもう、優一郎が眠ると

Nesse momento, Mitsuko já havia recolhido a foice

ル

テイタ

アル

き脇に置いていたカマを拾い上げていた。

que Yuichiro mantinha a seu lado enquanto dormia.

バトルロワイ

あたしが夜中に目を覚ましたとき、あなた、

Quando acordei no meio da noite, você estava de pé.

タ

テイタ

アル

起きてたわ。

タ

テイタ

タ

テイタ

Battle Royale

Battle Royale

Battle Royale
バトルロワイ

何か、がしゃんという音が耳に届いてきたと

Ao ouvir o som de algo se estilhaçando, Shuya

アル

き、秋也は、ああ、どじなこがお昼ごはんの準

imaginou que alguma das meninas desajeitadas

Battle Royale

備をしていて皿でも落としたんだな、などと

tivesse deixado cair um prato da refeição que

平和なことを考えていたのだけれど、それに

preparava, mas, quando o som foi acompanhado de

続いて何やら言い争う声が聞こえてきたの

uma discussão, ele se levantou da cama.

で、がばとベッドから身を起こした。
バトルロワイ

部屋の中のほかの死体などには目もくれず、

Ignorando os corpos no cômodo, ele apontou sua

アル

死角になっていたドア脇の方へ、まっすぐマ

metralhadora para a lateral da porta, seu ponto cego,

Battle Royale

シンガンを向け、向けたときにはもう撃って

e em seguida começou a atirar.

いた。
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バトルロワイ

立ったときには、右手にリボルバーを抜き出

Nesse momento ele já empunhava na mão direita o

タ

テイタ

アル

していた。織田敏憲が持っていた、あの拳銃

revólver que pertencia a Toshinori Oda.

Battle Royale

だとわかった。

バトルロワイ

しかし、弘樹はとにかくそれをよけた。よけ

Mas Hiroki conseguiu se livrar dele, segurando o

タ

テイタ

アル

たときには、棒を放した両手で、その手首を

punho de Kazuo com ambas as mãos, uma vez que

Battle Royale

つかみとっていた。

já tinha largado o bastão.

バトルロワイ

反転させたときには、銃を両手で構えていた。 Ao se virar, estava empunhando a pistola com ambas

タ

テイタ

as mãos.

アル
Battle Royale
当たったときには、事切れていた。

Nesse momento, ela já estava morta.

タ

テイタ

バトルロワイ

「それでも俺は探した。もう一度見つけたと

Mesmo assim, eu ainda procurei por ela.Quando a

タ

テイタ

アル

きには、死体になってたよ、慶子は」

encontrei de novo, Keiko estava morta.

バトルロワイ
アル
Battle Royale

Battle Royale
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バトルロワイ

顔を戻したときにはもう、頬のひくつきが収

Quando voltou a abaixar os olhos, o tremor no seu

タ

テイタ

アル

まっていた。

rosto tinha desaparecido.

バトルロワイ

濡れた路面にきいいいいいっとタイヤがきし

Os pneus cantaram sobre a superfície molhada e o

タ

テイタ

アル

んでようやくトラックの回転が止まり止まっ

giro por fim cessou. No momento em que a

Battle Royale

たときにはもう、追う者と追われる者の位置

caminhonete parou por completo, as posições do

が逆転していた。

perseguidor e do perseguido se inverteram.

バトルロワイ

回したときには、坂持の人差し指ごと引き金

Ao se virar, ele apertou o dedo indicador de

タ

テイタ

アル

を絞り、撃っていた。

Sakamochi no gatilho e começou a atirar.

タ

テイタ

タ

テイタ

Battle Royale

Battle Royale
いつぞやわたしが捉《とら》え損じた時にも、 Dias atras, quando tentei prende-lo, mas nao

藪の中
Dentro

do

bosque

やはりこの紺《こん》の水干《すいかん》に、 consegui, ele vestia a mesma roupa azul-escura e
打出《うちだ》しの太刀《たち》を佩《は》い

trazia a mesma espada ornada de detalhes metalicos.

て居りました。
藪の中
Dentro
bosque

do

わたしはまたこの時も、気を失ってしまった

Devo entao ter perdido novamente os sentidos.

のでしょう。やっとあたりを見まわした時に

Quando voltei a mim, meu marido, ainda amarrado,

は、夫はもう縛られたまま、とうに息が絶え

estava morto havia muito.

ていました。

204

参考文献

日本語の参考文献
庵 功雄（2001）
「テイル形、テイタ形の意味の捉え方に関する一試案」
『一橋大
学留学生センター起用』4: 75-94.
岩崎 卓（1995）「従属節のテンスと視点」『現代日本語研究』2: 67-84.
岩崎 卓（1998）
「従属節テンス認定の問題―外の関係の連体修飾節の場合―」
『大
阪大学日本語学報』17: 27-43.
岩崎 卓（2000）
「テンス―日本語における文法カテゴリーとしてのテンスとは何
か―」『日本語学』19(5): 28-38.
岩崎 卓（2001）「複文における時制」『言語』30(13): 50-55.
太田 亨（2000）
「日本語とポルトガル語の先行性アスペクトをめぐる考察」
『日
本語と外国語との対照研究 VII「日本語とポルトガル語 2: ブラジル人と日本
人との接触場面」』国立国語研究所 / くろしお出版.
荻野 綱男・市岡 香代・博多 理恵・間淵 洋子・田 萌・張 元哉・黄 龍夏（2001）
「各研究論文ではどれくらいの量を調査しているか」
『日本語学』20(5)（日本
語の計量研究法）: 210-223.
鬼山 信行（1997）
「従属節の階層性と時制面のふるまい」
『文学部紀要』10(2): 118、大東文化大学.
儀保 ルシーラ悦子（2014）
「ブラジル・ポルトガル語のアスペクト・テンス体系
－日本語のアスペクト・テンス体系との比較研究－」
『ロマンス語研究』日本
ロマンス語学会 47: 1-10.
金田一 春彦（1950）「国語動詞の一分類」『言語研究』15: 275-302.
金田一 春彦（1955）
「日本語動詞のテンスとアスペクト」
『名古屋大学文学部研
究論集』
、pp. 365-408.
草薙 裕（1981）
「日本語のテンス、アスペクトの解析のアルゴリズム」
『文藝言
語研究. 言語篇』6: 69-83.
工藤 真由美（1989a）
「現代日本語の従属文のテンスとアスペクト」
『横浜国立大
学人文紀要』36: 1-24.
工藤 真由美（1989b）
「現代日本語のパーフェクトをめぐって」
『ことばの科学』
3: 53-118.
工藤 真由美（1992）
「現代日本語の時間の従属複文」
『横浜国立大学人文紀要 第
205

参考文献

二類 語学・文学』39: 169-192.
工藤 真由美（1995）
『テンス・アスペクト体系とテクスト―現代日本語の表現―』
ひつじ書房.
工藤 真由美（2014）『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』ひつじ書房.
江田 すみれ（2013）
『
「ている」
「ていた」
「ていない」のアスペクト―異なるジ
ャンルのテクストにおける使用状況とその用法―』くろしお出版.
谷 文詩（2019）
『日本語連体修飾節を中国語に訳す為の翻訳パターンの作成 : 被
修飾語の意味役割に基づく新提案』筑波大学博士（言語学）学位請求論文（博
士論文）.
朱 薇娜（2010）
「トキ節のテンス・アスペクトについて―連体修飾節をメインに
―」『言葉と文化』11: 303-315.
譙 俊凱（2016）
『日本語授受補助動詞構文に関する日中翻訳規則の作成』筑波大
学博士（言語学）学位請求論文（博士論文）.
鈴木 重幸（1979）
「現代日本語の動詞のテンス―終止的な述語につかわれた完成
相の叙述法断定のばあい―」JC 言語学研究会編 1979 に所収、pp. 7-59.
高木 耕（2017）
「日本ブラジル関係史の再考―移民事業と日系人社会の発展を中
心として―」『グローバル・コミュニケーション研究』5: 7-31.
田所 清克・伊藤 奈希砂（2006）
『「図と表で整理する」ブラジルポルトガル語文
法』国際語学社.
Toffoli, Julia（2019）「ブラジル･ポルトガル語を母語とする日本語学習者の結果
残存のテイルの使用傾向 : 定冠詞と不定冠詞による影響」『一橋大学国際教
育交流センター紀要』1: 29-40.
中澤 敏明（2017）「機械翻訳の新しいパラダイム」『情報管理』60(5): 299-306.
成田 徹男（1982）「従属節におけるテンスをめぐって」『日本語学』1(2): 30-37.
日本語記述文法研究会（2007）『現代日本語文法 3』くろしお出版.
丹羽 哲也（2001）「連体修飾節のテンスとアスペクト」『言語』30(13): 56-63.
ヌネス・コスタ・ハイッサ（2017a）
「引用の「言う」のアスペクト－「トイッタ
系」と「トイッテイタ系」の使用分布－」第四回北京師範大学・筑波大学学術
交流会「東アジアの近未来型共生社会と中日の言語文化交流」予稿集、北京师
范大学（中国）.
ヌネス・コスタ・ハイッサ（2017b）
「ブラジルポルトガル語と日本語の過去のテ
ンス・アスペクト形式の対応―ブラジルポルトガル語から日本語への翻訳規
則の一案―」筑波大学大学院人文社会科学研究科中間評価論文（修士論文）.
野田 尚史（2005）
「コミュニケーションのための日本語教育文法の設計図」野田
尚史（編）
『コミュニケーションのための日本語教育文法』、pp. 1-20 くろしお
出版.
206

参考文献

橋本 修（1995）
「現代日本語の非制限節における主節時基準現象」
『文藝言語研
究. 言語篇』27: 107-124.
橋本 修（1997）「マエ・アト節のトキ解釈」『文芸言語研究. 言語篇』32: 49-60.
濱田 美和（1998）「トキ節のテンス」『富山大学教育学部紀要 A 文科系』59: 19.
濱田 美和（1999）
「アイダ（ニ）節のテンス・アスペクト」
『富山大学教育学部
紀要』53: 1-12.
藤井 正（1976）
「動詞＋『ている』の意味」金田一春彦（編）
『日本語動詞のア
スペクト』pp. 97-116 麦書房.
舩橋 瑞貴（2006）
「トキ節の解釈に関する語用論的考察」
『日本語文法』6(1): 106121.
法務省（2019）
「第１表 国籍・地域別 在留資格（在留目的）別 在留外国人」
『在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表』ウエブで公開:
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html（アクセス日：2020
年 7 月 2 日）.
前田 直子（2014）
「条件」日本語文法学会（編）
『日本語文法辞典』、pp. 300-302
大修館書店.
町田 健（1989）『日本語の時制とアスペクト』アルク.
スリーエーネットワーク（2000）
『みんなの日本語初級 II 訳・文法解説ポルトガ
ル語版』スリーエーネットワーク.
三原 健一（1991）「「視点の原理」と従属節時制」『日本語学』10(3): 64-77.
三原 健一（1992）『時制解釈と統語現象』くろしお出版.
宮田 玲・藤田 篤（2017）
「機械翻訳向けプリエディットの有効性と多様性の調
査」『通訳翻訳研究への招待』18: 53-72.
向井 留美子（1997）
「トキ節の同時解釈と絶対的テンス」
『広島大学日本語教育
学科紀要』7: 127₋134.

英語及びポルトガル語の参考文献
Ananth, Priya (2006) Japanese Temporal Connectives : ~tara, tokoro, toki : A Pragmatic
Analysis. 『京都大学言語学研究』25: 1-39.
Anderson, L. (1982) The ‘Perfect’ as a Universal and as a Language-particular Category.
In P. Hopper (ed.) Tense-aspect: Between Semantics and Pragmatics. Amsterdam:
John Benjamins, pp. 227-264.
Antonio, Juliano Desirato (2012) Expressão Linguística das Relações Retóricas de
207

参考文献

Circunstância e de Condição por meio de Orações Adverbiais Temporais e por meio de
Orações Adverbiais Condicionais. Estudos Linguísticos, 41(1): 128-143.
Bechara, Evanildo (2006) Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira.
Bertinetto, Pier Marco (2001) On a Frequent Misunderstanding in the Temporal-aspectual
Domain: The ‘Perfective = Telic Confusion’. In Cecchetto, Carlo; Gennaro Chierchia
and Maria Teresa Guasti (eds.). Semantic Interfaces [Reference, Anaphora and Aspect].
Stanford, Cal.: CSLI Publications, pp. 177-210.
Câmara Jr., Joaquim Mattoso (1964) Uma Categoria Verbal: O Aspecto. In Princípios de
Linguística Geral. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, pp. 140-148.
Castilho, Ataliba (1968) Introdução ao Estudo do Aspecto Verbal na Língua Portuguesa.
Alfa Revista de Linguística, 12: 11-135.
Coan, Márluce and Angela Back (2012) Ponto de Referência: Análise Tipológica dos
Pretéritos Mais-que-perfeito e Perfeito do Indicativo e Imperfeito do Subjuntivo.
Revista da ABRALIN, 11(2): 11-41.
Coan, Márluce; Angela Back; Mariléia Reis and Raquel Meister Ko Freitag (2006) As
Categorias Verbais Tempo, Aspecto, Modalidade e Referência: Pressupostos Teóricos
para uma Análise Semântico-discursiva. Estudos Lingüísticos, 35: 1463-1472.
Coan Márluce and Raquel Meister Ko Freitag (2009) Usos do Pretérito Perfeito,
Imperfeito e Mais-que-perfeito em Contextos de Variação: Contribuições para o Ensino
de Língua Portuguesa. Revista Diadorim, 6: 225-242.
Comrie, Bernard (1976) Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and
Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.
Comrie, Bernard (1985) Tense. Cambridge: Cambridge University Press.
Correa, M. (2014). Leaving the “Peer” out of Peer-editing: Online Translators as a
Pedagogical Tool in the Spanish as a Second Language Classroom. Latin American
Journal of Content and Language Integrated Learning, 7(2): 1-20.
Costa, R. N. (2018). Formas Aspectuais de Passado da Língua Japonesa -TA e -TEITA O Caso da Estrutura -TOIU em Diferentes Discursos. XII Congresso Internacional de
Estudos Japoneses no Brasil / XXV Encontro Nacional de Professores Universitários
de Língua, Literatura e Cultura Japonesa, Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
Caderno de Resumos Expandidos Estudos Japoneses: Singularidades e Novos Rumos,
pp. 429-432.
Cunha, Celso and Lindley Cintra (1985) Sintaxe dos Modos e dos Tempos. In Nova
Gramática do Português Contemporâneo. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
Cunha, Luís Filipe (2000) Valores Temporais das Orações com Quando. Cadernos de
208

参考文献

Linguística da Universidade do Porto 8.
Dahl, Östen (1985) Tense and Aspect Systems. Basil Blackwell.
De Vries, Eric; Martijin Schoonvelde and Gijs Schumacher (2018) No Longer Lost in
Translation: Evidence that Google Translate Works for Comparative Bag-of-words
Text Applications. Political Analysis, 26: 417-430.
España-Bonet, Cristina and Marta R. Costa-jussá (2016) Hybrid Machine Translation
Overview. In Costa-jussà, Marta R., Reinhard Rapp, Patrick Lambert, Kurt Eberle,
Rafael E. Banchs, Bogdan Babych (eds.) Hybrid Approaches to Machine Translation.
Springer International Publishing, pp.1-24.
Freitag, Raquel Meister Ko. (2007a) A Expressão do Passado Imperfectivo no Português:
Variação/Gramaticaização e Mudança. Tese de Doutorado. Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianopólis. 238 p.
Freitag, Raquel Meister Ko. (2007b) Traços Aspectuais do Pretérito Imperfeito do
Indicativo e do Passado Progressivo no Português em Contextos de Variação. Revista
Letras, 72: 251-271.
Freitag, Raquel Meister Ko. (2011a) Aspecto Inerente e Passado Imperfectivo no
Português: Atuação dos Princípios da Persistência e da Marcação. Alfa Revista de
Linguística, 55 (2): 477-500.
Freitag, Raquel Meister Ko. (2011b) Trajetórias de Mudança do Passado Imperfectivo no
Português entre o Aspecto e a Modalidade. Veredas On Line – Atemática, 1/2011: 148163.
Gabardo, Tânia Lazier (2001) Reflexões sobre Tempo e Aspecto nas línguas portuguesa
e espanhola. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 140
p.
Ghasemi, Hadis and Mahmood Hashemian (2016) A Comparative Study of Google
Translate Translations: An Error Analysis of English-to-Persian and Persian-to-English
Translations. English Language Teaching, 9(3): 13-17.
Gibo, Lucila (2018) A Alternância entre os Pretéritos Perfeito, Mais-que-perfeito Simples
e Mais-que-perfeito Composto no Português Escrito: Análise dos Fatores
Morfossintáticos Condicionantes. Studia Romanica, Sociatas japonica studiorum
romanicorum, 51: 65-74.
Hampshire, Stephen and Carmen Porta Salvia (2010) Translation and the Internet:
Evaluating the Quality of Free Online Machine Translators. Quaderns: Revista de
Traducciò, 17: 197-209.
Hirata-Vale, F. B. M. (2008) Para uma Interpretação Condicional de Construções
Temporais do Português: Contextos de Uso. Alfa Revista de Linguística, 52(1): 167209

参考文献

177.
Ilari, Rodolfo (1997) A Expressão do Tempo em Português. São Paulo: Contexto.
Ilari, Rodolfo and Miguel Basso (2008) O Verbo. In Rodolfo Ilari and Maria Helena de
Moura Neves (eds.) Gramática do Português Culto Falado no Brasil, vol.2: Classes
de Palavras e Processos de Construção. Campinas: Editora da Unicamp, pp. 163-365.
Jackson, Jeffrey L.; Akira Kuriyama; Andreea Anton; April Choi; Jean-Pascal Fournier;
Anne-Kathrin Geier; Frederique Jacquerioz; Dmitry Kogan; Cecilia Scholcoff; Roa
Sun (2019) The Accuracy of Google Translate for Abstracting Data from Non-Englishlanguage Trials for Systematic Reviews. Annals of Internal Medicine, 171(9): 677-679.
Lee, Sangmin-Michelle (2020) The Impact of Using Machine Translation on EFL
Students’ Writing. Computer Assisted Language Learning, 33(3): 157-175.
Lobo, Maria (2003). Aspectos da Sintaxe das Orações Subordinadas Adverbiais do
Português. Tese de Doutoramento. Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa. 336 p.
Neves, Maria Helena de Moura (2000) Gramática de Usos do Português. São Paulo:
Editora Unesp.
Oliveira, Rodrigo Gomes de and Dimitra Anastasiou (2011) Comparison of SYSTRAN
and Google Translate for English → Portuguese. Revista Tradumàtica: Tecnologies de
la Traducciò, 9: 118-136.
Reichenbach, Hans (1947) The Tenses of Verbs. In Elements of Symbolic Logic. New
York: The MacMillan Company, pp. 287-298.
Ruiz, Tânia Maria Barroso (1992) Aspecto: Um Estudo de sua Expressão pelas Flexões
Verbais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 93 p.
Shirai, Yasuhiro (2000) The Semantics of the Japanese Imperfective -teiru: An Integrative
Approach. Journal of Pragmatics, 32: 327-361.
Silva, Cristiany Fernandes & Heloisa Salles (2014) Orações Temporais Iniciadas por
Quando: Uma Comparação entre o Português e o Espanhol. XVII Congresso
Internacional Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL 2014).
João pessoa, Paraíba, Brasil.
Travaglia, Luiz Carlos (2006) O Aspecto Verbal no Português: A Categoria e Sua
Expressão. 5 ed. Uberlândia: Edufu.
Turovsky, Barak (2016). Found in Translation: More Accurate, Fluent Sentences in
Google
Translate.
The
Keyword
Google
Blog.
Available
in:
https://blog.google/products/translate/found-translation-more-accurate-fluentsentences-google-translate/. Access in: May 12th, 2020.
Vendler, Zeno (1967) Verbs and Times. In Linguistics in Philosophy. New York: Cornell
University Press, pp. 97-121.
210

参考文献

コーパス
国立国語研究所（2020）『日本語話し言葉コーパス』https://chunagon.ninjal.ac.jp/
（2020 年 10 月 6 日確認）
国立国語研究所（2020）『現代日本語書き言葉均衡コーパス』
https://chunagon.ninjal.ac.jp/ （2020 年 10 月 6 日確認）
藤村 逸子・大曽 美恵子・大島 ディヴィッド義和（2011）
「会話コーパスの構築
によるコミュニケーション研究」藤村 逸子・滝沢 直宏（編）
『言語研究の技
法：データの収集と分析』pp. 43-72 ひつじ書房.
Projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro (NURC-RJ). Disponível em:
http://www.nurcrj.letras.ufrj.br/ （2020 年 10 月 6 日確認）

「日葡対訳データベース」で扱った書籍
原文
芥川龍之介（1915）『羅生門』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 10
月 6 日確認）.
芥川龍之介（1916）『尾形了斎覚え書』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/
（2020 年 10 月 6 日確認）.
芥川龍之介（1917）『戯作三昧』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年
10 月 6 日確認）.
芥川龍之介（1918）『枯野抄』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 10
月 6 日確認）.
芥川龍之介（1918）『奉教人の死』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020
年 10 月 6 日確認）.
芥川龍之介（1922）『おぎん』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 10
月 6 日確認）.
芥川龍之介（1922）『藪の中』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 10
月 6 日確認）.
211

参考文献

荒川弘（2002）『鋼の錬金術師 第 1 巻』スクエア・エニックス
大場つぐみ・小畑健（2005）『DEATH NOTE 第 6 巻「交換」』集英社・ジャン
プ・コミックス.
川端康成（1968）『古都』新潮社.
CLAMP（1999）『カードキャプターさくら第 10 巻』講談社.
車田正美（2017）『聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 第 11 巻』秋田書
店.
高見広春（2002）『バトルロワイアル 上』幻冬舎.
高見広春（2002）『バトルロワイアル 下』幻冬舎.
武内直子（2003）『美少女戦士セーラームーン第 1 巻』講談社.
夏目漱石（1914）『こころ』Aozora Bunko https://www.aozora.gr.jp/（2020 年 10
月 6 日確認）.
村上春樹（2010）『ねむり』新潮社.
村上春樹（2016）「イエスタデイ」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 72-124.
村上春樹（2016）「女のいない男たち」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 278300.
村上春樹（2016）「木野」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 224-276.
村上春樹（2016）「シェラザード」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 180-222.
村上春樹（2016）「独立器官」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 126-178.
村上春樹（2016）「ドライブマイカー」『女のいない男たち』文藝春秋、pp. 1870.
吉本ばなな（1992）『つぐみ』中央公論新社.
和月伸宏（1995）『るろうに剣心第 3 巻』ジャンプ・コミックス.
訳文
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Dentro do Bosque. In Rashômon e Outros Contos.
Tradução de Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp. 35-49.
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Devoção à Literatura Popular. In Rashômon e Outros
Contos. Tradução de Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra.
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Memorando “Ryôsai Ogata”. In Rashômon e Outros
Contos. Tradução de Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp.
51-58.
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) O Mártir. In Rashômon e Outros Contos. Tradução de
Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp. 69-85.
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Ogin. In Rashômon e Outros Contos. Tradução de
Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp. 59-68.
212

参考文献

Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Rashômon. In Rashômon e Outros Contos. Tradução
de Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp. 25-34.
Akutagawa, Ryuunosuke (2008) Terra Morta. In Rashômon e Outros Contos. Tradução
de Madalena Hashimoto Cordaro e Junko Ota. Editora Hedra, pp. 87-102.
Arakawa Hiromu (2016) Fullmetal Alchemist Volume 1. Tradução de Luiz Octavio
Kobayashi. Editora JBC.
CLAMP (2013) Sakura Card Captor Volume 10. Tradução de Luiz Kobayashi. Editora
JBC.
Kawabata, Yasunari (2006) Kyoto. Tradução de Meiko Shimon. Editora Estação
Liberdade.
Kurumada, Masami (2018) Cavaleiros do Zodiaco Next Dimension Saga de Hades
Volume 11. Tradução de Karen Kazumi Hayashida. Editora JBC.
Murakami, Haruki (2015) Drive my car. In Homens sem Mulheres. Tradução de Eunice
Suenaga. Alfaguara, pp. 7-45.
Murakami, Haruki (2015) Homens sem Mulheres. In Homens sem Mulheres. Tradução
de Eunice Suenaga. Alfaguara, pp. 223-238.
Murakami, Haruki (2015) Kino. In Homens sem Mulheres. Tradução de Eunice
Suenaga. Alfaguara, pp. 155-194.
Murakami, Haruki (2015) Órgão Independente. In Homens sem Mulheres. Tradução de
Eunice Suenaga. Alfaguara, pp. 85-122.
Murakami, Haruki (2015) Sherazade. In Homens sem Mulheres. Tradução de Eunice
Suenaga. Alfaguara, 123-153.
Murakami, Haruki (2015) Sono. Tradução de Lica Hashimoto. Editora Alfaguarda.
Murakami, Haruki (2015) Yesterday. In Homens sem Mulheres. Tradução de Eunice
Suenaga. Alfaguara, pp. 47-83.
Natsume Sôseki (2008) Coração (Kokoro). Tradução Junko Ota. Editora Globo. 280 p.
Ooba, Tsugumi & Obata Takeshi (2007). Death Note Volume 6 ‘Trocas’. Editora JBC.
Takami Koushun (2014) Battle Royale. Tradução de Jefferson José Teixeira. Editroa
Globo.
Takeuchi, Naoko (2014) Sailor Moon Volume 1. Tradução de Arnaldo Massato Oka.
Editora JBC.
Watsuki, Nobuhiro (2013) Samurai X Volume 3. Editora JBC.
Yoshimoto, Banana (2015) Tsugumi. Editora Estação Liberdade

213

各章と既発表論文との関係
第1章

第2章

序論
新規執筆
先行研究の概観と本研究の位置づけ
Costa, R. N. (2018). Formas Aspectuais de Passado da Língua Japonesa -TA e TEITA - O Caso da Estrutura -TOIU em Diferentes Discursos. XII
Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil / XXV Encontro
Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura
Japonesa, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Caderno de
Resumos Expandidos Estudos Japoneses: Singularidades e Novos Rumos,
pp. 429-432.
Costa, R. N. Formas aspectuais de passado da língua japonesa -TA e -TEITA - O
caso da estrutura -TOIU em diferentes discursos. Estudos Japoneses em
Foco – singularidades e trajetórias contemporâneas (Livro Digital) （投
稿中）
ヌネス・コスタ・ハイッサ（2017b）
「ブラジルポルトガル語と日本語の
過去のテンス・アスペクト形式の対応―ブラジルポルトガル語か
ら日本語への翻訳規則の一案―」筑波大学大学院人文社会科学研
究科中間評価論文（修士論文）.

第 3 章 コーパスに見られる「トキ節」
「Quando 節」におけるテンス・アスペク
ト形式の使用実態
ヌネス・コスタ・ハイッサ（2019）
「日本語とブラジル・ポルトガル語に
おける時間を表す複文節に見られる主節時基準現象の実態－話し
言葉コーパスにおけるトキ節・Quando 節を中心に－」日本言語学
会 158 回大会，一橋大学．日本言語学会 158 回大会予稿集、pp. 6066
第 4 章
点

既存の翻訳ツールによる「トキ節」のポルトガル語訳の正確さと問題
新規執筆

214

各章と既発表論文との関係

第5章

「トキ節」のテンス・アスペクト形式に関する翻訳規則の一案
ヌネス・コスタ・ハイッサ「過去の結果継続性を表すテイタ形のポルト
ガル語訳―日本語とブラジル・ポルトガル語における「変化」の捉
え方―」『筑波日本語研究』第 25 号（投稿中）

第6章

「トキ節」と「Quando 節」の相関性と他の時間の複文節
ヌネス・コスタ・ハイッサ（2020）
「期間の同時性を表す複文の日葡対照
研究－話し言葉コーパスにおけるアイダ節と Enquanto 節を中心に
－」『筑波日本語研究』第 24 号

第7章

結論
新規執筆

※全ての既発表論文に修正・加筆を施している。

215

