
 

 

東吳大學日本語文學系碩士論文 

 

指導教授：林錦川 教授 

 

テシマウ構文の研究 

―日本語教育の立場から― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究生：黃彥凱 撰 

中華民國 101 年 1 月 

 

 



 

論文名稱：テシマウ構文の研究―日本語教育の立場から―  

頁數： 130  

校（院）所組別：私立東吳大學日本語文學系碩士班   

畢業時間及摘要別：一百學年度第一學期碩士學位論文摘要   

研  究  生：黃彥凱   

指導教授：林錦川教授  

 

中文摘要  

 

 「テシマウ」一句型在日語教育中出現於初級階段，根據先行研

究，此句型使用頻率極高，且因用法複雜，學習者的誤用率也相當高。

本論文旨在探討「テシマウ」一句型的語義及用法之分類、判斷基準，

以及從日語學習者的角度探討如何理解、學習該句型，期能幫助學習

者降低誤用或誤判的機會。  

 本論文根據先行研究及透過例句分析，將「テシマウ」的語義及

用法區分為〈量的完了〉、〈極限〉、〈無意志〉、〈預想外〉、〈反期待〉、

〈既定〉、〈一掃〉七種用法。在日語教育中，一般將〈完了〉一用法

解釋為〈動作的完了〉，但根據本論文的分析結果，此用法與動作的完

了與否並無絕對關係，而是與動作對象的數量的消長有關，因此本論



 

文將此用法命名為〈量的完了〉。  

 除了語義分析外，本論文將「テシマウ」和非「テシマウ」的例

句做比對，得知「テシマウ」例句中，經常是兩種以上的語義共同存

在，而並非為排他性的單獨存在。在此七種用法中，最常見且最被廣

為使用的乃是〈反期待〉用法，幾乎所有的「テシマウ」句皆含有此

語義。因此在初學階段，「テシマウ」之此種用法最容易被學習者所認

識、接受。  

 另外透過日語教科書的分析，得知除了〈量的完了〉、〈反期待〉

會在初級階段提到之外，其餘的用法雖然會在中、高級出現在課文中，

但其用法之說明皆極少被提及，導致學習者無法融會貫通，甚至將所

有的用法皆以〈反期待〉來解釋。因此本論文整理出「テシマウ」語

義的判斷基準，並將其表格化，以供學習者參考。  



 

Abstract 

 

In Japanese language education, students learn to use  TESHIMAU(テシマ

ウ )  in the beginner level . According to previous studies, TESHIMAU is in 

common use but because of its complicated usages, learners frequently make 

mistakes when using i t. The purpose of this thesis is to discuss the different 

meanings and usages of TESHIMAU, the criteria for classification and the 

understanding of its patterns from Japanese learners’ perspective in an attempt 

to lower their  chances of misunderstanding  or misusing i t.   

 Based on previous research, the thesis analyzes example sentences and 

separates the meanings and usages of TESHIMAU into seven categories .  It  can 

be used to connote ‘depletion as a result  of an action, ’ ‘limit ,’ ‘an 

unintentional action, ’ ‘out of expectation,’ ‘contrary to expectation,’ ‘an 

irreversible result’ and ‘an action carried out against  all  odds. ’ In Japanese 

language education, ‘depletion as a result  of an action ’ is generally explained 

as ‘the completion of an action ,’ but according to the analys is,  the usage is not 

necessari ly l inked to the completion of an action but has to do with the change 

in quantity. Therefore, the meaning of ‘depletion as a result  of an action ’ is  

adopted in l ieu of ‘the completion of an action’ in this thesis.  

 In addition to semantic analysis, the thesis compares the sentences with 

TESHIMAU and those without and finds that TESHIMAU usually contains 

more than two meanings in a sentence rather than has one meaning alone. 

Among the seven meanings, ‘contrary to expectation ’ is most common and 

widely used. Almost al l sentences with TESHIMAU contain this meaning. That 

explains why in the beginner level, this usage is best understood by learners.  



 

 An analysis of Japanese textbooks indicates that  although the usages of 

‘depletion as a result  of an action ’ and ‘contrary to expectation’ are explained 

in the beginner level,  other usages are not mentioned in textbooks, despite the 

fact  that  they can be seen in intermediate and high level readings. That is why 

learners find TESHIMAU difficult  to understand or understand it  solely as 

‘contrary to expectation. ’ Therefore, this thesis aims to use tables to sort  out 

the judging cri teria for the meanings of TESHIMAU and provide a reference 

for Japanese learners.  
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第一章 序論  

1.1 研究動機及び目的  

日本語には種々な表現形式があり、その中に「補助動詞」という

動詞の下位分類が存在している。補助動詞の使い方が日本語教育の

初級段階からさまざま取り上げられたり、補助動詞に関する研究論

文も多く書かれたりすることから見て、その重要さが言わずともわ

かるであろう。これほど重要な文法カテゴリーもテイル、テアル、

テオク、テイク、テクル、テシマウ、テモラウなど、さまざまな表

現形式が使われている。この中で、最も興味を引いたのはテシマウ

という文法事項である。  

筆者はまだ日本語の初心者であったときから、テシマウを用いた

文を漫画やインターネットなどからよく目にしており、ドラマやポ

ピュラー音楽といったメディアからも常に耳にしている。文法書な

どでテシマウの意味を引いて見れば、ほぼ「動作の完了や残念・後

悔といった気持ちを表す」と記されている。例えば、  

 

 (1) 仕事は、全部完成してしまった。  

 (2) 酔っ払って、ばかな事を言ってしまったと後悔している。 

（砂川・他 1998：254－255）  
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のように、例文 (1)と(2)は、それぞれ「動作の完了」及び「残念・

後悔の気持ち」を表すとあるが、やはり疑いがある。(1)には副詞の

「全部」が使われているが、文脈や語彙的意味から判断すれば、す

でに「完了」という意味が備わっており、テシマウの使用は不必要

ではないかと思われる。仮に(1)を、  

 

 (1)’仕事は、全部完成した。  

 

と言い換えると、依然として正しい文なのか、それとも非文になっ

てしまうか。もし正しい文であれば、どういう意味になるのだろう

か。また、テシマウ構文との相違点は何なのか。次に、(2)も同じよ

うに、主節においては「後悔している」と明記されていながらも、

補足節におけるテシマウはやはり使用せざるを得なかろうか。もし

(2)を、  

 

 (2)’酔っ払って、ばかな事を言ったと後悔している。  

 

にしても正しい文なのか、疑問を持っている。さらに、残念・後悔

などを表すテシマウを用いた (3)について、  
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 (3)a.☓子供ときは、よくバカなことをやってしまった 1。 

b.○子供のときは、よくバカなことをやったものだ。  

（市川 2010：436）  

 

市川（ 2010：437）は、「『てしまった』は現在も後悔しているという

気持ちを表すので、回想を表す『ものだ』を使ったほうがよい」と

解釈しているが、納得がいかない。なぜかというと、学習者すなわ

ち用例の作者は現在も後悔しているかどうかは不明だからである。

学習者の作文だけでその考えを認識するのは到底不可能なので、そ

の説明はなかなか受け入れにくいのである。  

 日本語教育の面においては、テシマウは初級レベル 2ではすでに現

れる文型の一つである。庵・他（ 2000：412）、市川（ 2005：451）、

国際交流基金・日本国際教育協会（ 2002：142）によると、テシマウ

という文法項目は下記のように、  

 

1. 『あたらしい日本語』（学習研究社）  

2. 『外国学生用日本語教科書初級』（早稲田大学語学教育

研究所）  

                                                      

1 原文は学習者の作った非文なので、「子供」および「とき」の間には、そもそ

も連体助詞の「の」が入っていないのである。  

2 いわゆる「初級レベル」とは、西川（ 2005：757）によれば、「基礎的な文型・

文法、漢字（ 300 字程度）、語彙（ 1500 語程度）を習得する段階。これらを用い

て簡単な応答、質問、依頼、説明などの口頭でのコミュニケーションができ、

平易な文章の読み書きができるようになることが目指される。学習時間は 300

時間程度」とまとめている。日本語能力試験の級別認定基準と比べれば、旧制

の 3 級・ 4 級に当たり、新制の N4・ N5 に相当する」ということである。  
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3. 『初級日本語』（凡人社）  

4. 『進学する人のための日本語初級』（国際学友会日本語

学校）  

5. 『新日本語の基礎』（スリーエーネットワーク）  

6. 『新文化初級日本語』（凡人社）  

7. 『日本語』（東京外国語大学付属日本語学校）  

8. 『日本語初歩』（凡人社）  

9. 『みんなの日本語初級』（スリーエーネットワーク）  

10. 『 An Introduction to Modern Japanese』（ The Japan 

Times） 

11. 『BEGINNING JAPANESE』（ Yale University Press）  

12. 『COMMUNICATING WITH JAPANESE BY THE TOTAL METHOD』

（Japan Missionary Language）  

13. 『 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE』（講談社インターナショ

ナル）  

14. 『 Modern Japanese for University Students 』

（International Christian University）  

15. 『Situational Functional Japanese』（凡人社）  

 

など、多くの初級日本語教科書に出ていることがわかる。また、国

際交流基金・日本国際教育協会（ 2002）もテシマウを日本語能力試

験 33 級の出題範囲に入れておいた。国際交流基金・日本国際教育協

                                                      

3 2010 年にあたり、新制日本語能力試験の実施が始まった。従来の旧制日本語

能力試験は「出題基準」が公表されていたが、新制の出題基準は公表されない

という。  
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会（2002：121）にも、「 4 級を初級の前期、3 級を初級の後期とする

のが妥当と思われるが（後略）」と書いてあるので、3 級の出題範囲

は初級レベルの範囲と見なされていたということがわかる。ふつう、

言語教育においては、初級レベルの文法項目が語学の基礎であり、

中・上級レベルの学習へと進む土台をなすということである。言い

換えると、初級レベルの学習を飛ばしたりして直接に中・上級の学

習に入るのはありえないので、初級レベルの文法項目は非常に重要

であると断言できよう。それゆえ、 3 級の出題範囲に属したテシマ

ウは初級レベレルの学習者にとって、その大切さも言わずともわか

ろう。  

テシマウの使用頻度については、十島（ 1995）は、大学講義 4に使

用されている補助動詞などを対象として調査・分析し、その結果、

テシマウは第三位に位置する補助動詞であることがわかる。そして、

江田・小西（ 2008）もコーパス 5を用いて日本語能力試験（旧制） 3

                                                      

4 ここで言う「大学講義」とは、  

 

 筑波大学構造工学分野の 6 講義、各 75 分を文字化した資料を対象とした。

 講義の対象は学類の 3、4 年生で、講師は全員異なる。開設科目名は以下の

 通りである。  

 材料力学  材料学  コンクリート工学  応用数学Ⅰ  耐震工学  流体工学  

              （十島 1995： 37） 

 

ということである。要するにコース自体は理科関係の大学講義であり、対象も

一般の日本人学生だと考えられる。  

5 江田・小西（ 2008）の使用したコーパスは下記の通りである  

 

 ①  会話コーパス…  『男性のことば・職場編』  

 ②  小説コーパス…  『 CD-ROM 版  新潮文庫の 100 冊』  

 ③  新書コーパス…  『 CASTL/J』  

             （江田・小西 2008：5） 

 

その中で、①の「会話コーパス」は話し言葉であり、③の「新書コーパス」は

書き言葉である。②の小説コーパスは、小説の性質から判断すれば、書き言葉

も話し言葉も含んでいるコーパスだと思われる。  
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級・4 級の文法項目の使用頻度を調査し、九十九個の文法項目の中

で、テシマウは第十二位に並んでおり、補助動詞の項目においては

第二位になっているのである。これらの研究によって、テシマウは

使用頻度が非常に高いということが明らかになろう。  

テシマウは書き言葉においても話し言葉においても頻繁に用いら

れているものの、テシマウに関する誤用研究は、すでに多くの研究

者によってなされていることからして、学習者にとってなかなか身

に付くことができない用法らしい。例えば、市川（ 1997）、迫田（ 2002）、

黄（2009）などは、学習者の犯したテシマウの誤用例をいろいろ取

り上げ、分析した。市川（ 2010：438）はテシマウの誤用の傾向につ

いて、「脱落、非用の誤用が多い。完了を表すといっても、いつ『た』

ではなく『てしまう』を使うべきなのかが、学習者にわかりにくい 6」

と述べている。また、迫田（ 2002）も、  

 

(4)？先生、今日、私は宿題をしてしまいました。  

（迫田 2002： 8）  

 

という誤用例を取り上げ、それは「“ have done”＝テシマウ」とい

う誤解から生み出した誤用例であると推測している 7。さらに、黄

（2009：180）も、コーパスを用いて学習者のテ形補助動詞に関する

誤用研究を行い、その結果、テシマウに関する誤用数は三番目に多

                                                      

6 下線は筆者。  

7 日本語教育では、テシマウは常に「完了」を表すと教えられているので、学

習者がテシマウを英文法の「完了形（ have+p.p.）」と混交してしまう原因にな

ると思われる。  
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いということがわかる。  

そのほか、羅（ 1999）は日中対照の立場に立ち、テシマウとその

対訳の中国語表現について考察した。羅（ 1999：209）は、「日本語

の＜Ｖてしまう＞と対照してみると、＜Ｖてしまう＞の不本意、遺

憾、取り返しができない、残念などの意味合いは中国語に何も訳さ

れていないことが多い。（中略）それは異なっている言語構造で対訳

できない 8部分であるかもしれない」と述べており、対照研究の方法

ではテシマウ構文の語彙構造を捉えることができないことを示して

いる。すなわち、テシマウという表現と一致した中国語表現が見つ

からないので、中国語母語話者の台湾人日本語学習者にとって、理

解しにくい、習得しにくい表現だと言えよう。  

ここまで見てきたら、テシマウの使用頻度の高さ、及びその習得

しにくさは自明なことであろう。それゆえ、本稿において、筆者は

補助動詞テシマウについて考察・分析し、日本語教育現場への提案

を出してみたいと思う。  

本研究の目的は、テシマウ構文の種々な意味・用法について考察

し、その使用条件および使い分けを明瞭にし、さらに、その研究成

果を応用して、日本語学習者に理解してもらい、日常会話や文章作

成においてテシマウ構文を正確に使用していただけることにある。  

                                                      

8 下線は筆者。  
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1.2 研究方法  

本論文は「質的研究 9」であり、すなわち対象の質的な側面に注目

した方法をとる研究である。本稿は、理論の解説だけに留まらず、

現実の言語資料の観察・分析という方面に重点を置く。本稿の立場

は主に「記述文法」の観点から出発する。「記述文法」と対立するの

は「規範文法」であり、いわゆる「規範文法」とは、文法規則を人

工的に作って、文の正しさを判断する基準となる文法である。代表

例としては「学校文法」などがある。それに対して、いわゆる「記

述文法」とは、母語話者の発する文などを記述し、それをまとめて

法則を見出す方法である。従って、例文に関してはいっさい作例を

使用せず、現代日本語を用いている文学作品・シナリオ・漫画など

から例文を抽出し、生きた用例をもって分析の対象とする。  

ここではまず、コーパスを使用しない理由について説明しておき

たい。現存の無料コーパス、例えば「青空文庫」といったデータベ

ースにおいて公開されている資料は、著者の没後五十年を経て、日

本国内において著作権が消滅した文学作品、言い換えれば、ほぼ第

二次世界大戦以前の資料が大多数を占めているのである。戦前の日

本語と現代日本語との間に、表記はともかく、語彙、文法なども使

用上においては多大なギャップが存在しており、現代日本語の研究

資料としてはあまり適切ではないと考えられる。それゆえ、コーパ

                                                      

9 「質的研究」とは、 J.V.ネウストプニー（ 2002： 9－ 10）を参照されたい。  
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スの利用を断念せざるをえない。  

なお、取り上げた例文に付けてある下線および波線は、すべて筆

者によるものである。  

1.3 研究範囲  

前述したように、現代日本語文法には「補助動詞」という動詞の

下位分類がある。「補助動詞」と対立するのは「本動詞」と呼ばれて

いる。本動詞から補助動詞への意味拡張という現象は、「文法化現象」

と称されている。普段、文法化現象は日本語教育においては滅多に

応用されていないし、学習者にとって文法化現象的な説明も理解し

にくいと思われる。本論文は主として日本語教育の立場から補助動

詞のテシマウを分析対象として論述しようと思うので、本動詞シマ

ウの意味、シマウからテシマウへの文法化プロセスなどは、本論に

おいては分析対象から除外したいと考える。  

また、くだけた日常会話においては、テシマウ形式はチャウ・ジ

ャウ、チマウ・ジマウの形で常に使用されている。本稿は特に区別

をつけずに、いずれも同一視している。  

なお、本稿は基本的には単文レベルの問題だけに触れ、接続的表

現、従属節といった複文レベル 10の統語論的な問題は複雑すぎて、

文法解釈への影響もかなり強いと思われるので、見送ることにする。 

                                                      

1 0
 いわゆる「複文レベル」は、文の修飾などに関する統語論的問題であり、文

と文の論理的関係、語と語の意味的関連を論議する「文脈」は意味論的問題で

あり、両者は異なったものである。  
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1.4 本論文の構成  

本稿は、次のような構成になっている。  

 

第一章  序論  

本章においては、研究動機とその目的、研究方法、研究範囲、

及び論文の構成について説明する。  

 

第二章  先行研究の概観  

 本章では、先行研究を概観し、テシマウに関する諸説や先行研

究における問題点について論述する。  

 

第三章  テシマウ構文の意味・用法  

本章においては、従来の研究を踏襲し、テシマウのさまざまな

意味・用法を細かく分析して、その使い分け及び判断の基準を見

出そうとする。  

 

第四章  テシマウ構文と非テシマウ構文との比較  

本章の目的は、テシマウ形式を使用した文及び使用していない

文を比較し、その相違点を見出すことである。  
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第五章  日本語教育における応用  

本章では、まずテシマウに関する日本語教育上の問題点などを

取り上げる。次に、学習者にとって理解しやすい方法の提案を試

み、学習上の留意点などをも提示したいと考える。最後に、日本

語教育への提言を与えようとする。  

 

第六章  結論  

最終章においては、本論文で考察した結果をまとめ、不備な点

や今後の課題などを明らかにする。  
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第二章 先行研究の概観  

本章においては、テシマウ構文に関する重要であると思われてい

る先行研究のあらましを概観し、次にその問題点などについて論述

していこうと思う。  

いわゆる重要な先行研究の定義は、人によって異なるわけである。

若干主観性が入っていると思われるかもしれないが、本稿において

は、参考文献として割合に多く引用されている文献のことを指すの

である。  

なお、本章において取り上げた用例はすべて先行研究から借りた

ものである、と断っておく。  

2.1 テシマウの意味・用法の総合的研究  

本節においてはまず、従来のテシマウの意味・用法に関する総合

的研究を概観していこうと思う。  

2.1.1 金田一（ 1955）の説  

現代日本語におけるテシマウ構文に関わる研究論文の中で、最も

早い時期に提出されたと思われるのはおそらく金田一（ 1955）であ



13 

ろう。金田一（ 1955）はテシマウという形式を「動作相のアスペク

ト」と規定し、その意味・用法を以下のようにまとめている。  

 

1. 終結態  

(5) 一冊の本を五分で読んでしまう。  

(6) 私は原稿を書いてしまった。  

2. 既現態  

(7) 死んでしまう。 

(8) 電気が消えてしまう。  

 

氏の説によれば、終結態は「ある動作・作用が完全に行われるこ

と」、つまり「完了する」という意味を表す用法であり、終結態を表

すテシマウの前には継続動詞しか来ない。その一方で、既現態とは

「その動作・作用が実現する」という意味を表しており、瞬間動詞

の場合に現れる。また、既現態のテシマウについて、「もとに帰る望

みはない」や「残念だ」といった意味が潜んでいることが多いとも

説明している。  

金田一（1955）はテシマウの用法に対して、ムードやモダリティ

といった用語を用いていないが、テシマウにはモダリティ的意味が

存在していることを的確に提示していると思われる。テシマウに関

しての研究としては完全とは言えないが、先駆的な研究であると言

えよう。  
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2.1.2 高橋（1969）の説  

金田一（1955）に引き続き、高橋（ 1969）はテシマウの用法を下

記のように整理している。  

 

1. 〈終了〉うごきがおわりまでおこなわれることをあらわす。

①主体または対象に変化を生じる結果動詞。  

(9) いままでの煩悶と苦痛をなかば忘れてしまった。  

②進行性の継続動詞は、動きの量や位置がきまっているばあ

いに、この意味が実現する。  

(10) ぶらぶらしているうちに一週間ほどたってしまっ

た。  

(11) 貨物列車がとおってしまうと目かくしをとったよ

うに、線路むこうのそばの花があざやかに見えた。 

③くりかえし動作がぜんぶおわるばあい。  

(12) 電燈がみんなきえてしまった。 

2. 〈実現〉過程のおわりとしておこなわれる動作が実現する。 

(13) しかし、たいがいはしんでしまう。  

(14) 風がまったくやんでしまった。  

3. 〈期待外〉予期しなかったこと、よくないことが実現するこ

とをあらわす。  

(15) かれはおもわずわらいだしてしまった。  

(16) おれはお前にすまないことをしてしまった。  
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高橋（ 1969）は基本的に金田一（ 1955）の説を受け継いでいるが、

既現態を更に〈実現〉と〈期待外〉に詳しく分類している。また、

〈終了〉という用法は、「継続動詞」によって実現されるほかに、「く

りかえし動作」によっても実現されることがわかる。  

しかし、ここで問題となるのはいわゆる〈実現〉という用法であ

る。氏の説明によれば、〈実現〉は「過程のおわりとしておこなわれ

る動作が実現する」とされており、〈終了〉は「うごきがおわりまで

おこなわれることをあらわす」とされている。二つの意味はともに

「おわり」を意味するのならば、その差異は理解しにくいと思われ

る。また、テシマウ形式が〈実現〉という機能を担っているとすれ

ば、非過去形のテシマウは「未実現」、過去形のテシマッタは「既実

現」と見なしていいようであるが、単にル形とタ形を用いる非テシ

マウ構文の場合との違いもはっきりしていないと考えられる。ほか

に、氏はテシマウ相当形式とされている、話し言葉のチマウ、チャ

ウについても、「する」と同じ意味で使われることが多いと述べてい

るが、前述した問題点のように、チマウ、チャウが使用されている

場合及び使用されていない場合の相違がわからなくなってしまうお

それがあるのではないかと思われる。例えば、  

 

(17) いやになっちゃうわね、ねえ小関さん。  

(18) ああ、あのハンカチね、帰りに松野がはいちゃったんで

かいほうした時つかってすてちゃった。  

 

のように、もしも単に「する」が用いられる場合と同じであれば、
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以下のように、  

 

(17)’いやになるわね、ねえ小関さん。  

(18)’ああ、あのハンカチね、帰りに松野がはいちゃったんで

かいほうした時つかってすてた。  

 

非テシマウ構文で表現すればよかろうと考えられる。しかし、もし

そうすると、チャウ・チマウ形式の存在は無意味になってしまうの

で、やはりチャウ・チマウの使用は、単なるル形・タ形の使用とは

異なっているであろうと思われる。  

2.1.3 吉川（1973）の説  

吉川（ 1973）の説は基本的に金田一（ 1955）、高橋（ 1969）の説

を継承しており、テシマウ構文の意味・用法について以下のように

考えている。  

 

1. 〈動作の完了〉ある過程を持つ動作がおしまいまで行なわれ

ることをあらわす。  

(19) ぜんぶの組がことばを送ってしまうと、組のおわりの

人が、書いた紙を読みあげた。  

(20) ピノキオは、なしを三つとも食べてしまうと、「もう、

なんにもないの。」とききました。  

2. 〈対抗的〉積極的に動作に取り組み、これをかたづけること
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をあらわす。  

(21) ケイ子「殺し屋を雇うて金沢へやり、相手をあっさり

消してしまうんや。」  

(22) 光子「そんなもの、盲腸みたいに切っちゃうと楽なの

よ」  

3. 〈逸走的〉ある動作・作用が行なわれた結果の取りかえしが

つかないという気持ちをあらわす。  

(23) 目標の灯は、どこかに消えてしまった。  

(24) そうして、「わが軍は、勝ったぞ。」と、ひと声さけん

で、ばったりと倒れてしまいました。 

4. 〈無意志的動作〉動作が無意志的に行なわれることをあらわ

す。  

(25) みんな、あわててしまいました。  

(26) 京次  何かというと、きみのからだのことを考えて、

つい止めてしまうんだ。  

5. 〈不都合・反期待〉不都合なこと、期待に反したことが行な

われることをあらわす。  

(27) 初めに竹の節をくりぬいて作りましたが、竹では水に

ういてしまうので、ブリキにしました。  

(28) 小島「さっさと帰れ！  折角の飯が冷えっちまうじゃ

ねえか！」  

 

金田一（ 1955）や高橋（ 1969）といった従来の研究においては、

テシマウをアスペクトを表す形式と主張しているが、吉川（ 1973）

は先行研究の見方と異なり、テシマウ構文には「アスペクト的意味」
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のみならず、「モダリティ的意味 11」も存在していると提起している。

その中で、〈動作の完了〉はアスペクト的意味であり、〈無意志的動

作〉および〈不都合・反期待〉はモダリティ的意味であり、〈対抗的〉

と〈逸走的〉は中間的な意味であるとされている。そして、先行研

究の説との対応関係をまとめると以下のようになる。  

 

表 2－3－112 

先行研究  意味分類  

金田一  

（ 1955）  
終結態  既現態  

高橋  

（ 1969）  
終了  実現  期待外  

吉川  

（ 1973）  
動作の完了  対抗的  逸走的  無意志的動作  不都合・反期待  

 

 表 2－3－1 でわかるように、〈動作の完了〉という用法は、〈終結

態〉または〈終了〉とは同じ用法であると思われる。〈既現態〉は〈実

現〉および〈期待外〉に拡張され、更に、〈実現〉は〈対抗的〉、〈逸

走的〉に、〈期待外〉は〈無意志的動作〉と〈不都合・反期待〉に広

げられている。その考えは、前説の延長であると言えよう。また、

                                                      

11 吉川（ 1973）は「ムード」という用語を用いているが、便宜上、本稿におい

ては「ムード」及び「モダリティ」という用語を区別せずに、両者を同じ意味

で扱う。  

12 本表は筆者が金田一（ 1955）、高橋（ 1969）、吉川（ 1973）に基づいて作り上

げたものである。  
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〈動作の完了〉から〈対抗的〉及び〈逸走的〉が派生し、〈逸走的〉

から〈無意志的動作〉と〈不都合・反期待〉が派生してくるとも解

釈している。  

また、テシマウの意味の実現する条件またはその傾向についても

論じられており、以下のようにまとめることができよう。  

 

表 2－3－213 

動作の完了  対抗的  逸走的  無意志的動作  不都合・反期待  

⒈継続動詞  

⒉全過程を

表 す 修 飾

語 

⒈他動詞の

多用  

⒉意志動詞  

⒈自動詞の多

用 

⒉無意志動詞  

⒊移動動詞  

⒋変化動詞  

⒈有情物主体  

⒉無意志動詞  

⒊ 無 意 志 的 動

作 を 表 す 修

飾語  

⒈非情物主体  

⒉非過去形 14 

⒊不都合性・反

期待性を示す

文脈  

 

 吉川（ 1973）は以上のようにテシマウの使用条件をわかりやすく

説いている。その考えは是なのか非なのかを確かめねばならないの

で、まず、それを一々検討していきたいと考える。  

〈動作の完了〉という意味の成立について、吉川（ 1973）は、「継

続動詞」や「全過程を表す修飾語」などを欠かすことができないと

示している。確かに、いわゆる「完了」という概念はそもそも動詞

のプロセス性を必要としており、瞬間的な動作の場合は、「完了」と

いう概念を考えられまい。  

                                                      

13 表の作成は吉川（ 1973）をもとにして、筆者が作り上げたのである。  

14 吉川（ 1973）の用いた用語は「現在形」である。  
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次に、〈対抗的〉という用法は、「他動詞」と「意志動詞」が必要

であるとされている。〈対抗的〉とは「積極的に動作に取り組んで片

付ける」ことを指し、意志性が甚だしく強い動作と思われる。もと

もと他動詞の多くは意志動詞に、自動詞の多くは無意志動詞に属し

ているので、〈対抗的〉という意味の生成は他動詞による場合が多い

わけである。言うまでもなく、他動詞のみならず、意志動詞に属す

る自動詞を使う場合もこの〈対抗的〉という意味が生じることが可

能であると考えられる。  

〈逸走的〉は、「取り返しがつかない」との結果を表す用法とさ

れている。変化動詞および移動動詞が多く用いられている理由は、

変化したり離れたりすると元に戻そうとしても戻せない場合が多い

からであろう。自動詞が多いというのは、無意志動詞が多く使用さ

れているためであると思われるが、実際、有情物主体の意志的動作

の場合も、取り返しが付かないこともよく見られ、話者によって制

御できる一人称の場合さえも、自分の行為に対して後悔を感じたり

することもしばしばあるのではないかと考えられる。また、原文に

おいては言及されていないが、こういう用法は過去形になることが

多い気がする。本来、取り返しがつかなかったり、後悔や無念を感

じたりするのは、ほぼすでに発生してしまったことに対してのこと

であるため、過去形が多用されているのもごく普通であろうと思わ

れる。  

〈無意志的動作〉が成立する第一条件は「有情物主体」である。

なぜかというと、無情物主体の場合は、ふつう述部のところに意志

動詞が現れることがあり得ないからである。しかし、問題となるの

は「無意志動詞」という条件である。杉本 (1991)が指摘しているよ
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うに、「無意志動詞」というのはそもそも意志性のない動詞なので、

わざわざ無意志動詞に〈無意志的動作〉という働きが備わっている

テシマウを付け加えると蛇足になってしまうのではないかと考えら

れる。また、「無意志的動作を表す修飾語」という条件も、必要条件

というよりむしろ副次的だというべきであろうと思われる。その理

由も前述した無意志動詞の場合と同じように、もしも文脈によって

動詞の無意志性を表すことができるとすれば、テシマウの使用は不

要だろうと考えられるからである。  

最後に、〈不都合・反期待〉という意味は、まず「非情物主体」

の条件が認められない。話し手が〈不都合・反期待〉と感じる状況

は、非情物ばかりでなく、有情物によって引き起こされる場合も少

なからずあると思われる。吉川（ 1973：251）もこの点に気付いてお

り、有情物主体による〈不都合・反期待〉の実現という現象を「非

情物化する」と呼んでいるが、いわゆる「非情物化する」という現

象は一体何なのかはっきり説明していないし、有情物を非情物化す

るのもレトリックの観点では説明しにくいため、納得できない。ま

た、「非過去形」が多く用いられているとも述べている。だが、「非

過去形」の使用はふつう、未発の事件について述べる場合であるが、

〈不都合・反期待〉は必ずしもこうした場面にしか実現しないわけ

ではない。すでに発生した出来事に対しても〈不都合・反期待〉の

感覚が湧いてくることがしばしばある。そして、「不都合性・反期待

性を示す文脈」という要素の定義も不明確であり、吉川（ 1973）の

取り上げた用例からは、その文脈と述語のつながりがなかなか見ら

れないので、納得がいかない。  

吉川（1973）の説は問題点がいろいろ指摘されているが、今もな
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お多くの文法書や研究論文において引用されており、非常に重要で

あり、参考として価値のある論文であると思われる。  

2.1.4 寺村（1984）の説  

寺村（ 1984）は日本語のアスペクトを形態上の相違で、「一次的

アスペクト（スル、シタ）」、「二次的アスペクト（テ形に後接する補

助動詞）」、および「三次的アスペクト（動詞の連用形に後接する補

助動詞）」の三種類にそれぞれ分けており、テシマウ形式は二次的ア

スペクトとされている。氏の説は従来の研究内容とは大差がないた

め、以下は他説と明らかに異なった部分にしか触れないことにする。 

氏は本動詞であるシマウ及び補助動詞であるテシマウの対応関

係について説明し、シマウの連用形の名詞的用法と感動詞の用法に

も触れている。  

 

(29) 仕事がすんで、道具を元の場所にしまう。（本動詞）  

(30) そんなことをしていて短刀を父に取上げられてはおし

まいである。（連用形の名詞的用法）  

(31) しまった！  財布を忘れて来た。（感動詞）  

 

 次に、テシマウと三次的アスペクト形式とされているオエル、オ

ワルとの異なりについて、  

 

（前略）～オワルがある時間的幅をもって行なわれる動き、変
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化についてのみ使え、点的な瞬間のできごとを表わす動詞には

使えないのに対し、～テシマウがそれらに自由に付き得るとい

う違いにも現れている。  

 (寺村 1984： 153) 

 

のように分析しており、以下の用例を取り上げている。  

 

(32) 日本橋の中洲にお宅があったころ、大矢さんはよく家で

釣りをなさって、その魚をテンプラにしてたべさせてく

ださったんです。……そういうおやさしい人柄だったん

です。［新派の］劇団では、いまおられないと一番困る

お方を、とうとう失ってしまいました。  

(33) 八田元夫は昭和五十一年 9 月十七日に死去した。八田と

の永い交際も終わってしまった。  

(34) 「黙っていればよかったのを、可哀想なことを…お話し

してしまいましたのね。そんなつもりはなかったんです

けれど。」  

 

 (34)は継続動詞の「話す」が用いられているのに対して、(32)、

(33)は明らか瞬間動詞であり、いずれもオワルまたはオエルに置き

換えることができない。テシマウとオエル、オワルとの類似性は、

従来の研究においてはすでに言及されているが、その意味上の差異

や使用上の制限などについて分析を試みたのは寺村（ 1984）のみで

あった。  

さらに、氏はテシマウのモダリティ的意味について、先行研究で



24 

は未だに提起されていなかった「しめしめ」という心理表現にまで

言い及んでいる。  

 

(35) 「貯金の現在高が九万二千円になっちゃった」  

   ぼくは通帳を開いて庄平君に見せてやった。  

   「真坂時太郎氏はいまやちょっとした大金持だぜ」  

   「ああ、たいしたもんだ」  

   庄平君はパンパンと手を打って、通帳を拝んだ。  

 

確かに、 (35)は意外性を感じた心理を表している用例であるが、

先行研究で主張された不都合といったマイナス的な心理表現が見ら

れず、目新しい発見であると言えよう。  

2.1.5 杉本（1991、1992）の説  

杉本（1991）はテシマウの用法を「完結相」および「実現相」と

呼んでおり、「完結相」という用法をアスペクト的意味と見なし、「実

現相」を更にモダリティ的な用法と非モダリティ的な用法とに分け

ている。「完結相」とは、既に多くの先行研究によって論議されてき

たいわゆる〈完了〉という用法である。「実現相」のモダリティ的な

用法は、〈予想外〉や〈反期待〉といった意味を表すのに対して、非

モダリティ的な用法は〈無意志的動作〉を表すのである。氏の主張

は、テシマウの本来の用法は「完結相」であり、過程性のある継続

動詞ならばこの用法が実現する。一方、過程性のない瞬間動詞の場
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合は「実現相」になる、ということである。  

先行研究との異なる点は、杉本（ 1991）はテシマウの種々な意味・

用法の使い分けを明確に指示し、更に以下のようにフローチャート

化していることである。  

 

図 2－ 5－1 

  過程的動作………………………完結相  

      意志的動作……実現相  

  非過程的動作  

         無意志的動作…実現相（→モダリティ的意味）  

                     （杉本 1991：124） 

 

図 2－5－1 は杉本（ 1991）のまとめたテシマウの使い分けの規則

である。本図によってわかるように、過程的動作すなわち継続動詞

が使用されている場合は、「完結相」の意味になる。非過程的動作す

なわち瞬間動詞の場合は「実現相」になる。「実現相」は二種類に分

けられ、非過程的動作かつ意志的動作の場合は、モダリティ性のな

い「実現相」になるのに対して、非過程的動作かつ無意志的動作の

場合は、モダリティ性のある「実現相」になる。その後、杉本（ 1992）

は杉本（ 1991）の説を修正し、非過程的動作かつ意志的動作であっ

ても、第一人称以外の場合、つまり動作主と話し手が不一致の場合

になると、必ずモダリティ的意味を有している「実現相」になる、

と指摘している。  

氏の提出した結論は学習者にとって非常に理解しやすい方法で

ある。だが、用語そのものはふさわしくないと思われる。問題にな
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るのは「完結相」ではなく、「実現相」という用語である。筆者が高

橋（1969）に対しても既に指摘したように、「実現」という用語を用

いると、テシマウ構文と非テシマウ構文との相違点がわからなくな

ってしまう。また、〈無意志的動作〉を表すテシマウも、〈予想外〉

を表すテシマウも「実現相」と称していることの不適切さも自明で

あろう。異なったものを同一の名称で名付けるのは紛らわしいので、

避けたほうがよかろうと思われる。  

2.1.6 石川（1992）の説  

石川（ 1992）は従来の説をまとめ、自分の考えを付け加えた後、

テシマウの意味・用法を下記のように整理している。  

 

⒈ 動作・作用の完了・終了  

(36) ちょうどウィスキーを飲んでしまったところに、田

中君がやってきた。  

(37) 頭がすっかり禿げてしまいました。  

⒉ 失敗の表現  

(38) 間違えて、隣の人のハンバーグを食べてしまいまし

た。  

(39) 住所の欄に名前を書いてしまいました。  

⒊ 「遺憾の意、残念さ、無念さ」の情意表現  

(40) せっかく晴れていたのに、曇ってしまったね。  

(41) 可愛がっていた犬が死んでしまった。  
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⒋ 意志でコントロールできないこと  

(42) 節約しようと思っていても、いい物を見るとつい買

ってしまう。  

(43) 隣の人の方が気になって、見てはいけないと思って

もつい見てしまう。  

⒌ 取り返しのつかない動作・行為・出来事  

(44) 一度約束してしまったものを、今から変更するわけ

にはいかないよ。  

(45) 一度使っちゃったもの、返品するわけにはいかない。 

⒍ 計画、予定の中止、放棄、処理  

(46) 帰って仕事をするつもりでしたが、疲れていたし、

別に今日中にやる必要もないので、寝てしまいまし

た。  

(47) 10 分待って来なかったら、たいてい帰ってしまいま

す。  

⒎ ためらい（躊躇）の放棄としての決意、決断、命令  

(48) ええい、やっちまえ！  

(49) 今日は久しぶりに講義に出ようかと思っていたけど、

なんか気分が乗らないから帰っちゃおうかな。  

⒏ 恥ずかしさ、照れの情意表現  

(50) 先生から褒められちゃった。  

(51) 彼にプロポーズされちゃった。  

⒐ 揶揄・からかい・冷やかしの情意表現  

(52) おっ、また今日はスリーピースなんか着ちゃって、

デートでも行くのかい。  
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(53) ひげなんか伸ばしちゃって、どうしたの。  

⒑ 予想外の変化、結果に対する驚きの情意表現  

(54) 子供の頃は随分ちいちゃかったのに、こんなに大き

くなっちゃって、まあ！  

(55) こんな立派な物いただいてしまって、何と感謝して

いいのか。  

 

テシマウの意味・用法は十種類も提起されているが、その中で、

重複したり、類似したりすると思われるものがいくつもあり、また、

その分類は細かすぎて、学習者にとってはかえって理解しにくくな

るおそれがあろうと考えられる。それゆえ、筆者の意見では、次の

ように整理しておけばよかろうと思われる。  

「⒍ 計画、予定の中止、放棄」と「⒎  ためらい（躊躇）の放棄

としての決意、決断、命令」とを同じ項目扱いする。「⒉  失敗の表

現」は、「⒋  意志でコントロールできないこと」と同一のように、

話し手の不本意で実現する動作であるため、〈無意志〉の動作として

扱うことにする。また、「⒏  恥ずかしさ、照れの情意表現」、「⒐  揶

揄・からかい・冷やかしの情意表現」、および「⒑  予想外の変化、

結果に対する驚きの情意表現」の三種も、取り上げられている用例

の文脈から見れば、いずれも〈予想外〉という場面において発せら

れた文であると考えられるため、一括しておこうと思う。  
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2.1.7 藤井（1992）の説  

従来の説と異なり、藤井（ 1992： 26）は動詞の「限界達成性」を

理由として、テシマウの基本的な意味を「限界達成にともなうとこ

ろの感情・評価の表現」と規定している。つまり、テシマウ構文を

主にモダリティ的意味として見なし、アスペクト的意味が副次的で

あると主張している。また、氏は人称別の問題について、テシマウ

の表すモダリティ的意味は、一切話し手の感覚であると述べている。

この考えは仁田（ 1989）のモダリティ論とは同じである 15。 

高橋（1969： 131）自身も〈終了〉という用法には、「ひじょうに

すくない」と気が付いているが、その理由については説明していな

い。それに対して、藤井 (1992)は「限界達成性」という観点から、

〈終了〉という用法が希少である理由について明快に解説しており、

その説は画期的であり、前代未聞と言えよう。  

2.2 テシマウの文法化現象に関する研究  

今までテシマウの文法化現象に関わる研究論文はすでに多く発

表されている。その大部分はテシマウの本質的な意味を〈完了〉と

                                                      

15 仁田（ 1989： 2）は、「モダリティとは、現実との関わりにおける、発話時の

話し手の立場からした、言表事態に対する把握のし方、および、それらについ

ての話し手の発話・伝達的態度のあり方の表し分けに関わる文法的表現である」

と定義している。  
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しており、モダリティ的意味はそこから派生してくるのであると主

張している。テシマウの文法化現象は本稿の研究内容とは直接な関

係がないが、見地が特別であると思われるものには少し触れたいと

考える。  

2.2.1 由井（1997）の説  

由井（1997）は認知言語学的視点に立ち、本動詞のシマウ及び補

助動詞のテシマウの意味について考察している。その抽象化過程を

「容器のメタファー」という概念で認識し、以下のように結論づけ

ている。  

 

物体から行為への抽象化  

閉鎖的空間から状態への抽象化  

空間から時間への抽象化  

状態変化に焦点があたることによる意志性の消失  

推論的意味による感情的意味の発生  

（由井 1997：114）  

 

 例えば、  

 

(56) おもちゃをしまう。  

＜移動＝具体的物体＞  

＜起点＝行為者＞  
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＜着点＝閉鎖的空間＞  

＜経路＝具象空間＞  

＜意志性＞  

 

(57) 読んでしまう。  

＜移動＝行為＞  

＜起点＝＋行為をしている状態＞  

＜着点＝－行為をしている状態＞  

＜経路＝時間軸＞  

＜意志性＞  

 

(58) 茶碗が割れてしまった。  

＜移動＝行為＞  

＜起点＝－行為によって起こった状態＞  

＜着点＝＋行為によって起こった状態＞  

＜経路＝時間軸＞  

＜意志性＝Ø＞  

（由井 1997：112－113）  

 

といった用例が取り上げてある。氏の分析によって、本動詞のシマ

ウの意味・用法から、文法化された補助動詞のテシマウの意味・用

法へのプロセスが明瞭に示されている。  
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2.2.2 梁井（2009）の説  

梁井（2009）は歴史言語学の方法を用いて、テシマウの文法化現

象について考察した。その結果は、主に次の三点がある。  

 

1. 辞書の記述によれば、本動詞としての「シマウ」の初出は鎌

倉期と推定され、江戸期には〈終了〉〈収納〉等を意味して

いた。  

2. 当該型式は、典型的な運動動詞（限界動詞／非限界動詞）に

後接し、事態の終了限界の達成を表していたが、内的情態

動詞、静態動詞の順に使用領域を拡大しながら意味的に抽

象化し、事態の限界達成を表す標識へと変化した。  

3. マイナスの感情・評価的意味は、話者が動作主と一致しない

場合に依存する形で生じていたが、テシマウ相当形式の語

彙的意味に焼き付けられて、それ以外の場合にも生じるよ

うになっていった。こうした方向での拡張は、文法化の過

程でよく見られる主観化（ subjectification）の方向に沿

うものであると考えられる。  

梁井（ 2009： 15）  

 

氏の研究によれば、テシマウ形式は「事態の限界達成を表す標識」

とされている。また、話し手が動作主と異なる場合は、モダリティ

的意味の実現が多いとわかる。  
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2.3 テシマウの意味の一般化に関する研究  

文法形式の種々な意味・用法を事細かに分析するのではなく、そ

の背後に潜んでいる固有の意味を見出そうとする方法、つまり意味

の一般化を目指している研究もある。ここではテシマウ形式に関す

るものを見てみたいと思う。  

2.3.1 西川（1996）の説  

西川（1996）はテシマウの本来の機能を、  

 

（ある理由で）～ p が想起される状況にあって p が成立したと

いうことを表す。  

（ここで、 p は命題（事象・イベント）である）  

（西川： 1996： 78）  

 

と定義している。例えば、  

 

(59) 授業中に居眠りしてしまった。 

(60) 鍵をかけてしまってから、中に忘れ物をしたことに気が

ついた。  

(61) （思いっきり）泣いてしまうと、気持ちが楽になった。 
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などがある。西川 (1996：86－ 88)によれば、 (52)、(53)、 (54)はそ

れぞれ「授業中には居眠りすべきでない（～ p）」、「まだ鍵をかけな

い（～p）」、「思いっきり泣くことができない（～ p）」ということが

想起される状況にあって、テシマウによって成立されるということ

である。  

氏の説は、テシマウは上述したように、本来の機能は「～ p が想

起される状況にあって p が成立したということを表す」ということ

であり、アスペクト的意味とモダリティ的意味とは派生的な意味で

あると主張している。  

2.3.2 鈴木（1998）の説  

藤井（1992）の説と同じように、鈴木（ 1998）も、アスペクト的

意味はテシマウの内在的意味ではないと指摘している。氏の考えで

は、テシマウの内在的意味は、  

 

⒈ 「～てしまう」は、事態をひとまとまりにとらえ、その事

態の実現を表す。  

⒉ 話者が事態を望ましくないととらえているか、または実現

しにくいととらえていることを前提とする。  

（鈴木 1998： 50）  

 

とされている。すなわち、話者が事態を望ましいと捉えている場合、
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あるいは実現しやすい場合は、テシマウとは共起しにくいことがわ

かる。  

 

(62)？うれしいことに、今年も思った通り巨人が優勝してしま

った。  

 

(62)の「うれしいことに」は話し手が事態を望ましいと捉えてい

ることを示す部分で、「思った通り」は実現すると捉えていることを

示す文脈であるため、 (55)においてテシマウを使用するのは不自然

になる。氏の説によって、〈予想外〉および〈反期待〉という意味の

生起を説明できると思われる。  

2.3.3 倉持（2000）の説  

倉持（2000）も藤井 (1992)、鈴木（ 1998）の考えを継承し、以下

のように結論付けている。  

 

⒈ 「シマウ」は「シマウ」を伴わない形式と並行的なアスペ

クトを有する。  

⒉ 「シマウ」のムード的側面は、一部の用法に限られるもの

ではなく、すべての用法に一貫して認められる。  

⒊ 「シマウ」のムードは、予想・予定される事の推移が断ち

切られること、つまり一種の心理的「断絶」を本質とする。  

⒋  マイナス事態の出現にあっては、「元に戻したくても、戻
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すことができない」と意識され、悲しみ・後悔などを伴う。  

⒌  非マイナス事態の出現にあっては、「もう元に戻す必要が

ない」「今までの状況に拘束されることがない」と意識さ

れ、状況によっては、喜びや安堵感、あるいは驚きを伴う。  

（倉持 2000：299）  

 

氏の説は基本的に鈴木（ 1998）と大差はないが、注目されるのは

「一種の心理的『断絶』」という説明である。  

 

(63)a.合格できると思っていたのに、不合格になってしまった。 

b.合格できないと思っていたのに、合格してしまった。 

c.合格できないと思っていた弟が合格してしまった。  

 

上掲した文について、倉持（ 2000： 296）は、「これらに共通する

要素は、それまでの事の推移から予測・期待されるのとは断絶され

た事態だととらえる、発話者の心理的な面の投影が認められるだけ

である」と述べている。この主張は、石川（ 1992）の取り上げた〈予

想外〉という用法の裏付けであると思われる。さらに、吉川（ 1973）

の取り上げた〈対抗的〉に潜んでいる心理とはそっくりではないか

と考えられる。  

2.3.4 大場（2002）の説  

大場（2002）の説も倉持（ 2000）と似たり寄ったりであり、テシ
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マウはアスペクト的用法でもモダリティ的用法でもないと指摘し、

その基本義を、  

 

「当該の事態は、上接動詞や発話状況によってしめされた、そ

れまでに存在していた《拮抗状態》に対する《区切り》である」

という話し手の認識を述べる形式。  

（大場 2002：150）  

 

のように規定している。例えば、  

 

(64) （大学受験の願書について）願書は、もう書いてしまっ

た。あとは郵便局に持って行くだけだ。  

 

のように、(57)は「大学受験のための願書作成」という《拮抗状態》

にあり、「願書のすべての部分を記入する」ということの実現を通し

て、《区切り》がつくと解釈されている。この説はまさに吉川（ 1973）

の〈対抗的〉という用法とは同じではないかと考えられる。  

2.4 先行研究のまとめ  

本稿は先行研究の概観を通して、大いに啓発されている。本稿は

主に吉川（ 1973）および石川（ 1992）の分類に基づき、更に他の説

をも参考にして、その対応関係を以下のように整理しておきたいと

思う。  
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表 2－ 4－ 1 

吉川（ 1973）の分類  石川（ 1992）の分類  本論文の分類  

動作の完了  動作・作用の完了・終了  
 量的完了 16 

 極限 17 

対抗的  

計画の中止、放棄  

 一掃 18 ためらい（躊躇）の放棄としての決意、

決断、命令  

逸走的  取り返しのつかない動作・行為・出来事   既定 19 

無意志的動作  
失敗の表現  

無意志  
意志でコントロールできないこと  

不都合・反期待  

恥ずかしさ、照れの情意表現  

予想外  
揶揄・からかい・冷やかしの情意表現  

予想外の変化、結果に対する驚きの情意

表現  

「残念の意、残念さ、無念さ」の情意表

現 
反期待  

 

                                                      

16 いわゆる〈量的完了〉の定義は、第三章において論述する。  

17 〈極限〉は〈量的完了〉の派生用法であると思われる。  

18 この用法は吉川（ 1973）の〈対抗的〉に相当するが、〈対抗的〉という用語

は理解しにくいと思われるので、一色（ 2011）の用語を採用して、〈一掃〉と呼

ぶことにする。  

19 吉川（ 1973）の〈逸走的〉に相当し、「既に定まっており、取り返しが付か

ない」という意味である。  
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表 2－4－1 は吉川（ 1973）および、石川（ 1992）、ならびに本論

文における分類の対応関係を示している。従来の研究において、テ

シマウの〈完了〉とされている意味・用法は、本稿においては〈量

的完了〉およびその派生用法の〈極限〉に分類されている。次に、

吉川（ 1973）の〈対抗的〉、〈逸走的〉、および〈無意志的動作〉とい

う用法をそのまま受け入れ、それぞれ〈一掃〉、〈既定〉、〈無意志〉

と改めて称している。そして、〈不都合・反期待〉を〈予想外〉、〈反

期待〉に分けている。  

本稿の分類は、テシマウのさまざまな意味・用法を最小限に分類

していると思われる。七種類に分類する理由は、すべての意味・用

法は単独で存在することができるし、その定義と判断基準も異なる

ため、併せて解釈しにくいと思われる。なお、この七種類の意味・

用法の定義、使い分けおよび分類の基準については、第三章におい

て論ずる。  
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第三章 テシマウ構文の意味・用法  

本章において、先行研究を踏まえながら、テシマウのさまざまな

意味・用法を検討、究明しようと思う。初級レベルの日本語教科書

においては、テシマウの表す意味・用法は、アスペクト的意味の〈完

了〉、およびモダリティ的意味の〈残念〉、〈後悔〉といった用法があ

るとされている。しかしながら、〈完了〉や〈後悔〉などによっては

説明しにくい例も少なからずある。したがって、テシマウは〈完了〉

や〈後悔〉以外、なお多くの意味機能があると想定される。そのさ

まざまな意味・用法の使い分けを明瞭にし、そしてその判断基準を

見出すのが本章の目的である。  

第二章においても述べたように、本論文は、テシマウの意味・用

法を〈量的完了〉、〈極限〉、〈一掃〉、〈既定〉、〈無意志〉、〈予想外〉、

〈反期待〉の七種類にまとめておきたいと考える。  

3.1 いわゆる〈完了〉を表すテシマウ  

本節においてはまず、テシマウのいわゆる〈完了〉を表すという

用法について論述する。  

前述したように、テシマウは従来、アスペクト的用法と位置づけ

られた〈完了〉という用法があるとされている。テシマウの〈完了〉

という用法について、金田一（ 1955：48）は「『ある動作・作用が完
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全に行われる』つまり『完了する』という意味をもつ」と、高橋（ 1969：

131）は「うごきがおわりまでおこなわれることをあらわす」と、吉

川（1973：228）は「ある過程を持つ動作がおしまいまで行なわれる

ことをあらわす」と、それぞれ自分なりに説明している。しかしな

がら、運動動詞 20のタ形も従来の研究において〈完了〉という意味

があると解釈されている 21。いったいテシマウの表す〈完了〉と運

動動詞のタ形の表す〈完了〉の差異は何なのか、ひとまず解明せざ

るを得ない問題である。  

 ここで問題となるのは、〈完了〉という用語そのものだと思われる。

〈完了〉という用語自身は非常にあいまいで、明確な定義がなされ

ていないのが事実である。また、〈完了〉と言っても、さまざまなタ

イプが存在しており、更に細かく分類し、定義しておかねばならな

いと思われる。運動動詞タ形 22の〈完了〉は、金水・他（ 2000）に

                                                      

20 「運動動詞」は奥田（ 1977,1978a,1978b）の用語で、金田一（ 1950）の「継

続動詞」及び「瞬間動詞」の上位分類である「動作動詞」に相当する。  

21 ほかに、形態論的立場に立って、動詞の種類を問わず、動詞タ形の「た」は

テンスの〈過去〉を表す時制形態素で、アスペクトを表すのはいわゆる「ゼロ

形態素（Ø）」であると解釈されている説もある。  

 

 ⒈  降っ   ―     Ø     ―   た  

 

           アスペクト      テンス  

 

             完結        過去  

 

 

 ⒉  降っ   ―      てい     ―   た  

 

            アスペクト      テンス  

 

           継続（未完結）     過去  

 

                               （庵・他 2000：68） 

22 本稿はタ形のアスペクト的意味・用法しか扱わない。  
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よれば、パーフェクト 23の一種とされている。そのパーフェクトの

用法は、主に下記の二種が取り上げられている。  

 

(65) Ａ：もう昼御飯食べた？  

Ｂ：いや、まだ食べてない。  

 

(66) あ、バスが来た！  

（金水・他 2000： 54－ 55）  

 

金水・他（ 2000： 55）は (65)について、「発話時点における、あ

る出来事の実現の有無を言明する意味を持つもので、シテイルに言

い換えることができる」と述べており、(66)については、「眼前の状

況が、ある出来事が達成された直後の段階にあることを言うもので

（後略）」と説明している。二種類に分けられているが、筆者の意見

では、タ形のアスペクト性は動作または出来事の〈実現〉である、

と解釈したいと考える。簡単にいえば、 (65)は金水・他（ 2000）の

分析と同じように、発話時点における、「食べる」動作の実現につい

て述べると思われる。また、 (66)は話し手の眼前で「バスが来る」

という出来事の実現について述べると考えられる。しかしながら、

いずれにせよ、〈実現〉は〈実現〉である。というわけで、本稿は運

動動詞のタ形、すなわちタ形のアスペクト的意味・用法を〈実現〉

                                                      

23 「パーフェクト」とは、工藤（ 1995： 99）によれば、「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ひきつづき関わり、効力を持ってい

ること」という意味である。  
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と規定しようと思う。 24 

さて、もしもタ形のアスペクト的意味・用法は〈実現〉であれば、

テシマウの表す〈完了〉は何であろうか。先行研究の解釈を参考に

してまとめてみれば、テシマウの表す〈完了〉は〈動作プロセスの

完了〉と簡単に説明できよう。ここで注目されたいのは「プロセス」

という用語である。「プロセス」を有しているので、「継続動詞」を

使用しなければならないと思われる。寺村（ 1984：153）は「『完了』

というのは、客観的には、ある時間継続した動きが終点に達したこ

と、完成したことをいうのであるから、瞬間的なできごとや動きを

表わす動詞については言えないわけである（後略）」と述べており、

杉本（1991：112）も、「完結相の『てしまう』が接続するには、最

低限、動詞に継続性が必要であることは確かであるが（後略）」と論

じている。  

 

 (67) お金なんて持ってない  

  さっきマッタで使っちゃったしぃー  

（『ふしぎ遊戯  完全版  1』： 23）  

  

 (67)の場面から見ると、話し手はすでにお金を持っていない状況

にあると判断できる。また、動詞「使う」は継続動詞であるので、

ここで用いられたテシマウは〈完了〉という意味を表しているに違

いなかろうが、問題は継続動詞さえであれば〈完了〉の意味を表し

                                                      

24 タ形の意味・用法はすでに多くの研究論文が出されているが、詳しい分析は

寺村（ 1971）、工藤（ 1989,1995）、井上（ 2001）などを参照されたい。  
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ていると言えるのだろうか。ここではまず、「動詞の限界達成性」の

問題を見てみよう。  

 藤井（ 1992：25）は「動詞の限界達成性」という問題を取り上げ、

「ポテンシャルな限界動詞では、それ自身で限界の達成をしめすこ

とはできず、『してしまう』という形をとることによって、限界の達

成を表現している」と述べており、また、「ポテンシャルな限界動詞

は、継続相をとるときには、動作の継続をあらわしている」とも述

べている。言い換えると、「ポテンシャルな限界動詞」とは、金田一

（1950）の「継続動詞」に相当すると言えるようであるが、「ポテン

シャルな限界動詞」と「継続動詞」とはいったい同じものであろう

か、疑問を持っている。  

工藤（1995）はアスペクトの観点から見て、動詞を「外的運動動

詞」、「内的情態動詞」、「静態動詞」の三種類に分けている。更に、

「外的運動動詞」に対して「動作」か「変化」かという観点および

「主体」か「客体」かという観点を組み合わせて下記のように動詞

分類を行った。  

 

 （A）外的運動動詞  

      （A・1）主体動詞・客体変化動詞（内的限界動詞）  

   （A・2）主体変化動詞（内的限界動詞）  

   （A・3）主体動作動詞（非内的限界動詞）  

 （B）内的情態動詞（非内的限界動詞）  

 （C）静態動詞  

（工藤 1995： 73－ 78）  
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 工藤（ 1995）の言う「内的限界動詞」とは、動詞の語彙的意味自

身の中にある時間的限界を持つ動詞を指し、藤井（ 1992）の言う「限

界動詞」に相当する。「非内的限界動詞」とは、あらかじめ定まった

終了限界がなく、「駅まで歩く」や「 20 キロほど走った」のように、

「駅まで」や「 20 キロほど」といった文の成分によって限界性を決

める動詞であり、藤井（ 1992）の言う「無限界動詞」である。すな

わち、  

  

 限界動詞   ＝  内的限界動詞  

 無限界動詞  ＝  非内的限界動詞  

 

ということがわかる。また、藤井（ 1992）の取り上げたポテンシャ

ルな限界動詞の例は「切る」、「割る」、「折る」、「煮る」、「沸かす」、

「書く」、「飲む」などがある。工藤（ 1995）のまとめたものと対照

してみれば、  

 

①  主体動作・客体変化動詞（内的限界動詞＝限界動詞）：切

る、割る、折る、煮る、沸かす  

②  主体動作動詞（非内的限界動詞＝無限界動詞）：書く、飲

む 

 

という結果となり、内的限界動詞もあれば、非内的限界動詞もある

ことがわかる。藤井（ 1992）の「ポテンシャルな限界動詞」という

種類の動詞は、工藤（ 1995）の観点においては必ずしも内的限界動

詞に相当するとは限らない。以上の分析から見れば、結局、テシマ
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ウの〈完了〉という意味は動詞の限界性とは一定の関係がないよう

である。  

動詞の限界性と関係がなければ、別の角度から探求せざるを得な

い。アスペクト的意味ではなく、動詞の語彙的意味から見れば、テ

シマウの〈完了〉という意味を生み出す動詞はほぼ生産動詞・消滅

動詞である。もう一度例文 (67)を見てみよう。  

 

 

 (67) お金なんて持ってない  

 さっきマッタで使っちゃったしぃー 

（『ふしぎ遊戯  完全版  1』： 23）  

 

 (67)で用いられた「使う」は消滅動詞であり、例文の場面は「お

金は既に使い尽くされており、一円も残されていない」ということ

である。もしここのテシマウを取り除くと、  

 

 (67)’？お金なんて持ってない  

さっきマッタで使ったしぃー  

 

やや不自然になってしまう。タ形の「使った」は限界達成をなして

いるが、「使った」としても必ずしも「使い尽くした」というわけで

はないので、不自然な文になる。したがって、(67)のテシマウは「お

金を使い尽くした」ことを表していると推測される。  

すでに述べたように、テシマウの表す〈完了〉は従来、〈動作プ

ロセスの完了〉とされてきているが、本稿において動詞の限界達成
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性及び語彙的・文脈的意味について考察した結果、テシマウの表す

〈完了〉は〈動作プロセスの完了〉というより、むしろ動作に関わ

るものの数量の完了を表すというべきではないかと思われる。本論

文はこの用法を、あえて〈量的完了〉と呼ぶことにする。〈量的完了〉

という用法について、「動作の進行につれ、存在しているものが次第

に減少し、ついに無になること」と定義する。この説は決して筆者

が発明した新しい説ではなく、井上（ 1976）、石川（ 1992）も同じよ

うに分析しているのである。井上（ 1976：153）は「（前略）『もう宿

題をした』では単なる完了を表わし、『もう宿題をしてしまった』で

は、『残りなく終わった』、すなわち完結したことを表わす」と述べ

ている。石川（ 1992：94）も、  

 

(68) Ａ：おととい買ったたばこはまだありますか。  

Ｂ：いいえ、もう吸ってしまいました。  

(69) Ａ：先週もらったウィスキーはまだ残っていますか。  

Ｂ：いいえ、もう飲んでしまいました。  

 

といった例文をあげて、  

 

動作そのものは終了していても、その動作の対象であったもの

が、まだ残っている場合には、『吸ってしまいました』や『飲

んでしまいました』など、『～て  しまいました』はあまり使

わないのではあるまいか。（中略）つまり、「～て  しまう」に

はその中に、その動作、作用に何らかの形で関与するものが量

的に『全部、完全に、すっかり』なくなった、終わった、完成
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されたという意味を含んでいるのではないだろうか。  

（石川 1992： 94）  

 

と説明している。この解釈によって、 (67)’の不自然さも解釈でき

よう。  

いわゆる〈量的完了〉という意味・用法の概念について説明した

いと思う。第二章において言及した、由井（ 1997）の「容器のメタ

ファー」という概念を思い出されたい。消滅動詞の場合に、仮にす

べてのものが一つの容器に入っているとしよう。動作の進行に伴い、

存在しているものも減少しつつあり、ついに何も残されていない状

態になる。これは〈量的完了〉の考えである  

ならば、テシマウの様々な意味の中で、この〈量的完了〉の成立

する条件は何なのか。まず第一の条件は、継続動詞でなければなら

ない。あるものを生産したり、消滅したりするために、ふつう時間

が必要であり、瞬間的に完結する動作ならば、やはり〈完了〉とは

言いにくかろう。次に、生産動詞あるいは消滅動詞では〈量的完了〉

の意味が生起しやすいようである。なぜかというと、あるものが減

じてゼロになることは、消滅動詞によるしかないからである。逆に

言えば、無から有を生ずることも、生産動詞によらねばならない。

もともと存在していないものを作って出来上がることも、数量に関

わる〈完了〉の一種といえるではないかと考えられる。最後、〈量的

完了〉を表すので、述語は数量規定の修飾語、すなわち「量の副詞」

によって修飾されることができると考えられる。テシマウが〈量的

完了〉という意味を表すのならば、「全部」、「すべて」、「残らず」、

「何もかも」といった全体数量に対する割合の有り様を表す副詞し
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か修飾することができない。したがって、〈量的完了〉を意味するテ

シマウおよび量の副詞は、  

 

使ってしまった  ≒  全部使った  

書いてしまった  ≒  すべて書いた  

飲んでしまった  ≒  残らず飲んだ  

 

のような関係にある、と言えよう。  

ちなみに、この用法は、高橋（ 1969）や藤井（ 1992）などによっ

てすでに指摘されているが、非常に希少であり、周辺的な用法と言

ってよかろうと思われる。  

3.2 〈極限〉を表すテシマウ  

めったに提起されていないが、守屋（ 1994）、泉原（ 2007）など

によれば、テシマウには〈極限〉を表す意味があるという。〈極限〉

という用法は、「極限に達する」ということで、この意味になる動詞

は極めて限られている。ふつう、こういう意味と解釈される動詞は、

運動や変化などを表す動詞ではなく、心理・生理状態を表す動詞が

多いようである。  

 

(70) もう飽きちゃったよぉ。早く学校行きたい。  

（『リング・リング 2』：117）  

 



50 

(71) あーなんだか汗かいちゃったなあー  

（『ふしぎ遊戯  完全版  8』：254）  

 

 「飽きる」は心理状態を表す動詞であり、(70)の意味は、「飽きる」

状態が既に極限に達しており、これ以上飽きることができないこと

である。また (71)はもう汗をいっぱいかいており、汗まみれの状態

になっていることである。ここで注意されたいのは、「状態」という

用語である。心理状態も生理状態も一種の状態であり、状態であれ

ば必ず「程度性」を有している。言い換えれば、この類の動詞はほ

ぼ「程度副詞」によって修飾されることができる。こうした程度副

詞と共起することができる、程度性を有している動詞は、森山（ 1985）

によって「程度動詞」と呼ばれている。  

テシマウの〈極限〉という用法は、程度動詞の様態が極限に達す

るということを意味しており、「とても」や「極めて」といった程度

の高さを意味する程度副詞とは働きが類似している表現である。す

なわち、  

 

 飽きてしまった    ≒  とても飽きた  

   汗をかいてしまった  ≒ かなり汗をかいた  

 

のように解釈してよかろうと思われる。  

また、この用法は〈量的完了〉という用法から派生してくると考

えられる。〈量的完了〉とは、「動作の進行につれ、存在しているも

のが次第に減少し、ついに無になること」と、 3.1 においてはすで

に定義付けておいた。〈極限〉という用法もかなり似ている概念であ
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る。3.1 においても述べたように、いわゆる〈量的完了〉の概念は、

「容器のメタファー」の概念である。仮にすべてのものが一つの容

器に入っているとしよう。動作の進行に伴い、存在しているものも

減少しつつあり、ついに何も残されていない状態になる、というこ

とである。それに対して、〈極限〉の概念はどうであろうか。同じく、

仮に「程度」は一つの容器に存在するとしよう。最初は何も無い様

子にあり、すなわち容器はまだ空っぽである。しかし、状態の程度

が高くなればなるほど、容器の空間も少しずつ減少しつつあるわけ

である。もしもその程度が〈極限〉に達すると、容器もすでに空間

が無になり、これ以上減少することができないようになる。これが

〈極限〉の考えである。  

3.3 〈無意志〉を表すテシマウ  

本節においては、〈無意志〉という用法について論じようと思う。

〈無意志〉という用法は、吉川（ 1973）を始め、森山（ 1988）、杉本

（ 1991、 1992） 25などによって取り上げられている。吉川（ 1973）

はこの用法について、  

 

この意味を実現するすじみちとして二つを考えなければなら

ない。一つは、動詞自身が無意志的動作をあらわすもので、こ

                                                      

25 杉本（ 1992）は杉本（ 1991）の考えを修正し、この用法を「話し手にとって

コントロール不可能な事態が実現する」と改めて解釈している。  
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れに「てしまう」がついた場合、もう一つは意志的動作をあら

わす動詞に「てしまう」がついて、これを無意志的動作とする

場合である。  

（吉川 1973：243）  

 

と述べている。しかしながら、この説明には問題があると思われる。

確かに、意志動詞の場合は、テシマウによって動詞を無意志化する

という機能には頷けるが、無意志動詞の場合は、動詞自身はそもそ

も意志性を所有しておらず、〈無意志〉を表すテシマウを付加せずと

も無意志的動作を表現することができるではないかと考えられる。

言い換えれば、テシマウの付加は余分になってしまうであろう。こ

れについて、杉本（ 1991）も、  

 

実現相 26の「てしまう」の基本的な機能を無意志化であると考

えると、無意志動詞にこの「てしまう」が接続した場合、無意

志動詞を無意志化するのは、あまり意味がない。  

（杉本 1991：123）  

 

と指摘している。また、森山（ 1988： 221）も、「意志的な動作を非

意志的な動作として捉え直す形式が、シテシマウである」と述べて

おり、〈無意志〉という用法は、テシマウ形式によって意志動詞を無

意志化するという機能であると提示している。すなわち、この用法

                                                      

26 杉本（ 1991）はモダリティ的意味または〈無意志〉を表すテシマウの用法を

「実現相」と呼んでいる。  
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の成立は意志動詞の場合にしか成立しないという証明である。とい

うわけで、テシマウの〈無意志〉という機能は、まず意志動詞を用

いる場合にしか発揮されないと判断できよう。  

 

 (72) あ…しまったのだ！  

娘娘に気を与えていたらつかれてうっかり寝てしまっ

たのだ……  

（『ふしぎ遊戯  完全版  9』： 75）  

 

 (73) ごめん、起こしちゃった？  

（『リング・リング 2』：249）  

 

 (72)の例は、話し手（動作主とは同一人物）は本来「寝る」つも

りはなかったが、不注意で「寝る」動作が達成してしまうという状

況にある。「寝る」はもともと意志動詞であり、動作主体の意志によ

ってコントロールできる動作である。また、「寝よう」や「寝なさい」

といったモダリティ的な表現形式も常に使用されているので、明ら

かに意志動詞であるに違いない。次に、動詞の前に非意図的な副詞

「うっかり」が来ていることも、動詞の非意志性を裏付けている証

拠ではないかと考えられる。他に、(73)の場面は、話し手（動作主）

は意図的に相手を起こすのではなく、布団を直してあげようとして

いる際に、つい相手を起こしてしまうというシーンである。「起こす」

という動詞は他動詞であり、他動詞は主に動作主の動作を表すので、
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少数の例外 27を除けば、基本的にほぼ意志動詞である。森山（ 1988）

および石川（ 1992）は、この用法をわざわざ〈無意志〉と区別し、

「失敗動作」や「失敗の表現」と称しており、テシマウの様々な意

味・用法の一種と見なしている。  

 

(74) 私は太郎のカバンを汚してしまった。  

（森山 1988：221）  

 

(75) 間違えて、隣の人のハンバーグを食べてしまいました。 

（石川 1992： 95）  

 

 しかしながら、よく考えてみれば、いわゆる「失敗動作」も動作

の〈無意志〉に起因する現象ではないかと思われる。（ 74）は話し手

がわざとカバンを汚したとは考えにくい。また、（ 75）も「間違えて」

という修飾語からして、話し手が故意にハンバーグを食べたとは考

えられまい。それゆえ、本稿は「失敗動作」という用法をともに〈無

意志〉に総括しておくことにする。  

 3.1 において、テシマウの〈量的完了〉という用法を表すには継

続動詞を使用すべきであると既に論じた。その一方、〈無意志〉とい

う用法はどうであろうか。 (72)で使われた動詞「寝る」は瞬間動詞

であるが、 (73)の「起こす」は瞬間動詞としても継続動詞としても

                                                      

27 杉本（ 2005）では、他動詞の中で「忘れる」や「なくす」といった無意志動

詞の例があると指摘している。  
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用いられている「二側面動詞 28」である。また、 (75)の「食べる」

も継続動詞である。以上の用例から見れば、瞬間動詞にせよ継続動

詞にせよ、意志動詞である条件を満たせばテシマウによって動作が

〈無意志〉になることが可能である。  

では、意志動詞の条件を満たせば、テシマウは必ず <無意志 >とい

う働きをするのか。杉本（ 1992：65）は杉本（ 1991）の説明を修正

し、テシマウの実現相の本質的な意味を「話し手にとってコントロ

ール不可能な事態が実現する」と定義して、いわゆるテシマウの実

現相の機能をより明確に一般化している。この「コントロール不可

能性」を考えれば、テシマウの〈無意志〉という意味は、動作主と

話し手とは同一人物の場合に限られており、すなわち第一人称の場

合しか成立しないと言えようと考えられる。もともと話者にとって、

自分の動作しかコントロールできなくて、他人の動作は自分の意識

によってコントロールしようとしても不可能である。  

 

(76) 光太郎さんの気持ちは、なんとなく、ん、分かるような、

気もする。でもねえ、でも、どうして、そんな大事なこ

と、勝手に決めちゃったの？どして、一言も相談してく

れなかったの？  

（『相親結婚  下』： 135）  

 

(77) メンバーが凝視する中、ドラムの破壊される音だけが山

形市総合スポーツセンターを占拠した。メンバーはもち

                                                      

28 「二側面動詞」については、奥田（ 1977,1978a,1978b）を参照されたい。  
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ろん、ファンも YOSHIKI の行為の意味が分からなかった。

彼は楽曲のオープニングを終えるまでもなくドラムを

破壊し、ステージを降りてしまったからだ。  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 343）  

 

 「決める」ことも「ステージを降りる」ことも瞬間的な動作であ

るため、〈完了〉を意味することはまずありえない。それに、 (76)、

(77)はともに意志動詞を用いているにもかかわらず、文脈から見れ

ば、動作主は意識的に動作を実行すると判断されるので、ここで用

いられているテシマウは〈無意志〉の機能を担っているとは言いづ

らい。また、意識的動作と解釈しにくい決定的理由は、杉本（ 1992）

の主張している「コントロール不可能性」という説によってである。

意志動詞であっても、一人称の場合にしか動作の〈無意志〉を表す

ことができないと考えられる。  

なお、〈量的完了〉および〈極限〉という用法は、量の副詞およ

び程度副詞と共起することが多い、とすでに述べた。同じく、〈無意

志〉という用法も、非意図性を表す文脈や副詞などと共起すること

がしばしばある。従って、  

 

寝てしまった   ≒  うっかり寝た  

食べてしまった  ≒   間違えて食べた  

 

のように解釈すればよかろうと思われる。  
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3.4 〈予想外〉を表すテシマウ  

前節においても述べたように、杉本（ 1991）は、  

 

実現相の「てしまう」の基本的な機能を無意志化であると考え

ると、無意志動詞にこの「てしまう」が接続した場合、無意志

動詞を無意志化するのは、あまり意味がない。したがって、「て

しまう」が接続するには、何らかの別の機能が必要になる。そ

こで、別の機能が派生してくるわけであるが、無意志的な行為

とは意図的な行為ではない。意図せずに実現された行為とは、

予想外の事態であろう。このようにして、「予想外」という意

味が派生してくるのではないだろうか。  

（杉本 1991：123）  

 

と述べており、テシマウには〈予想外〉という意味があると指摘し

ている。杉本（ 1991、1992）によれば、主語が一人称以外の場合、

あるいは無意志的動作 29の場合であれば、〈予想外〉という意味が実

現するという。  

 

(78) 俺はあまりの出来事に、「なんて光景なんだ！」とビッ

クリしながらも、笑いをこらえるのに必死だった。頭に

                                                      

29 無意志的動作は、無意志動詞の場合、及び無意志を表す文脈によって修飾さ

れる意志動詞の場合の二種類がある。  
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きて殴ろうとしたのだが、やはり寸前で思いとどまり、

とっさに指を鼻に突っ込んでしまったのではないだろ

うか。  

（『伝説のバンド「Ｘ」の生と死』： 27）  

 

(79) 3月 28日から X JAPANの東京ドーム公演がスタートした。

かつてのＸの東京ドーム 3DAYS を彷彿させるように『 X 

JAPAN 攻撃再開 2008 I. V. ～破滅に向かって～』と名

付けられた。 28 日は「破壊の夜」、 30 日は「創造の夜」

と名付けられた 2 日間のライヴの 10 万枚のチケットは、

「YOSHIKI mobile」の会員だけで完売となった。なんと

か一般のファンにもチケットを販売したいと思った

YOSHIKI は 29 日に追加公演「無謀な夜」を行うことを決

める。しかし、この 5 万枚のチケットも数秒で売り切れ

てしまった。Ｘが巻き起こして来た嵐のような興奮は 10

年を経ても何も変わってはいなかった。  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 468）  

 

 (78)は著者が自分の目にした出来事について述べる内容であり、

「指を鼻に突っ込む」という動作の実行者ではない。ここでテシマ

ウを用いたのは、もともと動作主は殴ろうとすると、著者は思って

いたが、意外にも指を鼻に突っ込むということになり、著者の予測

に反したからである。また、 (79)は「チケットが売り切れる」とい

うシチュエーションについて述べている用例である。ふつう、 5 万

枚のチケットを数秒で完売するとは、どうにも予想がつかないこと
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なので、ここでテシマウ形式を使用して著者の驚く気持ちを表現し

ているのである。  

〈予想外〉という用法について、高橋（ 1969： 132）はこの用法

を「期待外」と呼んでおり、「予期しなかったこと、よくないことが

実現することをあらわす」と説明している。しかしながら、例文 (76)

の文脈から見れば、「指を鼻に突っ込む」ことは著者にとってよくな

いこととは見えないし、むしろ面白いと思っているではないかと考

えられる。さらに、(79)で示されているように、〈予想外〉のテシマ

ウは、必ずしもよくないことの実現を表すとは限らないことがわか

る。つまり、高橋（ 1969）の「期待外」は、〈予想外〉という概念か

ら派生してくる用法であり、後で扱う〈反期待〉という用法に相当

する概念と言うべきであろう。  

〈予想外〉とは、字面通りに、話者の予測が外れることである。

予測が外れるのは、ふつう、既に発生したことを指している。未だ

に発生していないことは、予測が外れるわけがないので、過去形の

テシマッタまたは現在パーフェクトのテイルといった形態でしか

〈予想外〉を表すことができないと思われる。すなわち、  

 

テシマウ     ⇒  〈予想外〉という意味が実現しない  

テシマッタ    ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる  

テシマッテイル  ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる  

 

のようにまとめればいいと考えられる。劉・吉田（ 2005）も、テシ

マウを「事態傾向」に、テシマッタを「事態結果」に、それぞれ意

味付けており、両者の区別をつけている。〈予想外〉とは、この「事
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態結果」について説明する用法であると考えられる。  

だが、それに反して、非過去形のテシマウ形式によって〈予想外〉

という意味を読み取れることがある。  

 

(80) 4 月 17 日、新宿 UK エジソンで行われた『 VANISHING 

VISION』発売記念のサイン会は 1000 人のファンが殺到

したため、急遽中止された。しかし、その騒動が売り上

げを阻むことにはならなかった。初回のプレスは 1 万枚。

インディーズレーベルの LP 盤としては前代未聞の枚数

だったが、これがわずか 1 週間で完売してしまう。再プ

レスがすぐに決定したことにメンバーは歓喜せずには

いられなかった。しかし、驚きはそれまでは終わらなか

った。いきなりインディーズチャートの 1 位に輝くと、

爆発的な勢いでインディーズ史上例を見ない売り上げ

を記録していくのである。  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 208）  

 

 （80）は(79)とほぼ同じような場面である。インディーズバンド

のリリースした、それに前代未聞の枚数のファーストアルバムは、

一週間で売り尽くすことは不可能である、というのが常識であろう。

(80)においてテシマウが用いられているのは、こうした状況に対す

る驚きの表現である。すなわち、典型的な〈予想外〉表現である。

しかしながら、既発事件にもかかわらず、そのテンスは過去形では

なく、非過去形が使用されているのはなぜだろうか。この現象につ

いて、安達・他（ 2007）は、  
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小説などの文体において、過去形の述語が続く中に非過去形の

述語を用いることによって、生き生きとした描写にするという

表現効果が得られることがある。（中略）語り手の視点の中に、

非過去形が表す作中人物の視点が混在することによって、目の

前にその状態が存在していたり、今まさにその事態が展開して

いるといった感覚を読者に与えることができるのである。  

（安達・他 2007：133－134）  

 

と解釈している。すなわち、 (80)の「これがわずか 1 週間で完売し

てしまう」という文は、こうした機能によってル形が使用されてい

るのである。したがって、前に述べた規則は、改めて以下のように

記述し直したい。  

 

会話文の場合：  

テシマウ     ⇒  〈予想外〉という意味が実現しえない。  

テシマッタ    ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる。  

テシマッテイル  ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる。  

 

地の文の場合：  

テシマウ     ⇒  ふつう、〈予想外〉という意味が実現し

ないが、場合によって実現することも

ある。  

テシマッタ    ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる。  

テシマッテイル  ⇒  〈予想外〉という意味が実現しうる  
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3.5 〈反期待〉を表すテシマウ  

本節の〈反期待〉は前節で扱った〈予想外〉から派生してくる用

法であると考えられる。その理由は、ふつう話し手の予測が外れる

につれ、不愉快な感じが出てくるのはありふれたことだからである。

それなら、〈予想外〉から独立して、〈反期待〉をテシマウの一種の

意味・用法として扱うのはなぜだろうか。前にも述べたように、〈予

想外〉という意味は、良かれ悪しかれ、話し手の予測に反するなら

ば実現する用法である。その一方、〈反期待〉とは、話し手にとって

好ましくないときにしか用いられない用法であると思われる。なぜ

かというと、ふつう、悪いことなどを待ち望んだりすることが考え

られないからであろう。  

 

(81) なのに、そいつったら、逃げちゃったの、他の女と。シ

ョーックだった。それが、ポロポーズしてくれた日だっ

たのよ。  

（『相親結婚  中』： 29）  

 

 (81)は文脈からして、「逃げる」の動作主は話し手と異なる人物で

あるとわかる。それゆえ、ここでのテシマウは〈反期待〉の用例で

あると判断できよう。ところが、話し手にとって好ましくない気分

をも読み取れる気がする。婚約者に振られたので、好ましくない気

分になるわけである。そのため、 (81)は〈反期待〉の用例であると
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同時に、〈予想外〉の用例でもあるとわかる。話者は相手が逃げるこ

とを予測しなかったことを表している一方で、話者にとって好まし

くないことでもあることが理解できよう。しかし、次の例はどうで

あろうか。  

 

(82) こんな顔では寮の友達に心配されてしまう……!! 

（『日本人の知らない日本語 2』：134）  

 

 (82)の場合は、話者が自分にとって好ましくないことを予想して

いるときの発言である。自分にとって好ましくないので、当然〈反

期待〉の用法になるわけであるが、「心配される」ことは既発事件で

はなく、また話者は見込みを持っていることからして、〈予想外〉の

意味にはならないと思われる。従って、以上の分析を通して、〈反期

待〉という意味は、〈予想外〉と共存する場合が多いとわかる。  

では、過去形である〈反期待〉の場合には、必ず〈予想外〉とい

う意味も実現するのかというと、そうではないらしい。例えば次の

用例を見られたい。  

 

(83)  鬼宿…やっぱりあたしのことキライになっちゃったの  

（『ふしぎ遊戯  完全版  6』： 57）  

 

(83)は「キライになる」ことに対して〈反期待〉という気分を表

す用例である。テンスは過去形であるが、副詞の「やっぱり」の存

在からして、話し手は自分のことが嫌いになったことを予測しなか

ったはずがないと思われる。というわけで、〈反期待〉という意味の
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生成はテンスを問わず、話し手にとって不都合だったり、好ましく

なかったりすることでさえあれば実現できると考えられる。  

また、吉川（ 1973）はこの用法について、「非情物主体」の場合

に実現しやすいと主張しているが、本稿としては、「非情物主体」が

多数であるというより、むしろ話し手にとってコントロールできな

い場合に、〈反期待〉の意味が実現しやすいと言うべきではないかと

考えられる。杉本（ 1992）の指摘しているように、話し手がコント

ロール不能の場合に、〈予想外〉という意味が生起しやすい。更に〈予

想外〉という意味から〈反期待〉という意味が生まれてくる。その

ため、〈予想外〉と同じように、第一人称以外の場合、あるいは無意

志的動作の場合には、〈反期待〉という意味になることが可能である

と考えられる。  

 

テシマウ   ⇒  〈反期待〉  

テシマッタ  ⇒  〈予想外〉かつ〈反期待〉  

3.6 〈既定〉を表すテシマウ  

本節に入る前に、まず下記の用例を見られたい。  

 

(84) 話はそれるが、クィーンの数ある名曲の中でも、俺は「 We 

are The CHAMPION」が特に気に入っている。ただし、ボ

ーカルのフレディ・マーキュリーがホモだったというこ

とだけは、どうしても受け入れられず、それが原因で他
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界してしまったことに、悔しいほどのショックを受けた。 

（『伝説のバンド「Ｘ」の生と死』： 47）  

  

(85) 仕方ないわねェ  

船はこわれちゃってるし  

こーなりゃ  

さっきの張宿の言葉を信用して…  

（『ふしぎ遊戯  完全版  4』：202）  

 

(84)は著者が自分の憧れていたボーカリストの死を悔やんでい

る表現であり、 (85)は船が壊れているがゆえに、好ましくないと思

っている主人公の発言である。したがって、ここのテシマウは〈反

期待〉に分類すればよいと思われてしまうかもしれないが、以下の

用例を見てみよう。  

 

(86) でもまあ、いいじゃないですか。結婚してしまえば、こ

っちのもんなんだし。それまでの、辛抱ですよ。  

（『相親結婚  下』： 11）  

 

(87) あたしは今、二十四で、色々あって、仕事も辞めちゃっ

たんですけど、でもあたし、これから、五十年たった時、

ちゃんと自分の足で歩いて来たっていう人生を送りた

いんです。誰かに決められたルールの上を歩くんじゃな

くて、自分の道は、自分で切り開いていきたいんです。

だから、お見合いで知り合った人と結婚するなんて、考
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えられないんです。悪いけど、結婚する相手を、スーパ

ーで大根買うみたいに決められません。  

（『相親結婚  上』： 57）  

 

例文(84)、(85)と異なり、(86)は不都合や残念といったマイナス

的なイメージを感じられずに、むしろ相手にアドバイスをしている

感じが強かろう。 (87)の場合は、話し手はすでに退職しており、振

り返ったり、後悔したりしようとしてもできない様子にあるが、自

主退職なので、残念と思っているシチュエーションでもない。それ

ゆえ、(86)、(87)は明らかに〈反期待〉の意味ではないと確認でき

よう。では、ここで用いられているテシマウは〈反期待〉でなけれ

ば、どういう意味になるのであろうか。 (84)～ (87)の共通する意味

は、〈既定〉という意味である。いわゆる〈既定〉とは、吉川（ 1973）

の取り上げた〈逸走的〉とはほぼ等しいと言えよう。すなわち、「取

り返しの付かない」という意味を表しているのである。  

この用法について、吉川（ 1973）は、「自動詞」、「無意志動詞」、

「移動動詞」および「変化動詞」が多用されていると指摘している。

確かに、前に取り上げた用例の中で、他動詞であるのは (87)のみで

ある。しかしながら、「無意志動詞」という条件に合っているのは、

(84)、(85)しかないことがわかる。また、「変化動詞」の多用も確か

であり、「移動動詞」という条件も頷ける、とすでに第二章において

論じておいた。だが、「自動詞」および「無意志動詞」という条件は、

本稿の立場としては認めにくい。第二章においても述べたように、

意志動詞または他動詞の場合であっても、既発事件に対して取り返

しがつかないと感じることが多いと思われる。自分の行為に対して
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後悔したり、他人の仕業に対して遺憾に思ったりする場合がまれで

はないので、〈既定〉という意味の実現は無意志動詞に限定されてい

るとは限らないと考えられる。断っておくが、〈既定〉に伴う「後悔」

といった心理は、〈反期待〉とは同じではない。「後悔」という心理

は、吉川（ 1973）の主張している「取り返しが付かない」というこ

とである。そのため、話し手自身の意志的な動作であっても可能で

ある。その一方で、〈反期待〉のマイナス的心理表現は、〈無意志〉

および〈予想外〉の派生用法で、つまり話し手にとって「コントロ

ールできない」という心理であり、両者は異なったものである。  

また、〈既定〉という意味は、既に起こった事件において多く用

いられているので、〈予想外〉と同じように、タ形あるいは現在パー

フェクトを表すテイルとなることが多い。ただし、(86)のような未

発事件の場合もまれにある。  

3.7 〈一掃〉を表すテシマウ  

第二章においてすでに述べたように、この用法は吉川（ 1973）の

取り上げた〈抵抗的〉に相当する用法である。〈対抗的〉という用語

は理解しにくいと思われるので、本稿はあえて一色（ 2011）に倣っ

て、〈一掃〉と呼ぶことにする。  

吉川（1973）によると、この用法は意志動詞に限られている用法

である、と既に第二章においては述べておいた。意志動詞の中で他

動詞が大多数を占めているが、他動詞とペアになっている自動詞を

除いて、意志動詞とされている自動詞も多くあると思われる。その
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ため、動詞の自他性を問わず、意志動詞という条件を満たせばテシ

マウによって〈一掃〉という意味が実現することが可能であると判

断できよう。  

 

(88) く…来るなら来なさいよ !! 逆に食べちゃうからね !! 

（『ふしぎ遊戯  完全版  2』： 17）  

 

(89) まだやり残したことが山程あってよ…  

途中で戻って来ちまったぜ！  

（『ふしぎ遊戯  完全版  7』：156）  

 

(88)は話し手が虎に襲われ、反撃しようとする時に発した文であ

る。また、 (89)は話し手が重体に陥り死にかけていたが、蘇って戻

ってきた場面の発話である。二文とも動作主が第一人称であり、そ

れに「食べる」も「戻ってくる」もともに意志動詞なので、明らか

に話し手の意志を有している発話である。吉川（ 1973：228）は〈対

抗的〉という用法について、「積極的に動作に取り組み、これをかた

づけることをあらわす」と説明している。また、一色（ 2011：205）

は、「動作主体が意志を持って行為を行って負担感などを一掃し、そ

の結果、話し手が爽快感を感じること」と解釈している。一色 (2011)

の説は、鈴木（ 1998）の主張している「話者が事態を望ましくない

ととらえているか、または実現しにくいととらえていることを前提

とする」という意味とは関連性があると思われる。話し手にとって、

望ましくなかったり、実現しにくかったりすることを一掃して、意

図的に動作を実行するというのは、まさしく〈一掃〉という用法の
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中核的意味ではないかと考えられる。なお、〈一掃〉は意志的動作を

表す用法なので、 (90)や(91)のように、意志や希望といったモダリ

ティ表現と共起することが多くある。  

 

(90) 「俺たちにしかできないライブを見せ付ける。音楽もパ

フォーマンスも、他を圧倒しちゃおうよ」  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 148）  

 

(91) …あなたが鬼宿を自分のものにしてしまいたいなら  

それをお使いなさい  

（『ふしぎ遊戯  完全版  3』： 65）  

3.8 まとめ  

以上論述してきた結果をまとめると、テシマウの様々な意味・用

法の定義は、下記の通りである。  

 

1. 〈量的完了〉：  

動作の進行につれ、存在しているものが次第に減少し、つい

に無になること。  

2. 〈極限〉：  

程度性を有する動作が極限に達すること。  

3. 〈無意志〉：  

話者がコントロールできる意志的動作が無意志的に実現する
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こと。  

4. 〈予想外〉：  

話者がコントロールできないことが、予想に反して実現する

こと。  

5. 〈反期待〉：  

話者にとって期待に反したり、好ましくなかったりすること

の実現。  

6. 〈既定〉：  

話者にとって既に定まっており、取り返しが付かなかったり

することの実現。  

7. 〈一掃〉：  

動作主体が意志を持って行為を行って負担感などを一掃し、

その結果、話し手が爽快感を感じること。  

 

以上まとめた七種類の意味・用法はいずれも、単語や文の意味と

いった条件だけでは判断できず、場面や文脈によってしか推量でき

ない場合が多いので、更に深く検討せざるをえないと考えられる。  

また、従来の研究においても言及されているように、テシマウ構

文の意味・用法は排他的ではなく、一形式に複数的意味の解釈が可

能であるため、第四章においては、テシマウ構文および非テシマウ

構文との比較を通して、その使用場面および文の適切性を検証しよ

うと思う。  

この七種類の意味・用法の判断基準は、また第五章において、用

例を見ながら更に深く論ずる。  
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第四章 テシマウ構文と非テシマウ構文との比較  

第三章においては、すでにテシマウ構文の各種の意味・用法につ

いて論じてきた。本章においては、テシマウ構文と非テシマウ構文

構文との比較を行う。本稿の考察対象となる、いわゆる「非テシマ

ウ構文」とは、すなわちテシマウが使用されていない構文である。

テシマウが使用されている場合と使用されていない場合との違いを

はっきりさせるのは、本節の目的である。  

本章における方法は、テシマウ形式が用いられている用例のテシ

マウを削除してから、その意味の違いまたは文の適当性につてい検

証する。  

4.1 〈量的完了〉の場合  

3.1 においては、すでに例文 (58)で使われているテシマウの意味、

および(58)’の不自然になる原因について分析した。 (58)’の不自

然さは、まさにテシマウ形式に〈量的完了〉という機能が存在して

いる証拠である、と言えよう。また、周知の通り、こうした用法の

テシマウ構文には「全部」、「すべて」といった量の副詞が現れるこ

とが多い。例をあげてみれば、  
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(92) 父を失った衝撃から逃れられない家族は、努めて父のこ

とを話題にしなかった。父のことを話せば、悲しみが流

れ出し、心に埋めようのない大きな穴が開いてしまうこ

とが、母にも、兄弟にも分かっていた。母は息子たちを、

兄弟は母を思いやり、突然いなくなった父の思い出を無

理に封じ込めていた。家のあちこちに飾られていた父の

日本刀も、母の手ですっかり片付けられてしまった。  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 78－ 79）  

 

(93) ―いかん！  

…あの状態は―  

―気が全く消えてしまっている―!! 

（『ふしぎ遊戯  完全版  9』：341）  

 

などがある。しかしながら、 1.1 においても述べたが、もしもテシ

マウを取り除くと、どういう意味になるのであろうか。  

 

(92)’父を失った衝撃から逃れられない家族は、努めて父のこ

とを話題にしなかった。父のことを話せば、悲しみが流

れ出し、心に埋めようのない大きな穴が開いてしまうこ

とが、母にも、兄弟にも分かっていた。母は息子たちを、

兄弟は母を思いやり、突然いなくなった父の思い出を無

理に封じ込めていた。家のあちこちに飾られていた父の

日本刀も、母の手ですっかり片付けられた。  
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(93)’―いかん！  

…あの状態は―  

―気が全く消えている― !! 

 

(92)’および (93)’においてはテシマウが用いられていないが、

依然として〈量的完了〉という意味があり、しかも自然な文である。

〈量的完了〉が感じられるのは、副詞の機能によってであると思わ

れる。  

では、量の副詞によってすでに〈量的完了〉という意味を表すこ

とができるならば、テシマウの存在は不必要になってしまうのでは

ないかと疑問が生じてくる。よく考えてみると、テシマウ構文の (92)、

(93) は、〈量的完了〉という意味のほかに、〈反期待〉の意味も読み

取れる。つまり、両文のテシマウの意味は単一的ではなく、複合的

な存在であると考えられる。 (92)’および (93)’の非テシマウ構文

には、〈量的完了〉という意味が依然として存在しているが、テシマ

ウ形式の不使用に伴い、〈反期待〉の意味も消失してしまっているよ

うである。  

さて、テシマウを保留し、修飾語である量の副詞を取り外すと、

どういう意味なるのであろうか。  

 

(92)”父を失った衝撃から逃れられない家族は、努めて父のこ

とを話題にしなかった。父のことを話せば、悲しみが流

れ出し、心に埋めようのない大きな穴が開いてしまうこ

とが、母にも、兄弟にも分かっていた。母は息子たちを、
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兄弟は母を思いやり、突然いなくなった父の思い出を無

理に封じ込めていた。家のあちこちに飾られていた父の

日本刀も、母の手で片付けられてしまった。  

 

(93)”―いかん！  

…あの状態は―  

―気が消えてしまっている―!! 

 

副詞「すっかり」が取り去られた (92)”は、(92)とほぼ同じよう

に、〈量的完了〉という意味もあれば、〈反期待〉という意味もある。

〈反期待〉という意味は、明らかにテシマウ形式によって付与され

ていると断言できよう。〈量的完了〉という意味は、「家のあちこち

に飾られていた父の日本刀も」という文脈から判断できる。「あちこ

ち」であるため、片付けられた日本刀は一本のみならず、残らず片

付けられてしまうことが可能である。その一方で、 (93)”は〈量的

完了〉の意味が薄くなってしまっている。なぜかというと、 (92)”

における「片付ける」は継続動詞であるため、テシマウ形式によっ

て〈量的完了〉という意味が実現できるが、(93)”「消える」はそも

そも瞬間動詞なので、「繰り返し」を表す文脈や修飾語がないと、テ

シマウによる〈量的完了〉の実現はしにくいわけである。 (93)およ

び(93)’から明らかに〈量的完了〉という意味が感じられるのは、

副詞の「全く」の働きである。  

テシマウの意味・用法の判断は、場面や文脈による場合が多いが、

以上の分析から見れば、こうした場合には、〈量的完了〉より〈反期

待〉という意味の理解は優先的であると考えられる。〈量的完了〉と
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いう意味の生起は、多くの場合に、シチュエーションまたは量の副

詞といった修飾語によってである。前にも述べたように、テシマウ

によって実現する純粋な〈量的完了〉は非常に稀であり、周辺的な

用法である、というべきであろう。  

4.2 〈極限〉の場合  

次に、本節においては〈量的完了〉の派生用法、〈極限〉という

意味を表すテシマウ構文と非テシマウ構文との比較を行う。まず、

もう一回 3.2 においてとりあげた用例を見てみよう。  

 

(70) もう飽きちゃったよぉ。早く学校行きたい。  

（『リング・リング 2』：117）  

 

(71) あーなんだか汗かいちゃったなあー  

（『ふしぎ遊戯  完全版  8』：254）  

 

3.2 ですでに論じたが、程度副詞によって修飾することができる

動詞、すなわち「程度動詞」の場合に、テシマウ形式を付加すれば、

状態の極限に達することを表すことができる。(70)および (71)が〈極

限〉の用例である。では、もしも〈極限〉を表すテシマウを取り除

くと、どういう意味になるのだろうか。  
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(70)’もう飽きたよぉ。早く学校行きたい。  

(71)’あーなんだか汗かいたなあー  

 

(70)’から見れば、話し手はすでに飽きている状態にはあるが、

未だ我慢出来ない状態にはなっていない。 (71)’も同じように、す

でに汗をかいているが、話し手にとって耐えられない程度ではない

とわかる。したがって、 (70)および (71)でのテシマウは明らかに状

態の〈極限〉を表しているに違いないと言えよう。  

3.2 においては、テシマウの〈極限〉という用法は、程度動詞の

様態が極限に達するということを意味しており、「とても」や「極め

て」といった程度の高さを意味する程度副詞とは働きが類似してい

る表現である、と既に述べておいた。例えば、  

 

(94) 10 代の頃から悩まされている不眠症のため、平均睡眠時

間はそれまでも 4 時間ほどだったが、HIDE の葬儀の直後

からはまったく眠れない夜が続いていた。すっかり痩せ

てしまった体はしなやかさを失い、食べることも忘れて

いる。  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 44）  

 

(95) …娘娘も完全に弱ってしまったのだ…  

この姿を保つので精いっぱいらしいのだ  

（『ふしぎ遊戯  完全版  9』： 41）  
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などがある。〈量的完了〉のごとく、テシマウ形式によって状態の

〈極限〉を表していると同時に、述語の前に程度副詞が来ることが

多い。ここで 4.1.1 と同様の方法で検証してみようと思う。まず、

(94)および(95)における程度副詞を保留し、テシマウを除去してみ

る。  

 

(94)’10 代の頃から悩まされている不眠症のため、平均睡眠時

間はそれまでも 4 時間ほどだったが、HIDE の葬儀の直後

からはまったく眠れない夜が続いていた。すっかり痩せ

た体はしなやかさを失い、食べることも忘れている。  

 

(95)’…娘娘も完全に弱ったのだ…  

この姿を保つので精いっぱいらしいのだ  

 

(94)、(95)と同じように、非テシマウ構文である (94)’も(95)’

も、程度副詞のみによって状態の〈極限〉を十分に表現している。

ならば、テシマウではなく、程度副詞を取り去ると、文の意味はど

うなるのであろうか。  

 

(94)”10 代の頃から悩まされている不眠症のため、平均睡眠時

間はそれまでも 4 時間ほどだったが、HIDE の葬儀の直後

からはまったく眠れない夜が続いていた。痩せてしまっ

た体はしなやかさを失い、食べることも忘れている。  
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(95)”…娘娘も弱ってしまったのだ… 

この姿を保つので精いっぱいらしいのだ  

 

見ればわかるように、〈極限〉という意味を表す、程度副詞のな

いテシマウ構文、および程度副詞のある非テシマウ構文は、ほぼ同

義である。だが、唯一の異なる点は、程度副詞のないテシマウ構文、

(82)”および  (83)”からは〈反期待〉という意味を読み取れるが、

程度副詞のある非テシマウ構文、(82)’および  (83)’からは読み取

れないことである。すなわち、〈量的完了〉のテシマウ構文と同じよ

うに、〈極限〉のほかに、〈反期待〉が共存する場合がしばしばある

とわかる。  

しかしながら、泉原（ 2007）の指摘しているように、テシマウ以

外、複合動詞成分のキルも〈極限〉を表すことができる。それに、

テシマウと共起することがある。例えば、  

 

(96) YOSHIKI はきっと、疲れてしまったのだろう。音楽を続

けていくうえで、いちいちチャチャを入れたり、何かと

いうと平等を主張する俺の言動に疲れていたのだ、そし

て多分、俺という存在そのものにも、疲れ切ってしまっ

たのだと思う。  

（『伝説のバンド「Ｘ」の生と死』： 116）  

 

のように、「疲れてしまった」は、明確に〈極限〉を表す用法である、

と判断できよう。だが、「疲れ切ってしまった」は、キルとテシマウ
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とは共に用いられており、〈極限〉を意味している形態が重なりあっ

ている。こうした場合は、単に「〈極限〉の強調」と解釈してもよか

ろうと思われるかもしれないが、程度副詞と共起する場合と同じく、

(84)におけるキルは「疲れる」状態の〈極限〉を表している一方で、

テシマウは著者が「疲れる」ことに対して〈反期待〉を表している

形式である、と解釈したいと思う。  

4.3 〈無意志〉の場合  

テシマウ形式によって〈無意志〉という意味が実現するのは、一

人称かつ意志動詞の場合に限られている。例えば、  

 

 (72) あ…しまったのだ！  

娘娘に気を与えていたらつかれてうっかり寝てしまっ

たのだ……  

（『ふしぎ遊戯  完全版  9』： 75）  

 

 (73) ごめん、起こしちゃった？  

（『リング・リング 2』：249）  

 

3.3 において取り上げた用例がある。もしも (72)のテシマウ形式を

取り外すと、以下のようになる。  



80 

 

 (72)’？あ…しまったのだ！  

娘娘に気を与えていたらつかれてうっかり寝たのだ

……  

 

(72)’は非テシマウ構文にされているが、副詞の「うっかり」に

よって動作の非意図性を表現できる。それに、テシマウ形式が用い

られていないので、〈反期待〉という意味が生じない。だが、文の前

には「しまった」という間投詞が来ているので、テシマウの不使用

によって、文が不自然になってしまうと思われる。もしも副詞の「う

っかり」のないテシマウ構文にすると、  

 

(72)”あ…しまったのだ！  

娘娘に気を与えていたらつかれて寝てしまったのだ…

… 

 

のようになる。正しい文であり、それに〈無意志〉および〈反期待〉

の意味もちゃんと読み取れる。また、もし (64)を非テシマウ構文に

すると、  

 

(73)’ごめん、起こした？  

 

となる。 (73)’は不自然とは言えないが、話し手がわざと相手を起

こしてから、揶揄しているような口調で相手に謝罪するという感じ

がするので、映画の当該場面としては相応しくなかろうと判断でき
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る。(73)におけるテシマウ形式の使用も、シチュエーションに応じ

てであると考えられる。  

4.4 〈予想外〉の場合  

もしも、 3.4 で取り上げた〈予想外〉を表すテシマウ構文の用例

を非テシマウ構文にすると、  

 

(78)’？俺はあまりの出来事に、「なんて光景なんだ！」とビ

ックリしながらも、笑いをこらえるのに必死だった。

頭にきて殴ろうとしたのだが、やはり寸前で思いとど

まり、とっさに指を鼻に突っ込んたのではないだろう

か。  

 

 (78)’のごとく不自然な文が出てくる。なぜなら、「ビックリしな

がらも」という文脈が存在しているからである。もしも著者が「指

を鼻に突っ込む」ことに対して驚きの気持ちを表現しようとするな

らば、テシマウ形式の使用は不可欠であると考えられる。省略する

と、不自然になるのも当然であろうと思われる。  

また、(79)におけるテシマウをなくすと、  

 

(79)’ 3 月 28 日から X JAPAN の東京ドーム公演がスタートし

た。かつてのＸの東京ドーム 3DAYS を彷彿させるように

『X JAPAN 攻撃再開 2008 I. V. ～破滅に向かって～』



82 

と名付けられた。28 日は「破壊の夜」、30 日は「創造の

夜」と名付けられた 2 日間のライヴの 10 万枚のチケッ

トは、「 YOSHIKI mobile」の会員だけで完売となった。

なんとか一般のファンにもチケットを販売したいと思

った YOSHIKI は 29 日に追加公演「無謀な夜」を行うこ

とを決める。しかし、この 5 万枚のチケットも数秒で売

り切れた。Ｘが巻き起こして来た嵐のような興奮は 10

年を経ても何も変わってはいなかった。  

 

依然として自然な文であることがわかる。だが、もともと (77)にお

けるテシマウ形式の使用は、著者の驚く気持ちを表すためであった

が、非テシマウ構文にされると、普通の平叙文となっており、「 5 万

枚のチケットが数秒で売り切れる」ことは著者にとってごく普通な

出来事であるという感じがする。  

また、寺村（ 1984）の提示している、「しめしめ」という気持ちを

表すテシマウ構文は、まさしく〈予想外〉の用法である。例えば、  

 

(97) 見て見て賞品もらっちゃったあ！  

（『ふしぎ遊戯  完全版  4』： 54）  

 

(98) 今日の日記はいいことずくめだ  

「ずーっと好きだった青野君に告白されちゃった」  

（『ふしぎ遊戯  完全版  5』：331）  

 

といった用例がある。 (97)は話し手が「商品をもらう」ことへの喜
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びの発話であり、 (98)も、話し手が片思いだった相手に「告白され

た」ことに驚喜する表現である。いずれも〈予想外〉の用例である。

だが、非テシマウ構文にすると、  

 

(97)’？見て見て賞品もらったあ！  

 

(98)’？今日の日記はいいことずくめだ  

「ずーっと好きだった青野君に告白された」  

 

両文とも〈予想外〉という意味がなくなる。それに不自然な文にな

ってしまう。 (97)’は、喜びを表す「見て見て」が用いられている

にもかかわらず、主節の表現は普通の平叙文になり、両者の共起は

不自然になる原因であると思われる。また、 (98)’の不自然さも、

「告白される」ことについての描写は、あまりにも冷静すぎて、好

きな人に告白された喜びが読み取れないからである。さらに、受身

文の使用は、「迷惑」という感じが読み取られやすいので、前に来て

いる「いいことずくめ」の叙述とは相容れないと考えられる。  

4.5 〈反期待〉の場合  

テシマウ構文のさまざまな意味・用法の中で、何より頻繁に現ず

るのは、おそらく〈反期待〉という用法であろうと思われる。その

ため、〈反期待〉を表す用例を、もしも非テシマウ構文にすると、明

確に普通の平叙文になることが推測できよう。例えば、  
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(81) なのに、そいつったら、逃げちゃったの、他の女と。シ

ョーックだった。それが、ポロポーズしてくれた日だっ

たのよ。  

（『相親結婚  中』： 29）  

 

(81)’？なのに、そいつったら、逃げたの、他の女と。ショー

ックだった。それが、プロポーズしてくれた日だった

のよ。  

 

(82) こんな顔では寮の友達に心配されてしまう……!! 

（『日本人の知らない日本語 2』：134）  

 

(82)’こんな顔では寮の友達に心配される…… !! 

 

のごとく、(82)’は話し手にとって、「友達に心配される」ことは大

したことではないような感じになり、ただの平叙文だけである。そ

の一方で、(81)’は「なのに」という接続詞が用いられているため、

テシマウ形式なしでは自然な文にならないと考えられる。要するに、

話し手にとって望ましくないと思っている動作や変化であれば、テ

シマウ形式の使用は不可欠であると思われる。  
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4.6 〈既定〉の場合  

〈既定〉という意味のテシマウ構文および非テシマウ構文は、次

の用例がある。  

 

(84) 話はそれるが、クィーンの数ある名曲の中でも、俺は「 We 

are The CHAMPION」が特に気に入っている。ただし、ボ

ーカルのフレディ・マーキュリーがホモだったというこ

とだけは、どうしても受け入れられず、それが原因で他

界してしまったことに、悔しいほどのショックを受けた。 

（『伝説のバンド「Ｘ」の生と死』： 47）  

  

(84)’？話はそれるが、クィーンの数ある名曲の中でも、俺は

「 We are The CHAMPION」が特に気に入っている。た

だし、ボーカルのフレディ・マーキュリーがホモだっ

たということだけは、どうしても受け入れられず、そ

れが原因で他界したことに、悔しいほどのショックを

受けた。  
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(85) 仕方ないわねェ  

船はこわれちゃってるし  

こーなりゃ  

さっきの張宿の言葉を信用して…  

（『ふしぎ遊戯  完全版  4』：202）  

 

(85)’？仕方ないわねェ  

船はこわれてるし  

こーなりゃ  

さっきの張宿の言葉を信用して…  

 

(84)’および (85)’は不自然な文である。 (84)’の叙述から見れ

ば、「他界する」ことはタ形によって既定事実の成立を表すことがで

きる。だが、テシマウ構文の機能の一つ、〈既定〉の表す「取り返し

が付かない」気持ちが読み取りにくいため、後ろに来る「悔しいほ

ど」という表現とは両立しにくい。また、 (85)’の「船はこわれて

るし」も、ただ客観的に事実を述べている表現なので、「仕方ないわ

ねェ」という心理表現との共起は不整合であると考えられる。  

さて、次の用例を見てみよう。  

 

(86) でもまあ、いいじゃないですか。結婚してしまえば、こ

っちのもんなんだし。それまでの、辛抱ですよ。  

（『相親結婚  下』： 11）  
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(86)’でもまあ、いいじゃないですか。結婚すれば、こっちの

もんなんだし。それまでの、辛抱ですよ。  

 

(87) あたしは今、二十四で、色々あって、仕事も辞めちゃっ

たんですけど、でもあたし、これから、五十年たった時、

ちゃんと自分の足で歩いて来たっていう人生を送りた

いんです。誰かに決められたルールの上を歩くんじゃな

くて、自分の道は、自分で切り開いていきたいんです。

だから、お見合いで知り合った人と結婚するなんて、考

えられないんです。悪いけど、結婚する相手を、スーパ

ーで大根買うみたいに決められません。  

（『相親結婚  上』： 57）  

 

(87)’あたしは今、二十四で、色々あって、仕事も辞めたんで

すけど、でもあたし、これから、五十年たった時、ちゃ

んと自分の足で歩いて来たっていう人生を送りたいん

です。誰かに決められたルールの上を歩くんじゃなくて、

自分の道は、自分で切り開いていきたいんです。だから、

お見合いで知り合った人と結婚するなんて、考えられな

いんです。悪いけど、結婚する相手を、スーパーで大根

買うみたいに決められません。  

 

非テシマウ構文である (86)’および (87)’は文脈から見れば、自

然な文であるが、テシマウ構文の (86)、(87)と比べれば、沈着な発

話であり、「取り返しが付かない」という気持ちが潜んでいないので
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ある。  

4.7 〈一掃〉の場合  

意志的モダリティに属する〈一掃〉という意味は、〈反期待〉や〈既

定〉などと同じように、話し手の主観的発話であり、すなわち、文

脈または場面なしでは文の適切性を判断しにくい用法である。例え

ば、  

 

(88) く…来るなら来なさいよ !! 逆に食べちゃうからね !! 

（『ふしぎ遊戯  完全版  2』： 17）  

 

(88)’？く…来るなら来なさいよ !! 逆に食べるからね!! 

 

のように、(88)は話し手が猛獣に襲われようとした時の発話である。

口ごもっている様子からして、話し手が非常に緊張している状態に

あり、つまり大場（ 2002）の主張している「拮抗状態」である。(88)

において用いられているてしまう形式は、この「拮抗状態」からの

区切りであると判断できよう。したがって、非テシマウ構文の (88)’

が不自然な文になるわけである。また、  

 

(89) まだやり残したことが山程あってよ…  

途中で戻って来ちまったぜ！  

（『ふしぎ遊戯  完全版  7』：156）  
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(89)’まだやり残したことが山程あってよ…  

途中で戻って来たぜ！  

 

も同じように、話し手が死にかけていた状態、すなわち「拮抗状態」

にあるため、テシマウを使っているのである。もしも非テシマウ構

文である (89)’にすると、文脈からはおかしなところは見られない

が、その使用場面としては不適切であろうと思われる。さらに、  

 

(90) 「俺たちにしかできないライブを見せ付ける。音楽もパ

フォーマンスも、他を圧倒しちゃおうよ」  

（『 YOSHIKI／佳樹』： 148）  

 

(90)’「俺たちにしかできないライブを見せ付ける。音楽もパ

フォーマンスも、他を圧倒しようよ」 

 

(91) …あなたが鬼宿を自分のものにしてしまいたいなら  

それをお使いなさい  

（『ふしぎ遊戯  完全版  3』： 65）  

 

(91)’…あなたが鬼宿を自分のものにしたいなら  

それをお使いなさい  

 

なども、同じように、テシマウ形式の使用は、「拮抗状態」から切

り離すためである。もしも非テシマウ構文にすると、その「拮抗状
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態」は感じにくくなり、その不安を〈一掃〉することができないの

である。  

4.8 まとめ  

本章においては、テシマウ構文と非テシマウ構文との比較を通し

て、語彙の意味や文レベルなどからは文の適切性の判断は難しくて、

多くの場合は、その使用場面に頼らざるをえないということがわか

る。  

本章の考察を通して、鈴木（ 1998）、倉持（ 2000）、大場（ 2002）

の指摘しているように、望ましくない事態、すなわち〈反期待〉の

場合には、テシマウ構文が多く使用されていることがわかる。〈量的

完了〉・〈極限〉・〈無意志〉といった意味は文脈によって表現するこ

とができるが、テシマウ構文および非テシマウ構文の主な差異は、

〈反期待〉という意味の有無である。したがって、テシマウの種々

な意味・用法の中で、最も頻繁に出現するのは〈反期待〉という意

味であり、ほかの意味とはほぼすべて共存できると言えよう。しか

しながら、〈一掃〉という用法は、前にも述べたように、話し手が「拮

抗状態」から脱出するための発言なので、〈反期待〉とは相いれずに、

唯一の例外となる。  
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第五章 日本語教育における応用  

本章の内容は、考察してきた結果をいかに日本語教育において応

用するかということである。まず、従来の日本語教育におけるテシ

マウを概観し、次に本稿のまとめたテシマウ構文の判断基準を取り

上げ、学習者にとって理解しやすい方法を提示する。最後に、以上

の作業を通して、学習者への提言を試みる。  

5.1 日本語教育から見るテシマウの学習  

第三章において考察したように、テシマウ構文には、さまざまな

意味・用法が存在しているが、日本語教育の場合は、ふつう、初級

レベルにおいて〈完了〉および〈反期待〉しか取り上げられていな

い。確かに、初級レベルにおいてあらゆる意味・用法を一気に教え

ると、かえって学習者に迷惑をかけてしまうおそれがある。  

筆者は中・上級日本語教科書からテシマウの用例を収集し、〈完了〉

および〈反期待〉で解釈しにくい用法を見出そうとする。使用した

教科書は下記の通りである。  

 

1. 『みんなの日本語中級Ⅰ』（スリーエーネットワーク）  

2. 『進学する人のための日本語中級』（国際学友会）  

3. 『文化中級日本語Ⅰ』（文化外国語専門学校）  
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4. 『文化中級日本語Ⅱ』（文化外国語専門学校）  

5. 『テーマ別中級から学ぶ日本語（改訂版）』（研究社）  

6. 『テーマ別上級で学ぶ日本語（改訂版）』（研究社）  

7. 『ニューアプローチ中級日本語 [基礎編 ]（改訂版）』（日本語

研究社）  

8. 『ニューアプローチ中上級日本語［完成編］』（日本語研究社） 

 

調査した結果、中・上級日本語教科書におけるテシマウの用例の

中で、〈完了〉および〈反期待〉で解釈しにくいと考えられる例も少

なからずある 30。 

初級段階においてすでに取り上げられたテシマウは、中・上級段

階の教科書には、〈完了〉および〈反期待〉のほかに、なお多くの

意味・用法が出てくる。したがって、学習者は中・上級段階におい

て、もしも〈完了〉あるいは〈反期待〉で解釈しにくい例文が出て

くる場合に、どうすればよいのであろうか。筆者は次節において、

学習者のためにテシマウの意味・用法の判断基準および判断の方法

を提供したいと思う。  

5.2 テシマウ構文の意味・用法の判断基準と判断の方法  

本節は第三章において考察した結果を整理し、その種々な意味・

用法の判断基準を次のようにまとめている。  

                                                      

30 教科書の用例については、付録を参照されたい。  
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表 5－ 2－ 1 

意味  
実現条件  

必要条件  副次的条件  

量的完了  
継続的動作  量の副詞  

生産動詞もしくは消滅動詞  繰り返しを表す文脈 31 

極限  程度動詞  程度副詞  

無意志  一人称かつ意志動詞  無意志性を表す文脈  

予想外  

一人称かつ無意志的動作  

もしくは一人称以外  
予想外を表す文脈  

タ形もしくはテイル  

（まれにル形）  

反期待  
一人称かつ無意志的動作  

もしくは一人称以外  
反期待を表す文脈  

既定  
タ形もしくはテイル  

（まれにル形）  

取り返しが付かないことを

表す文脈  

一掃  意志動詞  
意志的モダリティ表現  

面倒などを表す文脈  

 

本節はこの判断基準を元に、上掲の中・上級日本語教科書に出て

いるテシマウの用例を一々分析していこうと思う。まずは〈量的完

了〉の用例である。  

                                                      

3 1
 「文脈」とは、文章の流れの中にある意味内容のつながりであり、副詞とい

った修飾成分も含んでいる。  
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(99) まんじゅうを見ていると怖いから、早く食べてしまわな

くちゃと言って、その男はまんじゅうを全部食べた。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 97）  

 

(100) 妹は読書が大変好きで、たった 2 日間でこの厚い本を

全部読んでしまった。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 157）  

 

(99)の動詞「食べる」は、継続動詞であり、そして消滅動詞でも

あるため、ここのテシマウは〈量的完了〉という意味であると判断

される。だが、「まんじゅうをみていると怖いから」という「拮抗状

態」を表す文脈があるので、〈一掃〉という意味の解釈も可能である

と思われる。 (100)も、「読む」という動作は、継続的動作であり、

また、抽象的な消滅動詞であると解釈できよう。さらに、述語の前

に、量の副詞の「全部」が来ているので、〈量的完了〉という意味が

表しているに違いない。だが、「たった 2 日間で」という文脈からす

ると、〈予想外〉の解釈も可能である。いずれにせよ、〈量的完了〉

という意味を明確に読み取れる要因は、「量の副詞」によってであり、

もし「量の副詞」があれば、〈量的完了〉と理解されても差し支えな

いと思われる。  

次は、〈極限〉という意味の用例である。  
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(101) ぼくもおなかがすいちゃった。じゃあ、六時にお願い

します。  

（『進学する人のための日本語中級』： 10）  

 

(102) 小学生に算数を教えることになってテキストを見たら、

けっこう難しくて困ってしまった。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 174）  

 

(101)の「お腹が空く」ことも、 (102)の「困る」ことも、程度性

を有する動詞なので、「とても」や「かなり」といった「程度副詞」

と共起することができる。学習者は想像力を発揮してみればわかろ

うと考えられ、割と理解しやすい用法である。  

〈無意志〉という意味の用例は、次の例がある。  

 

(103) どうもすみません。入口に近いほうが便利なもんです

から、ついここに止めてしまって。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 76）  

 

(104) 映画を見ていて、主人公が危ない場面になると、思わ

ず手を握ってしまう。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 100）  

 

「止める」も「握る」も意志動詞であり、また一人称の会話文で

あるため、テシマウは〈無意志〉を表してると推測できる。また、
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非意図性を表す副詞の「つい」および「思わず」の存在も、その裏

付けである。もし非意図性を表す副詞や文脈があれば、学習者は簡

単に〈無意志〉の意味を読み取ることができると思われるが、もし

文脈のない場合は、まず一人称かつ意志動詞の条件を確認し、そし

て場面を参考にすれば納得が行くと考えられる。  

さて、次は〈予想外〉の用例である。  

 

(105) わたし、けい子。今日ね、急に仕事が入っちゃって、

遅くなりそうなの。晩ご飯、先に食べといて。じゃね。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 50）  

 

(106) チャンピオンが新人の選手に負けてしまった。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 45）  

 

(105)は、副詞の「急に」から見れば、「仕事が入る」ことは話し

手にとって予測もしなかったことであるとわかる。また、(106)は常

識によって判断すればすぐわかろうと思われる。チャンピオンが新

人に負けることはふつう、想像できないことであるため、予測に反

することである。また、二文はともに話し手のコントロールできる

ことではないため、〈予想外〉という意味の実現条件に満足している。 

それからは〈反期待〉の用例を見られたい。  

 

(107) 事故のため電車が 1 時間も遅れてしまった。  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 29）  
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(108) 日本の会社はまだまだ学歴が重視される。たとえ経験

があっても、結局は学歴で評価されてしまう。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 100）  

 

(107)およｂ(108)も、ともに話し手にとってコントロール不能な

ことであり、また文脈から判断すれば、話し手にとって好ましくな

いことと推測できるため、〈反期待〉の意味を表しているとわかる。

(107)のように、予測に反することから期待に反することが生ずるの

はありふれたことなので、〈反期待〉と〈予想外〉との共存は常であ

ることがわかる。また、〈反期待〉という意味の認定は、文脈から判

断しにくい場合が多くあるので、場面の把握は非常に重要であると

思われる。  

では、次は〈既定〉の用例である。  

 

(109) 現在の横浜には、開港当時の面影を使える建物は全く

残っていない。大正十二年（一九二三年）の大地震で、

ほとんどすべての建築物が壊れたり焼けたりしてしま

ったからだという。  

（『進学する人のための日本語中級』： 189－190）  

 

(110) パソコンの便利さに慣れてしまうと、パソコンがない

生活は考えられない。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 53）  

 

(109)は、建築物がなくなることについて、話し手は取り返しが
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付かない気持ちを伝える用例である。また、(110)の場面は、既にパ

ソコンの便利さに慣れており、もうパソコンのない生活を送ること

ができないことについて述べるのである。言い換えると、すでにパ

ソコンのない生活の取り返しがつかないのである。〈既定〉という意

味も、場面や文脈によってしか判断することができない場合が多い

ので、学習者にとってそれほどわかりやすい用法ではないと思われ

る。  

最後は〈一掃〉の用例である。  

 

(111) この仕事、早く終わらせちゃおう。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 106）  

 

(112) 林さんにパーティーに誘われたが、用事があるので断

ってしまった。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 53）  

 

 

〈一掃〉という用法は、学習者にとって割に理解しやすいと考え

られる。もし (111)のように、意志的モダリティ表現が現れれば、直

ちに〈一掃〉と推測できると思われる。また、(112)のようにモダリ

ティ的表現が見られない用例は、場面や文脈によって判断すれば、

その「負担感の一掃」というニュアンスは読み取れると思われる。  

 

学習者にとって、表 5－2－1 は参考になると思われる。その参考

の方法は、まず「副次的条件」を見出すのである。なぜかというと、
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副詞や文脈というのは、そもそも聞き手にわかりやすくするための

補充説明だからである。その明示的な手がかりを掴めば、テシマウ

の意味を簡単に把握できると思われる。もし「副次的条件」のない

場合は、「必要条件」を参照し、その使用場面を想像すれば、テシ

マウの意味を推測することができると思われる。ただし、要注意な

のはこの七種類の意味・用法はいずれも、単語や文の意味といった

条件だけでは判断できず、場面や文脈によってしか推量できない場

合が多い。また、従来の研究においても言及されているように、テ

シマウ構文の意味・用法は排他的ではなく、一形式に複数的意味の

解釈が可能であるため、表 5－2－ 1 の羅列した条件は絶対的ではな

く、あくまで参考用である。  

5.3 日本語学習者への提言  

周知のように、初級段階において提起されているテシマウの意

味・用法は、〈完了〉および〈反期待〉のみである。〈反期待〉とい

う意味は、〈一掃〉を除き 32、ほかの意味との共存はすべて可能であ

る。すなわち、ほぼあらゆる場合は〈反期待〉と認知されることが

できるのである。したがって、学習者はまず〈反期待〉という意味

を把握し、さらに表 5－2－1 を参照すれば、当該テシマウ構文の意

味を読み取れると思われる。要注意なのは、初級段階で提起されて

                                                      

32 〈反期待〉は「話し手が好ましくない」という心理を表している。その一方

で、〈一掃〉は「話し手が爽快感を感じる」という心理を表している。そのため、

両者は相いれず、共存しにくいと思われる。  
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いないテシマウの意味は、中・上級段階に入ると様々出てくるので、

学習者は新しい文法項目として改めて学習し直すべきであると考

えられる。また、いわゆる〈完了〉という意味は、大多数の文法書

において、〈動作の完了〉と説明されているが、本稿の考察によっ

て、〈完了〉するのは動作そのものではなく、その主体または対象

の数量であるとわかる。それゆえ、学習者はテシマウの表すいわゆ

る〈完了〉という意味は、〈動作の完了〉ではなく、〈量的完了〉と

認知されたいと思う。  

初級段階で提出された文法項目は、必ずしも一種の意味だけであ

るとは限らない。テシマウのみならず、アスペクトの代表例である

テイル、条件を表すト・バ・タラ・ナラ、関連付けのノダ・ワケダ、

および直示的表現のコ・ソ・アなども、初級段階において言及でき

ない用法は、中・上級段階あるいは日常生活においてきっと現れる

と考えられる。それゆえ、単なる初級の文法知識だけでは、学習者

は完全に使いこなすことが難しく、「木を見て森を見ず」という現象

に陥ってしまうおそれがある。というわけで、もしも中・上級段階

の教科書に初級段階で提示されていない意味が出くてれば、新しい

文法項目として改めて学習することを希望している。また、文法項

目は単文レベルだけでは、その意味を判断しにくい場合は多くある。

したがって、文レベルにとどまらずに、ディスコースレベルの角度

から判断してこそ、学習者は理解することができると思われる。  
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第六章 結論  

6.1 本論文のまとめ  

本稿の結論は、以下のようにまとめることができる。  

 

1. テシマウの様々な意味・用法を〈量的完了〉、〈極限〉、〈無意

志〉、〈予想外〉、〈反期待〉、〈既定〉、〈一掃〉の七種類がある。  

2. 従来の研究と違い、いわゆる〈完了〉という意味は、〈動作プ

ロセスの完了〉ではなく、数量に関わる〈量的完了〉である

と思われる。  

3. 本動詞シマウから派生してくる〈完了〉という意味は、事実

上めったに出現しない。その一方で、最も頻繁的に使用され

ているのは〈反期待〉という意味である。  

4. テシマウ形式の意味は排他的ではなく、複合的であり、〈反期

待〉という意味は〈一掃〉を除いて、ほかの意味と共存する

のがすべて可能である。  

5. テシマウの意味の認定は、文レベルにおいては難しいことで

あり、ディスコースレベルにおいてしか認定することができ

ない場合が多い。  

6. 初級段階で提起されていないテシマウの意味は、中・上級段



102 

階に入ると、新しい文法項目として改めて学習し直すべきで

あると考えられる。  

6.2 今後の課題  

時間および筆者自身の能力の制限で、本論文において触れること

ができない課題は多く残されている。その中から、今後の課題とし

て特に重要なものを下記のように取り上げておきたい。  

 

1. シマウからテシマウへの文法化プロセス  

2. テシマウの意味の一般化  

3. 口語形式表現のチャウ、ジャウ・チマウ、ジマウとの差異  

4. 文章・談話レベルの分析  

5. 学習者の誤用分析  

6. 三次的アスペクト形式のキル、ツクスなどとの比較  

 

以上、今後の課題として重要であると思われるものを六つ取り上

げた。本論文において十分に扱えなかった問題は、今後の研究の進

展によって、更に深まっていくことができると考えられる。  



103 

参考文献：  

論文：  

1. 石川守（ 1992）「『～て  しまう』とその情意表現に関して」『語

学研究』 69 拓殖大学語学研究所  

2. 一色舞子（ 2011）「日本語の補助動詞『 -てしまう』の文法化―

主観化、間主観化を中心に―」『日本研究』15 高麗大学日本研

究センター  

3. 井上優（ 2001）「現代日本語の『タ』―主文末の『…タ』の意味

について―」つくば言語文化フォーラム（編）『「た」の言語学』

ひつじ書房  

4. 大場美穂子（ 2002）「日本語の補助動詞『しまう』の意味」『マ

テシス・ウニウェルサリス』 4－ 1 獨協大学外国語学部言語文

化学科  

5. 奥田靖雄（ 1977）「アスペクトの研究をめぐって―金田一的段階

―」『宮城教育大学国語国文』8 宮城教育大学国語国文学会（松

本泰丈（編）（ 1978）『日本語研究の方法』むぎ書房に所収）  

6. 奥田靖雄（ 1978a）「アスペクトの研究をめぐって（上）」『教育

国語』53 むぎ書房  

7. 奥田靖雄（ 1978b）「アスペクトの研究をめぐって（下）」『教育

国語』54 むぎ書房  



104 

8. 金水敏（ 2004）「文脈的結果状態に基づく日本語助動詞の意味記

述」影山太郎・岸本秀樹（編）『日本語の分析と言語類型―柴谷

方良教授還暦記念論文集』くろしお出版  

9. 金田一春彦（ 1950）「国語動詞の一分類」『言語研究』 15 日本

言語学会（金田一春彦（編）（ 1976）『日本語動詞のアスペクト』

むぎ書房に所収）  

10. 金田一春彦（ 1955）「日本語のテンスとアスペクト」『名古屋大

学文学部研究論集』Ｘ（文学 4）（金田一春彦（編）（ 1976）『日

本語動詞のアスペクト』むぎ書房に所収）  

11. 工藤真由美（ 1989）「現代日本語のパーフェクトをめぐって」『こ

とばの科学 3』むぎ書房  

12. 倉持保男（ 2000）「補助動詞『（～テ）シマウ』について」山田

進・菊地康人・籾山洋介（編）『日本語  意味と文法の風景―国

広哲弥教授古稀記念論文集―』ひつじ書房  

13. 江田すみれ・小西円（ 2008）「 3 種類のコーパスを用いた 3 級 4

級文法項目の使用頻度調査とその考察」『日本女子大学紀要  文

学部』57 日本女子大学文学部  

14. 近藤裕子（ 2000）「『～テシマウ』の意味・用法に関する一考察」

『国文学試論』 14 大正大学  

15. 杉本武（ 1991）「『てしまう』におけるアスペクトとモダリティ」

『九州工業大学情報工学部紀要（人文・社会科学編）』 4 九州

工業大学情報工学部  

16. 杉本武（ 1992）「『てしまう』におけるアスペクトとモダリティ

⑵」『九州工業大学情報工学部紀要（人文・社会科学編）』5 九

州工業大学情報工学部  



105 

17. 鈴木智美（ 1998）「『～てしまう』の意味」『日本語教育』97 日

本語教育学会  

18. 高橋太郎（ 1969）「すがたともくろみ」教育科学研究会国語部会

第一回文法特別講座テキスト（金田一春彦（編）（ 1976）『日本

語動詞のアスペクト』むぎ書房に所収）  

19. 寺村秀夫（ 1971）「‘タ’の意味と機能―アスペクト・テンス・

ムードの構文的位置づけ―」『言語学と日本語問題―岩倉具実敎

授退職記念論文集』くろしお出版（寺村秀夫（ 1984）『日本語の

シンタクスと意味Ⅱ』くろしお出版に所収）  

20. 十島真理（ 1995）「大学講義に使用される動詞  有標表現と補助

動詞を中心として」『筑波応用言語学研究』 2 筑波大学大学院

博士課程文芸・言語研究会応用言語学コース  

21. 西川真理子（ 1996）「『てしまう』の本来の機能」『言語と文化の

諸相 奥田博之教授退官記念論文集』英宝社  

22. 仁田義雄（ 1989）「現代日本語文のモダリティの体系と構造」仁

田義雄・益岡隆志（編）『日本語のモダリティ』くろしお出版  

23. 藤井由美（ 1992）「『してしまう』の意味」『言葉の科学 5』むぎ

書房  

24. 星野和子（ 2000）「『しまう』から『てしまう』へ―用法と意味

の変容」『日本文学』 93 東京女子大学  

25. 森田良行（ 1971）「動作の起こり方を表す語について―『てしま

う，ておく，てみる，た』の用法―」『講座日本語教育』 7 早

稲田大学語学教育研究所  

26. 守屋三千代（ 1994）「『シテシマウ』の記述に関する一考察」『早

稲田大学日本語研究教育センター紀要』6 早稲田大学日本語研



106 

究教育センター  

27. 森山卓郎（ 1985）「程度副詞と動詞句」『京都教育大学国文学会

誌』20 京都教育大学国文学会  

28. 梁井久江（ 2009）「テシマウ相当形式の意味機能拡張」『日本語

の研究』 5‐ 1 日本語学会  

29. 由井紀久子（ 1997）「日本語動詞における意味の抽象化過程の研

究―補助動詞用法を持つ動詞の意味分析―」『大阪大学文学部紀

要』37 大阪大学文学部  

30. 吉 川 武 時 （ 1973）「 現 代 日 本 語 動 詞 の ア ス ペ ク ト の 研 究 」

『Linguistic Communications』 9 Monash University（金田一

春彦（編）（ 1976）『日本語動詞のアスペクト』むぎ書房に所収） 

31. 羅素娟（ 1999）「＜Ｖてしまう＞の語意構造とその中国語の訳文

について」『台灣日本語文學報』 14 中華民國日本語文學會  

32. 劉笑明・吉田則夫（ 2005）「『てしまう』とその表現上の心的側

面」『岡山大学教育学部研究集録』 128 岡山大学教育学部  

単行本：  

1. 安達太郎・阿部忍・小林英樹・佐野由紀子・渋谷勝己・高橋美

奈子・張麟声・中畠孝幸・林雅子・日高水穂・山田敏弘（ 2009）

『現代日本語文法 2 第 3 部  格と構文  第 4 部 ヴォイス』くろ

しお出版  

2. 安達太郎・雨宮雄一・高梨信乃・野田春美・宮崎和人（ 2003）『現

代日本語文法 4 第 8 部  モダリティ』くろしお出版  



107 

3. 安達太郎・岩崎卓・野田春美・森山卓郎・（ 2007）『現代日本語

文法 3 第 5 部 アスペクト  第 6 部  テンス  第 7 部  肯否』く

ろしお出版  

4. 庵功雄・高梨信乃・中西久実子・山田敏弘（ 2000）『初級を教え

る人のための日本語文法ハンドブック』スリーエーネットワー

ク 

5. 市川保子（ 2005）『初級日本語文法と教え方のポイント』スリー

エーネットワーク  

6. 井上和子（ 1976）『変形文法と日本語（下）』大修館書店  

7. 金水敏・工藤真由美・沼田善子（ 2000）『時・否定と取り立て』

（日本語の文法 2）岩波書店  

8. 工藤真由美（ 1995）『アスペクト・テンス体系とテクスト―現代

日本語の時間の表現―』ひつじ書房  

9. 黄淑妙（ 2009）『日本語習得の達成度分析―「台湾人日本語学習

者コーパス」（ CTLJ）の構築と分析を中心に―』致良出版社  

10. 国際交流基金・日本国際教育協会（ 2002）『日本語能力試験出題

基準【改訂版】』凡人社  

11. 迫田久美子（ 2002）『日本語教育に生かす第二言語習得研究』ア

ルク  

12. 寺村秀夫（ 1984）『日本語のシンタクスと意味Ⅱ』くろしお出版  

13. 仁田義雄（ 2002）『副詞的表現の諸相』（新日本語文法選書 3）く

ろしお出版  

14. 宮崎和人・安達太郎・野田春美・高梨信乃（ 2002）『モダリティ』

（新日本語文法選書 4）くろしお出版  

15. 森山卓郎（ 1988）『日本語動詞述語文の研究』明治書院  



108 

16. Comrie, Bernard（1976）“Aspect: An Introduction to the Study 

of Verbal Aspect and Related Problems” Cambridge University 

Press（山田小枝（訳）（ 1988）『アスペクト』むぎ書房）  

17. J.V.ネウストプニー（ 2002）「方法論のプロセス」J.V.ネウスト

プニー・宮崎里司（編著）『言語研究の方法  言語学・日本語学・

日本語教育学に携わる人のために』くろしお出版  

辞書類：  

1. 泉原省二（ 2007）『日本語類義表現使い分け辞典』研究社  

2. 市川保子（編著）（ 2010）『日本語誤用辞典』スリーエーネット

ワーク  

3. 亀井孝・河野六郎・千野栄一（編著）（ 1996）『言語学大辞典  第

6 巻 述語編』三省堂  

4. 小泉保・船城道雄・本田皛治・仁田義雄・塚本秀樹（編）『日本

語基本動詞用法辞典』大修館書店  

5. 杉本和之（ 2005）「自動詞と他動詞の特徴」水谷修・加藤清方・

佐久間勝彦・佐々木倫子・西原鈴子・仁田義雄（編）『新版日本

語教育事典』大修館書店  

6. 砂川有里子・駒田聡・下田美津子・鈴木睦・筒井佐代・蓮沼昭

子・ベケシュアンドレイ・森本順子（ 1998）『教師と学習者のた

めの日本語文型辞典』くろしお出版  

7. 飛田良文・遠藤好英・加藤正信・佐藤武義・蜂谷清人・前田富

祺（編）（ 2007）『日本語学研究事典』明治書院  



109 

8. 西川寿美（ 2005）「学習段階」水谷修・加藤清方・佐久間勝彦・

佐々木倫子・西原鈴子・仁田義雄（編）『新版日本語教育事典』

大修館書店  

9. 水谷修・加藤清方・佐久間勝彦・佐々木倫子・西原鈴子・仁田

義雄（編）（ 2005）『新版日本語教育事典』大修館書店  

教科書：  

1. 石飛靖子・大沢宣子・小野史真子・手島安基・渡部裕子（編）（ 2000）

『進学する人のための日本語中級』国際学友会  

2. 小柳昇（ 2002）『ニューアプローチ中上級日本語［完成編］』日

本語研究社  

3. 小柳昇（ 2003）『ニューアプローチ中級日本語［基礎編］（改訂

版）』日本語研究社  

4. スリーエーネットワーク（編著）『みんなの日本語中級Ⅰ』スリ

ーエーネットワーク  

5. 福田由美・三国純子・小山真理・池田優子・阿部郁子・角本浩

美（編）（ 1997）『文化中級日本語Ⅱ』文化外国語専門学校  

6. 松田浩志・阿部祐子・亀田美保・桑原直子・田口典子・長田龍

典・古家淳（ 2006）『テーマ別上級で学ぶ日本語（改訂版）』研

究社  

7. 松田浩志・荒井礼子・太田純子・亀田美保・木川和子・桑原直

子・長田龍典（ 2003）『テーマ別中級から学ぶ日本語（改訂版）』

研究社  



110 

8. 山本真紀代・久野由宇子・三国純子・安藤葉子・工藤節子・金

田智子（編）（ 1994）『文化中級日本語Ⅰ』文化外国語専門学校  

用例出典：  

1. 高致華（編著）（ 2003a）『看日劇學日語  第一部  相親結婚  上』

三民書局  

2. 高致華（編著）（ 2003b）『看日劇學日語  第一部  相親結婚  中』

三民書局  

3. 高致華（編著）（ 2003c）『看日劇學日語  第一部  相親結婚  下』

三民書局  

4. 小松成美（ 2009）『 YOSHIKI／佳樹』角川書店  

5. 沢田泰司（ 2000）『伝説のバンド「Ｘ」の生と死―宇宙を翔ける

友へ』徳間書店  

6. 鈴木光司（ 1993）『リング』（角川ホラー文庫  H5‐1）角川書店  

7. 鈴木光司（原作）・高橋洋（脚本）（ 1999）『映画版脚本集  リン

グ リング 2』（角川ホラー文庫  H5‐12）角川書店  

8. 蛇蔵・海野凪子（ 2009）『日本人の知らない日本語』メディアフ

ァクトリー  

9. 蛇蔵・海野凪子（ 2010）『日本人の知らない日本語 2』メディア

ファクトリー  

10. 渡瀬悠宇（ 2001a）『ふしぎ遊戯  完全版  1』小学館  

11. 渡瀬悠宇（ 2001b）『ふしぎ遊戯  完全版  2』小学館  

12. 渡瀬悠宇（ 2001c）『ふしぎ遊戯  完全版  3』小学館  



111 

13. 渡瀬悠宇（ 2001d）『ふしぎ遊戯  完全版  4』小学館  

14. 渡瀬悠宇（ 2002a）『ふしぎ遊戯  完全版  5』小学館  

15. 渡瀬悠宇（ 2002b）『ふしぎ遊戯  完全版  6』小学館  

16. 渡瀬悠宇（ 2002c）『ふしぎ遊戯  完全版  7』小学館  

17. 渡瀬悠宇（ 2002d）『ふしぎ遊戯  完全版  8』小学館  

18. 渡瀬悠宇（ 2002e）『ふしぎ遊戯  完全版  9』小学館  



112 

付録：中・上級教科書のテシマウ用例  

〈極限〉の用例：  

(113) 母親たちは、一生懸命話を続けています。途中で大き

い荷物を持って乗ってきたお年寄りがいたのに、立と

うともしないので、あきれてしまいました。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 19）  

 

(114) 彼はお酒を飲みすぎてすっかり酔ってしまいました。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 32）  

 

(115) 朝起きると、そこは友達の家だった。ゆうべは酔っぱ

らってしまって全然覚えていない。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 77）  

 

(116) どちらでも構わない人にとっては何でもない選択だが、

甘いものには目がない人にとっては、うれしいけれど

悩んでしまう選択だ。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 112）  
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(117) ところで、いろいろな選択があると、かえって困って

しまう。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 112）  

 

(118) どれにするか迷ってしまって、自分で決められなくな

ったらどうするか。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 112）  

 

(119) 酔っ払ってしまって、周りのものがみんな浮いている

ように見える。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 9）  

〈無意志〉の用例：  

 

(120) そこで、友達にいい方法がないか聞いてみた。ワンさ

んは、朝になると自然に目が覚めるそうだ。イーさん

は時計をわざと 30 分早くしておくと言っていた。僕の

場合は、いくら早くしても、止めて寝てしまうのだか

ら、意味がない。何かいい方法はないだろうか。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 71）  

 

(121) 僕の時計が「 7 時だよ。おはよう。起きろ。」と、起こ

してくれるのだが、無意識に止めて、また寝てしまう。
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起きたときには、自分が時計を止めたことも覚えてい

ない。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 71）  

 

(122)  友人と待ち合わせをしたが、約束の時間まで 30 分ぐ

らいあった。そこで、近くのお土産屋に入ったら、店

員が話しかけてきた。ただ見たいだけだったのに、「ち

ょっと贈り物を探しているんです」と言ってしまった。 

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 99）  

 

(123) 電気を消して、寝ましたか。  

…いいえ、つけたまま、寝てしまいました。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 103）  

 

(124) 部屋に入れないんですか。  

…ええ、かぎを中に置いたまま、ドアを閉めてしまっ

たんです。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 103）  

 

(125) 心理学者のリーズンは、学生たちが日常生活でおかす

うっかりミスを研究した結果、「記憶」型と「注意」型

の 2 つの型があることを発見した。記憶型の人は「や

り忘れる」失敗が多く、注意型の人は「やってしまう」

ことが多い。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 138）  
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(126) でも、二人は顔も髪型もそっくりなので、今でもうっ

かり太郎君を次郎君と呼んだり、次郎君と呼んだりし

てしまいそうになる。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 141）  

 

(127) 昨日のドラマを見ましたか。  

いいえ、疲れていたので、寝てしまった。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 145）  

 

(128) 会社から帰る途中、傘の大安売りをしていたので、つ

い 1 本買ってしまった。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 111）  

 

(129) 私が毎日使っている○○線の特急電車に乗るには、五

百円の特別料金を払わなければならない。ちょっと高

いけれども、蒸し暑くて我慢できない日や残業でとて

も疲れた日など、「コーヒー一杯飲んだつもりで」と考

えて、つい乗ってしまう。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 34）  

 

(130) パソコンゲームをしていると時間を忘れてしまう。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 42）  

 

(131) これが以外に人気があって、多くの人に信じられてい
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る。私もこれにこっている一人である。というのも、

回りにいる人たちの性格を思い浮かべてみると、確か

にこれはよく当たっていると思うからである。初めて

会った人にまで、ついあいさつ代わりに「何型ですか」

と聞いてしまう。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 92）  

 

(132) ところが、話題が変わって「どうして 1 時間以上もか

けて満員電車で毎朝通勤しているの？  会社に着く前

に疲れるでしょう」と彼に聞かれて、私は思わず「そ

れはしょうがないおよ」と言ってしまった。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 96）  

 

(133) 自分が応援していたチームが点を入れたので、思わず

跳び上がって叫んでしまった。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 100）  

 

(134) もし夢が実現していたら、私はパン屋さんになってい

たのだ。思わず笑ってしまった。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 128）  

 

(135) とても疲れていたので、服を着たまま寝てしまった。  

（『ニューアプローチ中級日本語： 151）  

 

(136) 本を読んでいたら、うっかり電車を乗り過ごしてしま
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った。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 205）  

 

(137) 彼の話があまりにおかしくて、腹を抱えて笑ってしま

った。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 102）  

 

(138) あんなくだらない番組は見まい思っているのだが、そ

の時間になると、やっぱりチャンネルを回してしまう。 

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 147）  

〈予想外〉の用例：  

 

(139) 「あなたの意見には賛成できない」と言ったら、彼は

腹を立てて帰ってしまった。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 53）  

 

(140) お化けの話をして、妹を怖がらせてしまいました。  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 89）  

 

(141) もちろん英語で手紙など書けるわけがなく、しかたな

く本屋で『英文手紙の書き方』という本を買ってきて、

その中の例文を丸写しして手紙を出しました。ほっと
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していたら「あなたの英語は完璧だ」という賞賛の手

紙が来てしまいました。  

（『文化中級日本語Ⅰ』：）  

 

(142) その時、私はショーケースの内側にいました。ダイヤ

の指輪の入ったショーケースのそばで、お客様がお二

人、指輪を見ていらっしゃいました。その時急に電気

が全部消えて、真っ暗になってしまったんです。それ

からガチャンガチャンという音が私のすぐ近くで聞こ

えました。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 71）  

 

(143) 私はウォークマンという名前が好きではなかった。と

ころが、この名前は人々の心をとらえてしまったのだ。 

（『文化中級日本語Ⅰ』： 125）  

 

(144) さっきまで笑っていたかと思ったら、急に泣き出して

しまった。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 142）  

〈既定〉の用例：  

(145) クレジットカードを申し込んだら断られた、という人

も出はじめている。ブラックリストに載っていたので
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ある。ところが、それはまちがった情報だった。どこ

で、どんな理由でブラックリストに入ったのかわから

ない。本人の知らないうちに入ってしまっていること

もある。  

（『進学する人のための日本語中級』： 35－ 36）  

 

(146) 秋葉原はついこの間まで家電の街だったが、今ではパ

ソコンの街と言ったほうが適当だ。テレビ、冷蔵庫、

電気洗濯機といった電化製品は、もうとっくに全国

津々浦々の家庭に行き渡ってしまった。  

（『進学する人のための日本語中級』： 93）  

 

(147) 台所仕事だけでなく、洗濯、掃除など、昔の主婦は家

庭内でのさまざまな作業に一日中かかりきっていたが、

これも機械化により片手間にできるようになった。ま

た、女性たちが夜なべ仕事で長い時間をかけたつくろ

い物の仕事も、衣類が豊富で丈夫になったために、ほ

とんど必要がなくなってしまった。  

（『進学する人のための日本語中級』： 146）  

 

(148) 電気製品の便利さに慣れてしまっている人は、電気が

ないと何もできない。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 125）  

 

(149) ここはもともとは公園だったが、今は道路になってし
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まった。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 134）  

 

(150) この村も都市化が進んで、昔とはすっかり変わってし

まった。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 134）  

 

(151) ふるさとからの便りでは、あの単線は一昨年廃線にな

ってしまったそうです。汽車が来なくなった線路には

雑草が生い茂り、小さな駅舎だけがひっそりと建って

いるそうです。  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 150 

 

(152) しかし、父がどうして赤やピンクを「女の色」だと思

っていたのかは、とうとう聞かずじまいになってしま

った。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 44）  

 

(153) 二十年以上も前に書かれた記事は、団らんのシンボル

として大きなテーブルを紹介するばかりではなく、食

卓やこたつをなくした家庭内から、それと一緒に消え

てしまった大切なものを取り返す必要があるとも伝え

ていたようである。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』 99）  
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(154) 社会が豊かになるのに応じて、今はもう「間引き」と

いう言葉など死語になってしまったようです。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 129）  

 

(155) 「おかげさまで、あちらこちらでいろいろな整備が進

みましてね」という説明の通り、駅前の一角は昔の面

影をなくしてしまっていた。  

（『テーマ別上級で学ぶ日本語』： 58）（既定）  

 

(156) 十数年ぶりのこととて、全く昔のままとは考えていな

かったが、私のふるさとは、すっかり昔の顔をなくし

てしまっていた。  

（『テーマ別上級で学ぶ日本語』： 59）  

 

(157) コンピュータは、ほんの半世紀ほどの間に、ハードウ

エア、ソフトウエアともに驚くべき速さで開発が進み、

我々の生活は一変してしまったと言ってもいい。  

（『テーマ別上級で学ぶ日本語』： 66）  

 

(158) 物の報酬は、初めは非常にやる気を刺激してくれるが、

それが続くと効果がだんだん弱まる。その刺激に慣れ

てしまうからだ。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 86）  
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(159) 山田さんならもう帰っちゃったよ。  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 106）  

 

(160) 一年前はあれほど売れたのに、ブームが去ってしまう

と、値下げされてもだれも買いはしない。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 235）  

〈一掃〉の用例：  

(161) 都会の空気はあまりにも薄く、家族との会話にかわる

ものはなかった。そこで、かわりを探すのではなく、

自分から空気を生み出してしまおうとしたのが、あの

葉書だったのではないかと思う。  

（『進学する人のための日本語中級』： 21）  

 

(162) 湯を沸かそうとしても、火種を掘り出してから消し炭

に火を移し、炭火を熾すまでの作業の経験がない日本

人の方が多くなっている。もちろん、火打ち石で火を

切って、薪を燃やすなり炭火を熾せる人などほとんど

いない。現代人なら途中で面倒になって、水を飲んで

すませてしまいそうだ。  

（『進学する人のための日本語中級』： 147）  
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(163) I：それでは、まず、日本にいらした理由から伺っても

よろしいですか。  

B：はい、日本に来た理由は簡単に言ってしまえば転勤

なんです。  

I：転勤……？  

B：ええ、もともとはベネズエラにある会社で働いてい

たんですが、その日本支社で働くように言われて…

…。  

I：じゃあ、ご自分の意志でいらっしゃったんじゃない

んですか。  

B：ええ、そうなんです。私が希望して来たわけじゃな

いんですよ。  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 35）  

 

(164) 五十嵐さんは日曜大工が趣味で、小さい棚からたんす

に至るまで、何でも自分で作ってしまう。  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 179）  

 

(165) Ａ：彼のことが気になって、勉強が手につかないの。  

Ｂ：それほど彼のことが好きなら、好きだって言っち

ゃえば？  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 234）（一掃）  

 

(166) 脳死とは、脳波が止まり、人工呼吸によって心臓だけ

が動いている状態を呼ぶ。患者に意識はなく、身体中
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に器具を取り付けられ、ただベッドに横たわっている

だけである。話しかけても返事はもちろん、全く反応

しない。笑うことも泣くことも、食べることも飲むこ

ともしない。「これでは生きているとは言えない。器具

を外してしまうべきだ」と、第三者なら言い切れるの

だろうが、身内の立場からするとそう簡単に割り切る

ことはできない。「もしかして」という思いで、なかな

か死を認めるわけにはいかない。  

（『テーマ別中級から学ぶ日本語』： 134－135）  

 

(167) とりあえず燃やしてしまえば、あるいは埋めてしまえ

ば安心する。それっきり忘れられたら良かったのかも

しれないが…。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 60）  

 

(168) 石川：北村先生の心理学、結局取らなかったの？  

佐藤：ええ。迷ったんだけど、結局野口先生の経済学

を入れちゃったのよね。  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 198）  
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複数の意味の解釈が可能である用例：  

(169) 先週買ったパンが石のように硬くなってしまった。〈反

期待〉、〈既定〉  

 

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 15）  

 

(170) 冷たい牛乳を飲んだら、お腹が痛くなってしまった。

〈予想外〉、〈反期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 16）  

 

(171) 電話に出ようとしたら、切れてしまった。〈予想外〉、〈反

期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 60）  

 

(172) バーゲンセールであの服を買おうとしたら、ほかの人

が持って行ってしまった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』、 60）  

 

(173) 買ったばかりの自転車が壊れてしまいました。〈予想

外〉、〈反期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 85）  
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(174) あのきれいな鳥、どうしたんですか。  

…出かけているあいだに、逃げてしまったんです。〈予

想外〉、〈反期待〉、〈既定〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 101）  

 

(175) 僧都が昼寝をしているとき、弟子たちが僧都の力を試

してみようといたずらをしました。僧都の足の指と指

の間に、胡桃を八つはさんでおいたのです。僧都が目

を覚めして一つ大きく伸びをすると、胡桃は一度肉だ

け散ってしまったそうです。〈量的完了〉、〈予想外〉  

（『進学する人のための日本語中級』： 1）  

 

(176) こんな時に箱を開けたら、なんとかなるかもしれない

と思って、おとひめ様に言われたことも忘れて、その

ふたを開けました。すると、中から白い煙がすうっと

立ち上がりました。それが顔にかかったかと思うと、

浦島は髪もひげも一度に真っ白になって、しわだらけ

のおじいさんになってしまいました。〈予想外〉、〈既定〉 

（『進学する人のための日本語中級』： 29）  

 

(177) すごく疲れていたので、ゆうべはおふろに入らずに寝

てしまった。〈無意志）、〈一掃〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 16）  
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(178) 時間がなかったのでタクシーの乗ったら、かえって時

間がかかってしまった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 38）  

 

(179) …ええ、今警察の方が来ていて、調べています。…は

い…ええ、…急に電気が全部消えて、…ええ…その間

にショーケースのダイヤがなくなってしまったんです。

〈予想外〉、〈反期待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 66）  

 

(180) 田中さんと映画を見に行ったが、田中さんはグーグー

いびきをかいて寝てしまった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 76）  

 

(181) 婚約をしていた娘が突然結婚をやめて、外国へ行って

しまった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 82）  

 

(182) 家から帰ったらすぐ復習しようと思っているのだが、

ついテレビを見てしまう。〈無意志〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 111）  

 

(183) 買い物しているあいだに、店の前に止めた自転車を盗

まれてしまった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 112）  
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(184) ダイエットを始めたのだが、おいしそうなものを見る

とつい食べてしまう。〈無意志〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 113）  

 

(185) 私が旅行中に、若い社員たちが商品の名前を決めてし

まった。〈予想外〉、〈反期待〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 125）  

 

(186) 私の会社は自由で働きやすい会社だった。いい仕事を

すれば、年令や性別に関係なく給料が上がり、働く時

間も自分で決めることができた。ところが先月、新し

い社長が来てから様子が変わってしまった。〈予想外〉、

〈反期待〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』： 127）  

 

(187) オリンピックに出るはずだったんですが、けがをして、

出られなくなってしまいました。〈予想外〉、〈反期待〉、

〈既定〉  

（『みんなの日本語中級Ⅰ』； 129）  

 

(188) 妹は読書が大変好きで、たった 2 日間でこの厚い本を

全部読んでしまった。〈量的完了〉、〈予想外〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 157）  
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(189) 自然にあいさつを返してくれたのは、年配の人だけだ

った。二十年の間に、日本ではこんなことが当たり前

になってしまったのだろうか。〈反期待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅰ』： 186）  

 

(190) 三代将軍徳川家光によって鎖国が完成してからは、日

本人とヨーロッパ文化との接触はごく限られたものと

なってしまった。〈反期待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 137）  

 

(191) 徹夜で並んで、やっと手に入れたコンサートチケット

をなくしてしまった。〈反期待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 141）  

 

(192) しかしその陰で、私達の健康を支えるはずの「食」が

実は非常に危ういものになってしまっていることに、

一体どれぐらいの人が気づいているだろうか。〈反期

待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 191）  

 

(193) 私たち人類が生まれた日、地球は澄み切った空を持ち、

青々とした緑に覆われていました。それから約 400 万

年、現在の地球の空や緑は、その頃の輝きを失いつつ

あります。一体何が原因で、このようなことになって

しまったのでしょう。〈反期待〉、〈既定〉  
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（『文化中級日本語Ⅱ』： 204）  

 

(194) 古い本を処分していた時、間違えて図書館の本まで一

緒に捨ててしまった。〈無意志〉、〈反期待〉、〈既定〉  

（『文化中級日本語Ⅱ』： 235）  

 

(195) 昔はここに川が流れていましたが、今では全部道路に

なってしまいました。〈量的完了〉、〈反期待〉、〈既定〉 

（『ニューアプローチ中級日本語』： 21）  

 

(196) グラスがテーブルから落ちて、割れてしまった。〈反期

待〉、〈既定〉  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 88）  

 

(197) 説明してもらったら、かえって分からなくなてしまっ

た。〈予想外〉、〈反期待〉、〈既定〉  

（『ニューアプローチ中級日本語』： 115）  

 

(198) 長年にわたる戦争のため、あの美しかった街はすっか

り変わってしまった。〈反期待〉、〈既定〉、〈予想外〉  

（『ニューアプローチ中上級日本語』： 141）  
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