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1. はじめに 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位には「有標の項」と「無標の項」がある。機能的

共通部分を共有する複数の言語単位のうち、機能的な非共通部分を備えたものを有標の項と呼

ぶ。一方、機能的な非共通部分を備えていないものは無標の項と呼ばれる。機能的共通部分を

共有する複数の言語単位について本質的に理解し説明するためには、それぞれの言語単位が有

標の項であるのか無標の項であるのかという論点を避けて通ることは不可能である。 

 単純過去記号素が有標の過去時制記号素であるのにたいして、半過去記号素は無標の過去時

制記号素である。単純過去記号素は、事態の完了を明示する過去時制記号素である。半過去記

号素は事態を過去時間に位置づけることに特化した、いわば純粋な過去時制記号素である。 

 過去時制記号素の選択において半過去記号素が選ばれる仕組みは、それが無標の過去時制記

号素であるという事実に立脚する。半過去記号素は、未完了の事態を表現するために選ばれる

ことがある。単純過去記号素では未完了の事態を表現できないからである。半過去記号素はま

た、事態を単に過去時間に位置づけるために選ばれることもある。事態が完了しているのか未

完了であるのかは、半過去記号素にとっては非本質的な単なる解釈にすぎない。いずれの事例

においても、半過去記号素の使用は、それが無標の過去時制記号素であることに由来する。 
 

2. 有標の項と無標の項の弁別 

2.1. 機能的共通部分を共有する言語単位の弁別 

 複数の言語単位が、機能的な共通部分を共有することがある。たとえば、日本語の「携帯電

話」と「固定電話」の間には「電話」という表意機能的共通部分がある。フランス語の homme

と femme には、表意機能の側面において「人間」という共通部分がある。 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位には、それらの言語単位のすべてがそれぞれ、機

能的な非共通部分を備えている事例が考えられる。このような言語単位の間にある弁別を「X 

+α vs X +β」型弁別と呼ぼう。X は機能的共通部分を、そして α、β は機能的な非共通部分を記

号化したものとする。たとえば「携帯電話」と「固定電話」の弁別は「X +α vs X +β」型と言

ってよい。この事例における X は「電話」そして α、β は「携帯」および「固定」である。 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位には、そのうちのひとつの言語単位に機能的な非
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共通部分が備わっていないことがある。つまり機能的共通部分のみの言語単位である。このよ

うな言語単位の間にある弁別を「X vs X +α」型弁別と呼ぼう。たとえば homme と femme の弁

別は「X vs X +α」型である。この事例における X は「人間」そして α は「女性」である。 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位の間にある弁別には、以上の２タイプしかない。

複数の言語単位が機能的共通部分を共有するかぎり、それらの弁別は「X +α vs X +β」型であ

るか「X vs X +α」型であるか、そのどちらか一方である。機能的共通部分を共有する複数の言

語単位の間の弁別について本質的に理解するためには、その弁別が「X +α vs X +β」型である

のか「X vs X +α」型であるのかという論点を避けて通ることはできない。 

2.2. 有標の項と無標の項 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位のなかで、機能的な非共通部分を備えたものを

「有標の項」と呼ぶ。「有標」という用語は、標識の存在を意味する。「標識」という概念は「共

通部分以外の部分」つまり非共通部分に対応する。したがって「X +α vs X +β」型弁別は「有

標の項 vs 有標の項」型弁別と言い換えてもかまわない (2.1.を参照)。 

 機能的共通部分を共有する複数の言語単位のなかで、機能的な非共通部分を備えていないも

のを「無標の項」と呼ぶ。つまり無標の項は、機能的共通部分しかもたない言語単位である。

「無標」という用語は、標識の不在を意味する。したがって「X vs X +α」型の弁別は「無標の

項 vs 有標の項」型弁別と言い換えてもかまわない (2.1.を参照)。 

2.3.「無標の項 vs 有標の項」型弁別の利点 

 無標の項の使用にかかるコストは、有標の項の場合よりも小さいと考えられる。有標の項を

用いるさいには、機能的共通部分と非共通部分の両方を操作する必要がある (2.2.を参照)。一

方、無標の項の使用に機能的な非共通部分の操作は必要ない。「携帯電話」の使用には「携帯」

か「固定」かの弁別が必要である。一方「電話」の使用に、そのような弁別は必要ない。 

 無標の項が適用される領域は、有標の項が適用される領域よりも広い可能性がある。有標の

項が適用される領域は、機能的な共通部分と非共通部分の両方を備えている必要がある。無標

の項が適用される領域は、機能的共通部分を備えているだけでよい。たとえば femme は「女性

の人間」にしか適用されない。一方 homme は「人間全体」に適用可能である (2.1.を参照)。  

 無標の項は、有標の項とは異なり、複数の言語単位が共有する機能的共通部分のみを表現す

ることができる。複数の言語単位の間に機能的共通部分が存在するのであれば、その機能的共

通部分を表現する項が存在しても不思議ではない。「携帯電話」や「固定電話」を表現できな

がら単なる「電話」を表現できないような言語を想像してみよう。「X +α」や「X +β」を表現

する項があるかぎり、単なる「X」を表現する項が存在することも期待されてよい。 

 以上より「無標の項 vs 有標の項」型弁別には「有標の項 vs 有標の項」型弁別にはない利

点があると考えてよい。前者には、無標の項が関与するからである。後者つまり「X +α vs X +β」

型弁別にあっては、機能的な非共通部分が α であるのか β であるのかを常に弁別する必要があ

る。この弁別には「α が有るのか無いのかの弁別」と「β が有るのか無いのかの弁別」の両方

が必要である。一方、前者つまり「X vs X +α」型弁別においては、特定の機能的非共通部分で

あるαの有無を弁別するだけでよい。特定の機能的非共通部分をもたないようなXについては、

それが「X」であっても「X +β」であっても、ひとしく「X」として扱うことができる。 
 

3. 有標の過去時制記号素と無標の過去時制記号素 

3.1. 単純過去記号素と半過去記号素の存在 

 単純過去形には単純過去記号素が含まれる。たとえば (il) fut と (il) est の語形が異なるのは、
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これらに含まれている表意単位が異なるからにほかならない。前者にあって後者にない表意単

位を、単純過去記号素と呼ぶ。それが単純過去形を特徴づける最小の表意単位だからである。 

 半過去形には、半過去記号素が含まれる。たとえば (il) était と (il) est の語形が異なるのは、

これらに含まれている表意単位が異なるからにほかならない。前者にあって後者にない表意単

位を、半過去記号素と呼ぶ。それが半過去形を特徴づける最小の表意単位だからである。 

3.2. 単純過去記号素 : 事態の完了を明示する過去時制記号素 

 単純過去記号素は過去時制記号素である。単純過去記号素を用いて表現した事態は、現在時

間や未来時間の事態ではありえない。単純過去記号素は事態を常に過去時間に位置づける。 

 単純過去記号素は、過去時制記号素であるだけでなく、事態の完了を明示する記号素でもあ

る。実際、単純過去記号素を用いて表現した事態を未完了の事態として解釈することは不可能

である。単純過去記号素は、何らかの観点において、事態の完了と常に結びついている。 

3.3. 半過去記号素 : 純粋な、単なる過去時制記号素 

 半過去記号素は、事態を過去時間に位置づけることに特化した、純粋な過去時制記号素であ

る。半過去記号素は、事態を過去時間に位置づけることしかできない。たとえば (1) の il est ...

は「現在の時刻」を表し、(2) の il était ...は「過去の時刻」を表現する。(1) と (2) の表意機能

的相違は、事態の時間的な位置づけが「現在」にあるか「過去」にあるかだけである。半過去

記号素の存在理由は事態を過去時間に位置づけることであって、それ以上でも以下でもない。 

(1)  Il est dix heures, [...]. (F. Sagan, Aimez-vous Brahms...) 

(2)  Il était dix heures. (P. Siniac, Femmes blafardes) 

(3)  Ah, vous ! Je vous cherchais précisément. (B. Aubert, Rapports brefs et étranges avec l’ombre 

d’un ange) 

(4)  Vandoosler passa. Il cherchait Marc qui n’était plus à son poste. (F. Vargas, Debout les morts) 

したがって半過去記号素には、事態が完了しているのか未完了であるのかの弁別はない。

半過去記号素を用いて表現された事態は、(3) の je vous cherchais ...のように完了している (も

う捜してはいない) と解釈されることもあれば、(4) の il cherchait ...のように完了していない 

(捜している最中である) と解釈されることもある。事態が完了しているのか未完了であるのか

は、半過去記号素にとっては非本質的な単なる解釈にすぎない (4.2.1.と 4.2.2.を参照)。 

3.4. 有標の過去時制記号素と無標の過去時制記号素 

 単純過去記号素と半過去記号素には、過去時制記号素であるという機能的共通部分がある。

単純過去記号素は、事態の完了を明示する過去時制記号素である (3.2.を参照)。半過去記号素

は、事態を過去時間に位置づけることに特化した過去時制記号素である (3.3.を参照)。 

 単純過去記号素が有標の過去時制記号素であるのにたいして、半過去記号素は無標の過去時

制記号素である。単純過去記号素には「事態の完了を明示する」という、半過去記号素には備

わっていない機能的な非共通部分がある (2.2.を参照)。他方、半過去記号素には機能的な非共

通部分は備わっていない (2.2.を参照)。半過去記号素は純粋な過去時制記号素だからである。 
 

4. 無標の過去時制記号素 : 半過去記号素 

4.1. 無標の過去時制記号素の利点 

 半過去記号素の使用にかかる心理的コストは、単純過去記号素の場合よりも小さいと考えら

れる。単純過去記号素が有標の項であるのにたいして、半過去記号素は無標の項だからである 

(2.3.と 3.4.を参照)。単純過去記号素の使用には、表現する事態が完了していることが前提とな

る (3.2.を参照)。つまり、事態の完了と未完了を常に弁別する必要がある。一方、半過去記号
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素の使用では、事態の完了と未完了を弁別する必要は必ずしもない (3.3.を参照)。 

 半過去記号素が適用される概念領域は、単純過去記号素が適用される概念領域よりも広い。

半過去記号素が無標の項だからである (2.3.と 3.4.を参照)。単純過去記号素は、完了した事態

にしか対応することができない (3.2.を参照)。半過去記号素には、そのような制約はない。半

過去記号素は、完了した事態にも未完了の事態にも解釈上は対応が可能である (3.3.を参照)。 

 半過去記号素は、単純過去記号素とは異なり、事態を単に過去時間に位置づけるだけですま

すことのできる過去時制記号素である。単純過去記号素を使用すれば、事態の過去性を標示す

るだけでなく、事態の完了も明示することになる (3.2.を参照)。これにたいして、伝達の必要

性から、事態の過去性のみを標示する表意単位が存在しても不思議ではない (2.3.を参照)。 

4.2. 過去時制記号素の選択において半過去記号素が選ばれる仕組み 

4.2.1. 未完了の事態の提示 

 単純過去記号素は、事態の完了を明示する過去時制記号素である。つまり有標の過去時制記

号素である (3.4.を参照)。単純過去記号素は未完了の事態に対応ができない (3.2.を参照)。 

(5)  La rame était bondée. La plupart des voyageurs revenaient de leur travail, d’autres sortaient 

dîner ou allaient au spectacle, d’autres encore effectuaient leurs emplettes de Noël. (G. Musso, 

L’appel de l’ange) 

(6)  Brendan montra du doigt l’ambulance qui disparaissait au coin de la rue. (T. Breton & D. 

Beneich, Softwar) 

(7)  Elle dormait déjà quand il revenait. (A. Nothomb, Robert des noms propres) 

 よって未完了の事態に対応できる過去時制記号素は、半過去記号素しかない。半過去記号素

が適用される概念領域は単純過去記号素が適用される概念領域よりも範囲が広く、未完了の事

態を表現することの妨げにならない (4.1.を参照)。それが無標の過去時制記号素だからである 

(3.4.を参照)。たとえば (5) の revenaient、sortaient、allaient､effectuaient や (6) の disparaissait

はいずれも、未完了の事態を表現したものである。事態が完了しているのか未完了であるのか

は、半過去記号素にとっては単なる解釈の問題にすぎない。実際 (5) の revenaient や (7) の

revenait のように、半過去記号素は完了した事態にも未完了の事態にも対応が可能である。 

4.2.2. 完了した事態か未完了の事態かという弁別の非問題化 

 単純過去記号素の使用においては、事態の完了と未完了を常に弁別する必要がある。有標の

過去時制記号素である単純過去記号素には「完了の明示」という機能的な非共通部分が含まれ

るからである (3.2.を参照)。単純過去記号素は、未完了の事態に対応することができない。 

(8)  J’ai fait un stage à France Inter. J’apportais les cafés, je préparais les dossiers. (Elle, 30 mai 

2005) 

(9)  Il y a quarante ans, le 27 août 1965, le Corbusier mourait. (Elle, 19 septembre 2005) 

(10)  Quelques heures plus tard, nous arrivions à Bordeaux. (M. Levy, Les enfants de la liberté) 

(11)  — Monsieur désire ? — Je venais pour l’annonce et ... (P. Siniac, Femmes blafardes) 

(12)  Autrefois tu avais trop d’amis et maintenant tu n’en as plus. (F. Beigbeder, 99 francs (14,99 

euros)) 

(13)  Il y a quelques mois, Monica Bellucci donnait naissance à la petite Deva. Aujourd’hui, 

toujours aussi belle et voluptueuse, la jeune maman raconte à Catherine Roig sa découverte 

d'une nouvelle vie et d’une nouvelle féminité. (Elle, 7 mars 2005) 

(14)  Le dimanche, elle faisait la cuisine. (K. Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles) 
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 したがって事態を単に過去時間に位置づけるだけですむ過去時制記号素は、半過去記号素し

かない。半過去記号素の使用にかかる心理的コストは、単純過去記号素の場合よりも小さいと

考えられる。事態の完了と未完了を弁別する必要が、必ずしもないからである (4.1.を参照)。

たとえば (8) から (11) にみられる半過去記号素は、事態を単に過去時間に位置づけているだ

けである。これらの事態が完了しているのか未完了であるのかの解釈は、半過去記号素の存在

にではなく、文脈や状況に委ねられている。(12) や (13) では、過去時間に属する事態と現在

時間に属する事態を対比するために半過去記号素が用いられている。つまり (12) や (13) の動

詞形の選択では、事態の時間的な位置づけしか問題になっていない。(14) における半過去記号

素の存在は、le dimanche, elle fait la cuisine という事態に過去性を与えているだけである。 
 

5. おわりに 

 単純過去記号素が有標の過去時制記号素であるのにたいして、半過去記号素は無標の過去時

制記号素である。単純過去記号素は、事態の完了を明示する過去時制記号素である。半過去記

号素は、事態を過去時間に位置づけることに特化した、いわば純粋な過去時制記号素である。

単純過去記号素と半過去記号素の本質的な理解にとって、これらが有標の項であるのか無標の

項であるのかという分析は、避けて通ることのできない出発点である。 

 過去時制記号素の選択において半過去記号素が選ばれるのは、それが無標の過去時制記号素

であるからにほかならない。半過去記号素はいわば、単純過去記号素が使用できないか、使用

する必要がないような場合に選ばれる過去時制記号素だと考えられる。事態の完了を明示でき

ない、あるいは明示する必要のない過去時制記号素であると言い換えてもよい。 

 半過去記号素の存在には、単純過去記号素にはない利点がある。半過去記号素の使用にかか

る心理的コストは、単純過去記号素の場合よりも小さいと考えられる。半過去記号素が適用さ

れる概念領域は、単純過去記号素が適用される概念領域よりも範囲が広い。半過去記号素は、

単純過去記号素とは異なり、事態を単に過去時間に位置づけるだけですますことができる。 
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