
 

 

 
ドイツ語の完了助動詞にはなぜ haben, sein があるのか？ 

―ドイツ語教育における文法の再考の試み― 
     
 
 

吉田 光演  
 

 

 

００００. 目的目的目的目的 1) 
ドイツ語教育のあり方と目標については様々の意見があるが，それをどう捉えるにせよ，

初修外国語としてドイツ語を学生に教えるという観点では，文法の指導は（運用能力と同

様に）重要な要素である。その中でもいわゆる枠構造は，ドイツ語の文を形作る特徴であ

り，必須学習項目の一つである。この枠構造をなす構文として現在完了がある。さらに，

日常会話では過ぎ去った過去の出来事を表すときに，過去形よりも現在完了形が多用され

る傾向がある。この事実に照らしても，完了の学習は避けて通ることはできない。ところ

がやっかいなことに，ドイツ語の完了では haben と seinの２つの助動詞の区別がある。 

 

(1) a. Außenminister Fischer hat sich sehr besorgt über die Deutschen geäußert, die nach der 

Flutkatastrophe in Asien noch als vermisst gelten. (German News, Di. 28.12.2004. 18:00) 

b. Nach dem Erdbeben in Südostasien sind am Sonntag Teams des Technischen Hilfswerks 

(THW) in das Krisengebiet geflogen.           (German News, Mo. 27.12.2004. 18:00) 

 

このような使い分けを学習者が学ばねばならないとすれば，曖昧で複雑な規則よりも，理

屈の通った簡潔な規則の方が良いのは当然である。本稿では完了助動詞 haben と seinを取

り上げ，これらが助動詞(Hilfsverb)として本動詞 (Hauptverb)の陰に隠れるのではなく，枠

構造の担い手として積極的な意味論的役割を演じていることを主張する。これはまた，現

在完了を時制形式として見る見方に対し，アスペクトの観点から現在完了を助動詞と過去

分詞の共演であるという合成的な見方を対置することでもある。第２に，助動詞の選択可

能性が豊かな言語的認知に基づいていること，第３に，日本語を母語とする者にも十分追

体験できること（日本語でも同様の区別があったこと）― を論じる。これらを明らかにす

ることで，ドイツ語教育における文法教育の改善に資することが本稿の目的である。 

 

１１１１. 時制としての現在完了形時制としての現在完了形時制としての現在完了形時制としての現在完了形 



 

 

まず，英語の時制との比較でドイツ語の過去形と現在完了を対比する。類型論的には，

英語もドイツ語も分析的言語 (analytischer Sprachtyp)であり，時制形式には，単純時制

(einfache Tempora)と複合時制(periphrastische Tempora)がある（未来時制は除く）。 

 

 (2) 時制形式時制形式時制形式時制形式 

単純時制 現在(Präsens) 過去(Präteritum) 

複合時制 現在完了(Perfekt) 過去完了(Plusquamperfekt) 

 

(2)の時制形式の点では，英語とドイツ語は同じである。つまり，単純時制と複合時制が対

立し，他方では単純時制形式で現在と過去が対立している。しかし，両言語は時制の解釈

の仕方では異なっている。安井稔『英文法総覧』(1983)によれば，次の(3a)(3b)のように，

英語では過去と現在完了とで過去の出来事の記述における制限が異なる。 

 

(3) a.  Einstein lived in Princeton.     Einsteinはプリンストンに住んでいた 

b. *Einstein has lived in Princeton.  Einsteinはプリンストンに住んでいたことがある 

 

過去形の(3a)は良いが，現在完了の(3b)は誤りである。現在完了は過去に生じた事柄を現在

に結びつけるのであり（安井 1983: 285），現在完了の主語は発話時点（現在時）で現存す

るものでなければならない。そうでないと出来事に関与する主語は現在と関係づけられな

い。(3b)の Einsteinは既に故人で，現在との結びつきをもてない。現在完了と過去の相違は

Reichenbach (1947)の時制論理を用いて，発話時(S: Sprechzeit)，事象時(E: Ereigniszeit)，参

照時（R: Referenzzeit）によって表せる。 参照時 Rは，gestern, jetztのような時の副詞など

によって表されるもので，時制との関係で文を解釈する際に必要な枠組を形成する。 

 

 (4) 現在       ____________ S, R, E _____ （発話時 S＝参照時 R＝事象時 E） 

過去       ____E,R_____   S __________ （事象時 E＝参照時 R＜発話時 S） 

現在完了   ____E_______    S, R _______ （事象時 E＜発話時 S＝参照時 R） 

               過去             現在   未来  

 

過去時制の場合は事象時点 Eも参照時点 Rも過去にある。(3a)で参照時 Rに関係するのは

主語 Einsteinで，彼が存在した時点は過去である。つまり，(4)の過去時制の解釈 E,R<Sと

一致する。現在完了の場合，出来事 Eは過去に起きるが，参照時 Rはあくまで発話時，即

ち，現在時 Sと繋がりのあるものでなければならない。しかし，(3b)では(3a)と同じ事情で

参照時 Rは過去にあり，現在時 Sと関係づけることができない。„John has just left“が正し

く，„*John has left yesterday“が許されないのは，この理由による。完了に関するこのよう



 

 

な制限はドイツ語の現在完了には当てはまらない。たとえば(5a)も(5b)も正しい。 

 

 (5) a. Einstein wohnte in Princeton.   b. Einstein hat in Princeton gewohnt.  

 

(5b)の現在完了では，Einsteinが生きているという含意はない。即ち，ドイツ語の現在完了

は完了以外に単純過去の意味（(4)の E, R<S 解釈）も表す。別の解釈をすれば，ドイツ語

でも現在完了の本来の意味は，(4)の英語の場合と同様である。しかし，英語では参照時の

解釈が現実主義的で，実在物（現在の状況に実在するもの）に限定されている。それに対

してドイツ語ではこの制約が緩く，心理主義的である（複数の可能世界にまたがる）。即ち，

話し手の視点から，現在でも Einstein が認知的に重要な存在であるなら，参照時を現在の

仮想的実体に関係づけることによって，（たとえば読者の心的世界にいる架空の Einsteinを

喚起），(5b)の完了解釈が可能になる（E<R,S）。この問題はここでは扱わないが，日常会話

で現在完了が多用される傾向は，後者の見方も有力だということを示唆している。 

 

２.  ドイツ語の現在完了の標準的説明 
英語では過去の出来事記述における時制解釈の違いとして，単純時制の過去形と複合的

な現在完了形が対立する。つまり，時間軸に基づく事象の意味解釈が重要である。ドイツ

語では単純時制と複合時制の対立は，過去の出来事描写では，二つが重なることによって

中和している。この点ではドイツ語の現在完了はむしろ使いやすい（制約が緩いという意

味）。出来事が過去の時点に生じた場合，常に現在完了で表せるからだ。ただし，動詞が

sein, haben, 助動詞 (können, wollen, müssen)など，実質的な意味が希薄なものである時は，

日常会話でも過去形 (war, hatte, konnte, wollte, musste)を用いることが標準的である（バイ

エルンなど南ドイツの方言ではこうした場合でも完了形を用いるのが通例だが）。 

しかし，完了助動詞 haben/ seinの選択の問題では様相が一変して，複雑になる。現在完

了の文法事項として標準的に提示されるのは，次のような文法事項であろう。 

 

(6) 現在完了は，完了・完結した出来事以外に，単純な過去の出来事を表す。 

① 助動詞 habenか seinの定形を左の枠に，過去分詞を文末に置いて枠構造を作る。 

② 助動詞 seinを支配する動詞は，数が少ない（故にこのタイプを覚える）。 

・sein支配の動詞は自動詞の一部だけである： 

(a) 移動     (gehen, fahren, kommen, fliegen, steigen …) 

(b) 状態変化 (aufstehen, einschlafen, waschsen, sterben, werden ...) 2) 

(c) その他   (sein, bleiben, begegnen …) 

③過去分詞は ge__t, ge__en （他に混合変化），ge-がない場合もある (__ieren形など)。 

 



 

 

我々ドイツ語教師は， (6)のような規則を学生に提示し，例文を読ませて現在完了を教え

てきた。しかし多くの学習者はこうした規則の羅列に遭遇すると，混乱し，憂鬱になって

しまうだろう。「英語と違って，なぜこんな面倒な区別があるのだろう」と途方に暮れる。

最初は助動詞の区別をうるさく指摘せず，過去分詞も規則変化に限定して，段階的に慣ら

していく教授方法は技術的には確かに効果的である(haben と規則変化 ge__t の組み合わ

せに限定する)。しかし，遅かれ早かれ，(6)の②の３つの種類を導入する段階で，混同や間

違いが頻発する。「助動詞など，別に間違っても決定的ではない」と，心理的負荷を軽くす

る方法もあるが，それでも学習者には「ドイツ語は難解だ」という印象が残ってしまう。

これを解消し，さらには規則を簡潔に説明する方法はないのだろうか？ 

 

３. 完了助動詞 haben /seinの選択 
ここでは「なぜ特定の規則があるのか」という観点から文法を認知的に説明する方法を

取る。言い換えれば，日本語も含めてどの言語にも備わっている言語情報のコード化とい

う視点から現在完了を捉える。haben, seinという２つの助動詞は完了形を構成する点では

同じだが，それぞれ独自の意味を担っている（だから２つの語彙項目の使い分けがある）。

また，過去分詞にも独自の意味がある。完了時制に仕える影の裏方である助動詞という見

方を変えて，２つの助動詞 habenと seinの意味が一方で，動詞の過去分詞の意味とが他方

で，共演しているものがドイツ語の現在完了であると捉える。大袈裟だが，これを「合成

的アプローチ」と呼んで，完了の果たす役割を浮き彫りにしたい 3)。これを通じて，個々

の動詞の意味から２つの助動詞の選択の仕方を予測できるようにするのが狙いである。 

 

３.１. sein完了形 
最初に，seinと過去分詞の役割を考えてみよう。 

 

(7) sein:  seinは繋辞(Kopula)として主語と(名詞・形容詞的)述語を繋ぐ。主語＝述語。 

(8) ge-の付く過去分詞の本来の意味は完結状態（境界; telisch, terminativ）である。 

(9) Ich bin Student./ Sie ist jung.  ( 主語―繋辞―述語(名詞・形容詞) ) 

(10) (Christus) ist fona himile nidharquheman endi uphstigan. (Isidor 201f.) 

   ='Christus ist ein vom Himmel Herab- und (wieder) Aufgegangener' (Eroms 2000: 152) 

(11) Ich bin nach Hause gegangen. (≒ 'Ich bin ein Nach-Hause-Gegangener.')  

（本来の意味：「私＝家に帰ってしまった状態の者である。移動（完結的）」） 

(12) Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. (≒ 'Ich bin ein um 6 Uhr Aufgestandener.') 

（本来の意味：「私＝6時に起床してそのままの状態だ。状態変化（完結的）」） 

 

Eroms (2000)が指摘するように，sein完了は haben完了よりも歴史的に古く，過去分詞は(9)



 

 

の叙述(predication)と同じく叙述的意味で使われていた。動詞 seinは，A=Bのように主語と

述語名詞（述語形容詞）を繋ぐコピュラ（Kopula; 繋辞）として機能する。意味論的には，

jung のような形容詞も Student のような普通名詞も，１項述語（個体の集合）であるが，

元のままでは名詞的性質を留めたままである（ein junger Studentのような名詞句を作ると

いう意味で）。形容詞・名詞は繋辞 sein の補部になることによって初めて，主語（個体）

に対する叙述関係を結ぶ動詞的述語として機能する(Student sein/jung sein)。意味役割の観点

から見ると，叙述関係の主語は，動作主のような意図性のある主語ではなく，叙述の主題・

話題(Thema)である（「X は述語に当てはまる」の叙述の話題Ｘという意味）。この(9)の叙

述と同様の関係が(10)の sein 完了にも見てとれる。古高ドイツ語では主語に応じて過去分

詞が人称変化しており，そこに過去分詞の名詞的性格が現れていた(Eroms 2000: 152)。つ

まり，(10)の文は「主語＝過去分詞（述語名詞）」という叙述関係を表していた。確かに，

(11), (12)の叙述的パラフレーズは現代ドイツ語の意味としては完璧ではない。しかし，そ

れらの叙述的意味はまだ感知できる。そこに助動詞＝繋辞 sein の存在理由がある。(12)で

言えば，「私は覚醒の状態になった，その状態は 6時を区切りとして続いていて，その前は

非覚醒（睡眠）の状態だった」という状態変化に関する叙述なのである。 

文が表す命題は，時間的区切りのない状態，状態変化，活動など，様々な事象（event/ 

Ereignis）に分類できる。これらの事象を分類する概念をアスペクトまたは動作様態

（Aktionsart）と呼ぶ。アスペクトは線的な時間軸との関連で動詞が事象をどのように表す

かを意味する。アスペクトを区別する特性として，完結性（事象が完結して結果をもつ），

内部構造性（始まりや終わりがあり，同じ事象の連続・反復を示す），持続性（非瞬間的）

がある。これによって動詞のアスペクトを分類すれば，(13)のようになる。 

 

(13)          アスペクト(Aktionsart/Aspect) 
 
          [－完結]           [+完結] 
 
[+内部構造]        [－内部構造]  [－持続]            [+持続] 
活動             状態    状態変化         過程（プロセス的） 

  arbeiten           kennen        ankommen        verhungern, in die Schule gehen 
 

seinによる状態叙述と結びつく動詞は，主題を項とする 1項述語（形容詞化した過去分詞）

であり，完結的(telisch)意味を持つ。動作主を外項に取る活動型の自動詞は主題の意味役割

を持たない。また，kennenのように最初から状態を表す動詞は seinを媒介にする必要がな

い。即ち，状態変化と過程タイプの動詞のみが seinによる叙述と関わる。過去分詞につい

て見ると，接頭辞 ge-(gi-)は歴史的にも動作の完了・完結の意味を担っていた。このように

sein完了は，主語（主題）についての叙述を表し，「動詞的行為が完結した後に主語が到達



 

した状態にある」ことを表す(Eroms 2000: 152)。以上をまとめると，完了文 (10)-(12)は，

(9)の sein+叙述名詞と同じように，繋辞＋叙述の関係が成り立つ。sein完了と共起する動詞

は，①自動詞である（他動詞は繋辞による A=Bの叙述関係を結べない，②自動詞の中でも

telisch（完結・終結的）というアスペクト的意味特性をもつ動詞に限定される。 

 

(14) 叙述： 主語 S（主題）＝繋辞(sein)=  述語    完結の状態 

                  （名詞，形容詞，telischな過去分詞） 

(15) 主語は動詞的行為が完結した後の到達状態である。(cf. Eroms 2000: 152) 

(16) Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.    (schlfafen)   aufgestanden (ich) 

                                  睡眠状態 6時  覚醒状態 

 

sein完了の典型は aufstehen, einschlafen, sterbenのように完結性のある状態変化動詞であ

る。gehen, kommenのような場所移動を表す自動詞はそれ自体 telischの意味は持たない。

しかしそれらは出発点や着点と結びつくことで移動変化（広義の状態変化）を表す(abfahren, 

nach Hause kommen等)。run, walkなどの英語の移動動詞は，（着点を表す前置詞句などがな

い場合）典型的な活動動詞である。他方，移動変化を前景化するドイツ語の移動動詞は前

置詞句がなくても移動変化として認知される（laufen, rennen 等）。„Er ist gelaufen“と言えば，

「今まで静止していた彼が走っていった」という前の段階からの変化を表すと考えればよ

い。従って移動変化は状態変化と同じ範疇に入ることとなり， 繋辞 sein と結びついて完

了を表す。ただし，この説明では，(6)の②「その他」に含まれる状態動詞 sein, bleibenが

完了助動詞 seinと結びつくことは説明できない。これについては 3.3節で後述する。 

Perlmutter (1978)以来，非対格性(Unaccusativity)や能格性(Ergativity)といった概念で議論さ

れてきたように，自動詞は実際には一つのクラスではなく，二つの下位クラスに分類され

る。一つは tanzen, arbeitenのように，動作主などの外項（文主語）を取る自動詞（非能格

動詞：unergative）である。これは，(13)のアスペクト分類でいえば，活動型の自動詞に相

当する。他方は，表層の主語が実際には動詞句の中の主題・目的語と同じような内項とし

ての役割を果たす自動詞（非対格動詞・能格動詞）である。 

 

(17) 他動詞 [+外項，+内項 ]    非対格動詞   [ +内項 ]  

                               非能格動詞  [ +外項 ]   

 

自動詞の中でも，活動型の非能格動詞は外項主語をもつ点で他動詞に

一致）。逆に，自動詞の中の非対格動詞は内項をもつ点で，他動詞の目

ある。非対格動詞（能格動詞）は，意味的には「自然に○○になる」

とえば他動詞の brechen (折る)に対して，自動詞の brechen (折れる)の
 

近い（[+外項]素性の

的語の関係と同じで

自発型の動詞で，た

ようなタイプを意味

「自動詞」 



 

 

する。sein 完了は，概略この非対格動詞（能格動詞）と対応するといえる。一方，haben

完了に対応する動詞は，(17)の他動詞と非能格動詞を含む（ただし，この分類の基準は研

究者によって様々の統語的・意味的な基準に依存しており，問題も多い）。 

 

３.２. haben完了形 

 次に，haben完了の形成を考える。habenを助動詞に取る典型的な動詞は，動作主を主語

に要求する他動詞クラスであり，sein の場合と平行して haben 完了の本来の（典型的）用

法は，他動詞の受動的な解釈における過去分詞の叙述用法であると考えられる。つまり，

所有動詞としての habenの意味が働いて，主語が「目的語のものを（過去分詞で修飾され

た状態で）所有する」状態を表す（ここで habenは目的語に対格を付与する）。 

 

(18) haben:  所有状態：  主語  (haben) 所有  目的語<対格> 

(19)過去分詞⇒他動詞の受動「  された状態」： 主語 (haben) 所有 [目的語＝述語] 

                                             (xによって)読まれた状態 

(20) Er hat das Buch gelesen.  Er hat [ das Buch  gelesen ] 

                                    所有 （主語＝x） 

 （＝本が誰か xに読まれた完結状態である，その本を主語=x=｢彼｣が持っている） 

(21) Er hat eine Flasche Wein leer getrunken. (=ワイン 1本飲まれた  飲み干した) 

 

(20)は，本来的には「その本が読まれてしまった状態にあることを主語である「彼」が引

き起こし，その状態を主語「彼」が所有している」という合成的な意味を表すと考えられ

る。つまり，所有 habenの意味がまだ活性化している。このように見ると，sein完了と haben

完了の区別，役割分担は明らかとなるだろう。また，この合成的見方に立つと，完了の過

去分詞と受動の過去分詞の意味を区別する必要はなくなる。haben(=スル)と結びつけば能

動的，werden(=ナル)と結びつけば受動的意味が合成されるからである（Toman 1986）。 

目的語の受動状態と所有者の意味は，他動詞では該当するが，(17)の非能格自動詞のよ

うに，主語しかない自動詞では目的語が存在しない。従って，このままでは説明できない。

しかし，そこに（esで想定できる）抽象的な所有状態を読み込めば，同様の habenタイプ

解釈が可能になる。次の(22)には目的語はないが，自動詞 arbeitenは，完結性のない活動ア

スペクトを表し，sein とは結びつかない。主語が指示する「彼」は，働いた結果の状態に

あるのではなく，抽象的状態を作り出した所有者（動作主）である。ここで，典型的な他

動詞との類似性は，意図性をもつ動作主が関わっている点に見てとることができる。 

 

(22) Er hat gearbeitet.  Er hat [ __ gearbeitet ] （働かれたある状態を彼は所有する） 

                               状態 



 

 

Ich habe es eilig/ Ich habe frei/ Die Post hat noch auf.のように，habenが意味のない目的語の es

か，あるいは目的語なしで用いられることもある。(22)のような自動詞の haben 完了はそ

のような事例と同化できる。ここで重要なのは，動作主性，意図性があるということであ

る。継続的な活動動詞でも，区切り・完結を示す前綴りがつけば，合成的に状態変化に変

わり，seinと結びつく。このような合成的な意味展開がドイツ語の特色と言ってもよい。 

 

(23) blühen  aufblühen  stehen aufstehen  schlafen  einschlafen  wachen erwachen  

reißen  abreißen (ちぎれる) brennen  anbrennen (火がつく) kleben  ankleben (くっつく) 

kochen  aufkochen (沸き立つ)  kühlen  auskühlen (すっかり冷める)  

 

３.３. 周辺的タイプの動詞の場合 
しかし，haben 型完了のすべてが動作主主語の概念によって説明できるわけではない。

(13)において sein と結びつく状態変化型の動詞以外の自動詞のすべてに動作主主語がある

わけではない。感情を表す心理動詞 lieben, hassen, gefallen，所有状態を表す gehören, haben

など，動作主を含まないものもあるが，助動詞 haben を選択する。これらは，動作主を要

求する他動詞と非能格自動詞の側から見ると周辺的な（中間）タイプである。他方，sein

完了と結びつく完結性をもつ状態変化動詞から見ても，それらは遠く離れたタイプである。

実際これら周辺タイプでは，言語間で完了助動詞選択に揺れがある。イタリア語も現在完

了に，essere (=sein), avere (=haben) という助動詞の区別があり，ドイツ語と同様の使い分

けがあるが，è esistito vs. hat existiert, ha viaggiato vs. ist gereist, ha camminato vs. ist spaziert な

ど，助動詞選択で語彙的な相違がある(Haider & Rindler-Schjerve 1987)。他の言語では，活

動・動作の様態の性質が焦点化される移動動詞は haben型に属するが，それらはドイツ語

では位置変化（状態変化）として認知され，sein 型に分類される。しかし，その他の場合

では，ドイツ語では境界性・完結性がない自動詞の場合，ほとんど所有型の haben に押し

やられる。つまり，habenが完了助動詞のデフォールト（標準設定）である。逆にいえば，

ドイツ語では sein完了の意味はまだ限定されており，明確である。 

以上の議論から，haben と結びつく動詞のプロトタイプ的意味は，「動作主性，（動作主

を弱めた経験者・所有者を含む）意図性」のある他動詞・自動詞ということになる。他方，

seinと結びつくプロトタイプの動詞意味は，「状態変化，位置変化」である。この変化には

発生・消滅型も含まれる（entstehen, geschehen, passieren, erlöschen, verschwinden）。これら

はほぼアスペクトで見た他動詞，非能格自動詞，非対格自動詞の区別に対応する。なお，

sein型で「その他」と分類される動詞に，begegnenがあるが，これは「意図的に（約束し

て）誰かと会う(=treffen)」という他動的意味ではなく，意図せずに「偶然に出会う」自発

型の非対格動詞であり，状態変化（発生）型と考えられるので問題にはならない。 

完結性のない位置状態を示す動詞 sein, bleibenが sein型であるのは一見問題となる。sein, 



 

 

bleibenには意図性も，完結性も認められないからである。これについては様々の分析が可

能だが，状態変化の werdenと同じように，sein, blieben は叙述的で，A=Bの繋辞パターン

と合致する，つまり，繋辞 seinと親和性が強い（Er ist Musiker/ Wir bleiben Freunde/ Hans wird 

Lehrer）。それ故に繋辞的機能をもつ sein, bleibenは，類推(Analogie)によって同系の seinを

叙述の繋辞として用いると考える(Er ist Musiker gewesen) 4)。以上をまとめて図式化すると，

sein 型の状態叙述文が内側にあり，これを埋め込んでいる haben 型の動作主・所有者が外

側にあるというような構造が描けるであろう。 

 

(24)   主語(+意図)  所有      (主語/主題 )＝叙述  過去分詞(+完結)  
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以上を簡単にまとめると以下のようになる。 

 

(25) 完了文は，助動詞(sein/ haben)の意味と，過去分詞の意味の合成である。 

(i) sein [コピュラ・叙述]   + 過去分詞：変化・完結性（位置・状態）（－意図）。 

(ii) haben [動作・状態所有]  + 過去分詞：受動変化・継続動作・状態 （＋意図）。 

 

seinと結びつく動詞は状態変化，位置変化という完結性をもつもので，完了は seinを仲介

として主語に関する変化状態について叙述する。一方，haben が関係する動詞の場合，意

図性をもった動作主や所有者が関わるという特徴があり，完了はそのような(受動的)状態

をもつ主語が存在するという意味になる。こうした助動詞のプロトタイプ的意味は文法化

を経て，次第に時制体系に組み込まれてきた。しかし英語と違って，haben/sein の選択が

あること自体，助動詞の意味が残っている証拠である。従って，ドイツ語の完了を教える

場合には，次のような読み方が背景にあることをイメージさせてはどうだろうか？ 

 

(26) Er ist + gekommen. (主語＝彼が gekommenという移動の完結状態である)  

(27) Ich habe + das Buch gelesen. (主語=動作主が，本を読まれた状態で所有している) 

【注意】完了形を作るときは，動詞と助動詞の意味に目を向けてみること。 

 
意図的完了と自発的完了の区別は古典日本語にもあった。助動詞「つ」「ぬ」である。 

 

(28)「つ」： 動作が話し手など当事者の意図に基づき，意志的に成り立ったことを表す。 

見せつ(gezeigt haben)   見つ(gesehen haben)  語りつ(erzählt haben)     

干しつ(getrocknet haben)  暮らしつ(gewohnt haben)  

(29) 「ぬ」： 動作が当事者の意図に関わらず，自然的・無作為的に成り立ったことを表す。 



 

 

 来ぬ (gekommen sein) 行きぬ (gegangen sein) 過ぎぬ (vergangen sein)  漕ぎぬ

(gerudert sein) 吹きぬ(geweht sein) 消えぬ(verschwunden sein) 散りぬ(verblüht sein) 
 

上述のドイツ語対応に見てとれるように，「つ」は haben，「ぬ」は sein の用法と類似して

おり，動詞との結びつきも似ている。「つ」は他動詞と非能格動詞と結びつき，「ぬ」は非

対格動詞と結びついているようである（詳しい比較は今後の課題であるが）。こうした言語

意識の類似性は驚くべきことであり，言語の規則が決して偶然ではなく，認知のあり方と

関わっていることを示唆している。この助動詞の使い分けは，その後の日本語の歴史的変

遷の中で消失してしまったが，それでも現代日本語の助動詞「た」においても，過去・完

了時制だけではなく，（広義の）状態変化的な意味を読み込むことができる。 

 

(30) 尖った鉛筆 曲がった道 さびた刀 （cf. 時枝 1950 「日本文法 口語篇」） 

 

助動詞「た」は，接続助詞「て」に動詞「あり」が付いた「たり」が起源で，本来，結果

状態を表すものであった。「てあり」の「あり」が，状態表現から，過ぎ去った事柄に対す

る話者の判断を表す意味に変化した。そのように見ると，日本語の「た」にも seinと同じ

状態変化についての叙述の意味が見てとれる（「曲がった道」は単なる状態叙述のように見

えるが，変化の認知的「拡張」とも解釈できる）。さらには，動作一般への拡大，つまり

haben的な広がりについても感知できる。つまり，助動詞 sein/habenの使い分けは，日本語

を母語とする話者においても十分に追体験できるものと考えられるのである。 

 
 
 

注注注注 
1) 本稿は第 53 回独文学会中国四国支部研究発表会（2004 年 11 月 3 日，広島大学）シン

ポジウム『ドイツ語教育における文法の再考』の筆者の報告「合成文法のススメ― 現

在完了ではなぜ haben/sein があるのか」に基づいている。シンポジウム発表者は吉田光

演，藤縄康弘，田中雅敏，大薗正彦である（司会：岩崎克己）。共同発表者ならびにシ

ンポジウム参加者各位に貴重な意見・批判を頂いた。ここで謝意を表したい。 

2)  この分類には複数の基準が関与するので，別の基準を重視すれば分類が異なる。たと

えば werdenは前段状態 Aから後段階 Bへの変化を表す。他方，seinと同じく A=Bの繋

辞関係をもつものとして分析し，「その他」に分類することも可能である（sterbenのよ

うな状態変化動詞は１項述語だが，werdenは seinと同じく２項述語である）。 

3)  合成性の原理は，「全体の意味は各部分の意味から合成される」というもので，ドイツ

の哲学者・数学者フレーゲ(Gottlob Frege)が提唱した意味原理である。 



 

 

4)  Diedrichsen (2002)は，bleiben は werden の否定，即ち，変化が起きるはずのものが起

きなかったもの，状態変化の変形(前段階と後段階が同じ結果になった)と分析する(Er ist 

dick geblieben = Er ist nicht dünn geworden)。しかし他方では，結果性(Nachzustand)のない

seinが完了助動詞 seinと結びつくことは説明できないと述べている。この点の議論はま

だ不十分であるように思われる。 
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Warum und wozu gibt es im Deutschen die Wahl  
zwischen HABEN- und SEIN-Perfekt? 

--  Versuch einer Didaktisierung der deutschen Grammatik  

 
Mitsunobu YOSHIDA  

 

Wie man auch den Deutschunterricht an japanischen Universitäten konzipieren mag, die 

Vermittlung der Grammatik ist unerlässlich. Darunter fällt vor allem die Instruktion der 

Perfektformen. Das Perfekt ist deshalb wichtig, weil es die Rahmenstruktur als auffälligen 

Konstruktionstyp im Deutschen aufweist und im Alltagsgespräch häufig verwendet wird, um über 

vergangene Ereignisse zu berichten. Andererseits sind die Lernenden durch das Beherrschen der 

Regeln zu sehr belastet, weil sie sowohl eine richtige Partizipform als auch ein richtiges Hilfsverb 

(haben oder sein) wählen müssen. Die didaktische Erklärung dafür ist jedoch ungenügend: Es ist 

unklar, warum das Hilfsverb sein bei der Zustandsveränderung und der Fortbewegung wie 

aufstehen oder fahren vorkommt. Wozu dient überhaupt diese Selektion? In diesem Beitrag 

versuche ich eine kompositionelle und kognitive Erklärung für die Auxiliarselektion: Einerseits 

tragen die Verben sein und haben als Kopula- oder Besitzverben zur Bildung einer perfektivischen 

Prädikation bei. Andererseits trägt das Partizip II zum Bedeutungsanteil von Aktionsart/Aspekt bei. 

Die Analyse der periphrastischen Perfektbildung ergibt folgendes: 

1) Das Partizip II stellt entweder einen Zustand nach einem abgeschlossenen Ereignis mit dem 

Merkmal [+telisch] oder ein passivistisches Prädikat beim transitiven Verb dar. 

2) Das Hilfsverb sein bezieht sich als Kopulaverb auf die Prädikation (A=B), wobei das Partizip II 

ein [+telisch]-Merkmal aufweist. Das nicht-agentivische Subjekt befindet sich in einem 

Nachzustand als Resultat einer Zustandsveränderung. Zu dieser Klasse gehören auch 

Fortbewegungsverben als Ortsveränderungen. Die Zustandsverben sein und bleiben selegieren 

das Kopulaverb sein, weil sie selbst einen Kopulasatz bilden wie „Wir bleiben Freunde.“ 

3) Das Hilfsverb haben kann den Akkusativ zuweisen (daher kommt es in Transitivsätzen vor) und 

bezieht sich typischerweise auf das Agens oder den Besitzer von Emotion und Zustand. Der 

Satz „Ich habe ein Buch gelesen“ heißt eigentlich: Der Sprecher besitzt ein Buch in einem 

Zustand, in dem es schon von dem Sprecher selbst gelesen worden ist. Auch intransitive Verben 

wie arbeiten verbinden sich wegen der Agensfähigkeit mit dem Hilfsverb haben. 

Wenn die Lernenden die semantischen Unterschiede (±Zustandsveränderung/telisch, ±Agens/ 

Intention) und die Konstruktionstypen (Kopula- vs. Besitzverhältnis) erkennen, können sie sich 

leicht vorstellen, wo das Hilfsverb sein oder haben auftritt. 
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