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スペイン語の未来形の意味1
 

上田博人 

 スペイン語の未来形の意味については文法書によってさまざまな見解がなさ

れている。本稿でははじめに代表的ないくつかの先行研究の成果を検討し、次

に、おもに会話の中で用いられた具体的な文について分析する。最後に、未来

形がもつさまざまな意味の分類法を提示し、あわせてスペイン語の全動詞体系

の中で未来形が占める位置を明らかにしたい。教育面での応用可能性について

も論じる。 

1. 先行研究 

 未来形の文法範疇を規定するとき、大きく分けて３つの立場がある。「時制」

(tiempo) の問題として扱う立場、「相」(aspecto) として扱う立場、そして、「叙

法」(modal) として扱う立場である。その代表的な意見を以下にそれぞれ紹介す

る。 

1.1. 時制として扱う立場 

 もっとも伝統的な見方では未来形を時制としてとらえている。たとえば、R. A. 

E (1931: 271) は次のように説明している。 

直説法・不完了未来 

a) 事実を終了していないものとして示し、発話の時点の後の時点において

主語と述語の一致を表す。 

― El año será abundante.（今年は豊作になるだろう）  

― Amueblaré la casa.（家に家具を備えよう）  

― La guerra cesará.（戦争は終わるだろう） 

b) また、事実を可能なものとして示し、さらに命令や禁止にも用いる。  

― Serán las diez. （10 時だろう） 

― Me traerás la respuesta.（私に返事を持ってきておくれ）  

― No matarás.（汝、殺すなかれ）  

  R. A. E. の最新の文法書 (1973: 430ff) では、Gili Gaya (1970: 165) と同じ見

解が示されているが、以下は前者からの引用である。  
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a) 未来の、絶対的な（つまり他の出来事とは独立した）出来事を表す。  

b) とくに 2 人称で、命令や禁止を表現するために用いる。 

― Saldrás a su encuentro y le dirás que venga.（おまえは外に出て、彼に来る

ように言っておくれ。） 

c) 「可能性の未来」で現在のことについての仮定、想像、ためらいを表す。  

d)  疑問文や感嘆文で「驚きの未来」を使って、ある既知の事実について

の驚きや不安を表すことも多い。 

― ¿Se atreverá usted a negarlo?（あなたはそれをあえて否定するのですか？） 

 R. A. E. (1931) に比べて、意味の分類は精密になったが、箇条書きなので平板

的になってしまった点が惜しまれる。b) の「2 人称」というのは不正確である2。

d) の指摘は興味深いが、その現象は未来形に固有のものではなくて、むしろ疑

問文や感嘆文に本来備わった意味が未来形によって増幅されたものと考えられ

る。先の文を現在形に直して¿Se atreve usted a negarlo? としてもやはり「驚き」

を示すことができるからである。 

 Hernández Alonso (1973: 170) は未来形の「意味素」として「可能性」と「未

来性」を認め、両者は包含関係にある、という（「可能性」⊂「未来性」）。

また、「未来形が将来のことを示すとき（断定、命令）は、可能性は隠れて、

ほとんど目立たなくなり、逆に未来形が可能性の特徴を強めるときには未来性

はゼロとなる」と述べている。Quilis との共著 (1980: 186) においても「未来の

時」と「事件の可能性」を分け、それぞれを以下のように分類している。 

未来の時： 

a) 未来に向けての主張または否定 

b) 命令 

可能性： 

c) 可能性または仮定 

d) 譲歩 

e) 驚き 

f) 丁寧な表現 

 しかし「未来」が「可能性」の上位の概念なのではなくて、むしろその逆と

する見方のほうが正しいだろう（「可能性」⊃「未来」）。つまり「可能性」

は必ずしも「未来」のことだけではなくて、現在のことについてもありうるの

である (¿Serán las diez?)。Hernández Alonso が「未来時の用法では可能性が目立
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たなくなる」と考えたのは、おそらく「必然性」が強く感じられる「命令」の

意味を「未来」と合体させたためであろう。しかし、「命令」は「時としての

未来」の下位分類ではなく、分類のさらに上位の段階に対応するものである3。 

 Rojo (1974) は未来形の「本来の用法」（usos rectos）は「時としての未来」の

表現であり (Lo leeré mañana.「私は明日それを読みましょう」；Saldrán cuando 

amanezca.「夜が明けたら彼らは出発するでしょう」)、一方「可能性」の表現は

「転位された用法」(usos dislocados)であるという(Serán (ahora) las diez.「今は 10

時でしょう」)。そして Rojo も、Hernández Alonso と同様に、未来が「時」を示

す場合には「可能性」の意味はない、と考えている。この点についての反論は

先に述べた通りであるからここでは繰り返さない。  

 一方、「時としての未来」の 2 つの用例は本質的に異なる性質のものである。

Lo leeré mañana. は明らかに話し手の「意志」を示しているのであって、Saldrán 

cuando amanezca. のような単純な「未来の推測」とは異なる。この違いの方をむ

しろ重視すべきである。 

 未来形の主要な意味を「時としての未来」に置く立場は、言語的な時制を言

語外の実世界の「時間」と平行させて考えているように思える。実世界の「過

去→現在→未来」という時の経過に対応して動詞の「過去形→現在形→未来形」

がある、という見方である。たしかに未来形は「未来」のことを示すこともあ

るが、一方で「現在」のことを推量して表現する場合もあることに注目したい。

「現在」のことであれ、「未来」のことであれ、「推量」して述べていれば未来

形が用いられ、また逆に、「未来」のことであっても「推量」していなければ

現在形が使われる (El presidente viene mañana. 社長は明日来ます)。よって現在

形と未来形の本質的な意味の違いは「時制」（現在時制／未来時制）ではなく、

「推量」とでもいうべきものである。 

1.2. 相（アスペクト）として扱う立場 

 Bull (1963: 13) によると、「済んだ事実」「現在進行している事実」「未だ起

きていない事実」をそれぞれ示す「過去」「現在」「未来」は、むしろ相(aspect)

と結びつけて考えられるものである、と言う。そして未来形の「体系的な機能」

を示す用法として次の 4 つを挙げている。 

― La tierra morirá, también, como su satélite.（地球もその衛星と同様、死滅

するだろう） 

― Hablaré de la obra en el capítulo siguiente.（次章でその作品につて話しま

す） 
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― Pondrás esta moza en el más alto peñasco que hallares, y déjala allí.（その女

の子を一番高い岩山の上に置いて捨てなさい）  

― El prefijo se colocará antes de la primera palabra del texto.（接頭辞はテキス

トの最初の語の前につけなさい） 

 これらは、それぞれ「未来」「意志」「命令」「指示」に対応するものであ

る。一方、「非体系的機能」の例として、次の文を示している  (p.90)。 

― ¿Cuántos años tiene el nuevo inquilino? ― Tendrá veinticinco o treinta y 

cuatro.（今度の借家人の年齢はいくつですか？―25 才か 34 才でしょう） 

 これは「推量」の意味を表す用例であるが、「時」は現在のことを示してい

るので、非体系的と呼んでいるのであろう。 

 ここで気づくことは、Bull の分類の場合、「相」(aspect)と名称は変えても、

これまでの時制論的立場と本質的に変わることがないということである。  

 ところが Hadlich (1971:.48) の規定の仕方は、同じ「相」という用語を用いて

いるが、これと随分異なっている。以下の変形文法流の書き換えの式によれば、

時 (t) と並列する形で相 (asp) があり、相に「＋完了」[+perfv] と「＋後時性」

[+subs] の 2 つを認め、一方、時制は「過去」「非過去」[±past]の 2 つしか考え

ない。 

    aux → asp t (haber -do）(estar -ndo) 

    asp → [±perfv] 

            [+subs] 

      t → [±past] 

 これまでの分類と大きく変わる点は、時制体系とは独立した「相」を認めた

ことである。これは評価できるが、次の点が疑問である。未来形 [+subs]が示す

文法的意味は、果して完了形の示す意味と同列の文法カテゴリーであろうか。

すなわち、同じ「相」という名で呼ばれてもよいであろうか。 

1.3. 叙法として扱う立場 

 Lyons (1968) の一般言語学書には次のような指摘がある (国広哲弥監訳  p. 

337)。 

これまでの時制の論述の多くは、「過去」「現在」「未来」という時の「自

然的」(natural) 区分が必然的に言語に反映するものであるとの考えによっ

てそこなわれている。 
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 また、英語の will や shall について考えられることは他の言語にも適用できる

ものがあると言う (同、p. 339)。 

Will と  shall は未来を指す多くの文に起こることは否定できない事実で

あるけれども、これはまたそうでない文にも起こる。それに  will と shall 

は、未来時表示(future time reference)のある文に必ずしも起こらない。従っ

て、（can, may, must などと同様）叙述的(modal)とするのが最も適切な述

べ方である。後で叙法という範疇を論じる際にみるように、「未来性」

(futurity)というのは、時制上の問題に劣らず叙法上の問題でもあるのであ

る。ギリシア語やラテン語（ここでは「未来」は「現在」や「過去」と同

じように屈折によって実現化される）の分析においてさえ、「未来時制」

(future tense)を一部叙法的とすることにある程度根拠があるのである。  

 スペイン語については次の Alarcos Llorach (1972: 104-104) の意見が参考にな

る。 

（…）結論として、cantaré と cantaría は直説法の現在と過去と同じグループ

には属さない、と述べなくてはならない。（…）serán las dos や serían las 

cuatro は son las dos や eran las cuatro と「時制」の違いではなくて「叙法」

(modal)としか考えられない意味的特徴によって対立している。（…）ある

時点からの後時性と過去と現在における可能性は必然的に非現実の概念で

あるので、「可能的」様態(modo "potencial")と呼ぶべきである。しかし、

この［未来の］形式をある特定の時点において見るのでなければそのまま

「未来」と呼んでいても差し支えない。 

2. 用例の分析 

2.1. 未来形の用法と主語の人称・数 

 1 で見たように、用例について言えば大きく分けて以下の 4 つが考えられてい

る。ここでは、「可能性」(probabilidad)ではなく、「推量」(suposición)を用いる。

この理由は以下に示す用例を通して説明する。 

 a) 未来時(Futuro) 

 b) 意志(Intencion) 

 c)（現在時の）推量(Suposición en el presente) 

 d) 命令(Mandato) 

 1.1 で見た R. A. E.では未来形の用法と主語の人称・数の関係について尐し触
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れられているが、2 では、この点について網羅的に調べてみたい。すなわち、全

人称（1 人称単数から 3 人称複数まで）と未来形の 4 つの意味の関係である。以

下に各人称・数において可能な用法の例を挙げる4。 

1) 1 人称単数 

未来時 ― ¿Quieres que yo me encargue de recibir a los invitados?（私がお客

のお相手をしようか？）― Sí. Yo estaré demasiado ocupada para estar con 

ellos al principio. （ええ、私ははじめは忙しすぎてお相手できないでしょう。）

(A) 

意志 ― Entonces pasaré por ti a las seis y media.（それでは 6 時半に君の所

に寄るよ。）(A)  

推量 ― Perdón. Le habré parecido una estúpida.（ごめんなさい、私ばかみた

いだったでしょう。）(E) 

2）2 人称単数 

未来時 ― Te curarás, Daniel, te curarás. Volverás a ser el que eres. ダニエル、

君は良くなって、またもとの元気にもどるよ。）(D) 

推量 ― Te escribí, no sé si te acordarás. 君に手紙を書いたのだけれど覚え

ているかなあ？）(P)  

命令 ― Prométeme que de no ser una cosa fácil, (...), no dirás nada.（もしそれ

が簡単なことでなかったなら、君は何も言ってはいけないよ。）(F) 

3) 3 人称単数 

未来時 ― El paseo os abrirá el apetito. （君達散歩をすれば食欲が出るよ。）

(A)  

推量 ― Me figuro, (...), que estará usted muy, muy extrañado.（あなた、とて

も奇妙に思っていらっしゃるでしょう？）(D) 

命令 ― (...), y usted seguirá aquí, ayudando al doctor como hasta ahora... （あ

なたはずっとここにいて、今までのように、お医者さんのお手伝いをして

あげてください。）(E) 

4) 1 人称複数 

未来時 ― ¿Cuándo llegaremos a París?（私達はいつパリに着きますか？）  

(D) 

意志 ― No te apures, ¡no te despertaremos!（心配するな、私達は君を起こし

たりしないよ。）(A）(相手を含まない Nosotros: Exclusivo）  

推量 ― ¿Estaremos equivocados?（私達は間違えているのだろうか？）  

                                                 
4
 用例は［資料］の 9 冊の外国教科書(A: 1-9)，2 冊の小説 (B, C)，3 冊の演劇作

品 (D, E, F)，1 冊の文法書 (G) から集めたものである．  
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命令（勧誘） ― (...) aprovecharemos que está Manolo Escobar en un teatro...  

（マノーロ・エスコバールが舞台に立っているのですからこの機会を見逃さ

ないようにしましょう。）(F）(相手を含む Nosotros: Inclusivo）  

5) 2 人称複数 

未来時 ― ¡Por más que hagáis, no podráis ahogar el catalanismo!（君達がどん

なにがんばったって、カタルーニャ主義をつぶすことはできないだろう。）

(A)  

推量 ― No sé si os acordaréis.（君達は覚えているかなあ。）  

命令 ― ¡Me esperaréis aquí! ¿eh?（君達ここで待っていておくれよ。）  

6) 3 人称複数 

未来時 ― Al fin, sólo quedarán la luna llena y el romance.（おしまいには、

満月とロマンセの歌だけが残るだろう。）(B) 

推量 ― Pero ¿dónde estarán las luces en esta casa?（それにしても、この家の

明りはどこにあるのだろう？）(D)  

命令  ―  ¡Ustedes se sentarán aquí!（あなたがたはここにすわってくださ

い！）(G)  

 以上をまとめると、次のような分布になる。 

＜表 1＞ 

用法 １・単数 ２・単数 ３・単数 １・複数 ２．複数 ３・複数 

未来時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

意志 ○ × × ○(excl.) × × 

推量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

命令 × ○ ○ ○(incl.) ○ ○ 

2.2. 場面的な要素 

 この分布を見て気づくことは、人称・数によって用法のパタンが同じか、ま

たは非常に類似しているものがあるということである。たとえば、2 人称単数と

2 人称複数、3 人称単数と 3 人称複数は用法の分布がまったく同じである。 

 1 人称単数と 1 人称複数はどうであろうか。ここで、Nosotros の扱いについて

注意しなくてはならない。Nosotros は話相手を含まない場合  (Exclusivo) とそ

れを含む場合 (Inclusivo) がある。用例を見ると、Exclusivo と Inclusivo で用法

の分布に以下のような違いが生じていることがわかる。 
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用法 Exclusivo Inclusivo 

未来時 ○ ○ 

意志 ○ × 

推量 ○ ○ 

命令 × ○ 

 ここで 2 つの Nosotros のうち Exclusivo は 1 人称単数と分布が同じであり（○

○○○×）、一方 Inclusivo は 2 人称単数［複数］と同じである（○×○○） 5。 

 次に、同じ 3 人称でも Usted と Él の間には「命令」の意味に違いがある。Usted

では純粋な「命令」の意味になるが、第三者を示す Él の場合は直接に相手に働

きかけるのではなくて、Él を主語とする文の内容が実現するように、相手に「指

示」することになる。例：El prefijo se colocará antes de la palabra. (接頭辞は語の

前につけなさい)。 

 このように、未来形の用法は、文法的な人称・数との関連から見るよりも、

話し手(Yo, Nosotros-Exclusivo)、話し手と聞き手 (Nosotros-Inclusi-vo)、聞き手(Tú, 

Usted, Vosotros, Ustedes)、第三者(Él, Ellos)という、場面的な要素との関連から見

た方がその本質を捉えることができるだろう。次は、そうした見地から作り直

した表である。 

＜表 2＞ 

用法 YO, NOS. (excl.) NOS. (incl.) TÚ, UD., VOS. ÉL, ELLOS 

未来時 ○ ○ ○ ○ 

意志 ○ × × × 

推量 ○ ○ ○ ○ 

命令 × ○勧誘 ○命令 ○指示 

 さらに、今度はそれぞれの用法のうち人称・数について分布が似ている「未

来時」と「推量」を近くに寄せると次のような結果になる。 

＜表 3＞ 

用法 YO, NOS. (excl.) NOS. (incl.) TÚ, UD., VOS. ÉL, ELLOS 

未来時 ○ ○ ○ ○ 

推量 ○ ○ ○ ○ 

意志 ○ × × × 

命令 × ○勧誘 ○命令 ○指示 

                                                 
5
 ただし、後述するように「命令」の意味が異なる。  
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 「未来時」と「推量」はまったく同じ分布を示す。それらの用法を観察する

と、未来時であっても、純粋に未来の時を客観的に描写しているのではなく、

そこに主観的な「推量」の意味があることが確かめられる。すなわち、「未来

時」という意味要素は「推量」が、未来時に適用されただけにすぎないことが

わかる。このことは、ここで取り上げた「推量」が現在時に適用されたことと

並行的である。よって、いわゆる「未来形」は、時制を示しているのではなく、

1. 3 で示された先行研究の意見にしたがって、「叙法」であることを認めるべき

であろう。また、従来「可能性」というような客観的な意味で示されてきた用

法には、むしろ「叙法」としての「推量」という主観的な意味を認めなければ

ならない。以上の考察から、いわゆる「未来時」を「推量」に含めると、残り

の用法は次のようにまとめられる。 

＜表 4＞ 

用法 YO, NOS. (excl.) NOS. (incl.) TÚ, UD., VOS. ÉL, ELLOS 

推量 ○ ○ ○ ○ 

意志 ○ × × × 

命令 × ○勧誘 ○命令 ○指示 

 次に、場面要素は大きく「話し手」と「それ以外」に分けられる。前者には

「意志」、後者には「命令」の用法がある。後者はさらに、命令の用法が「勧

誘」の意味となる Nosotros-Inclusivo、（狭義の）「命令」の意味となる Tú, Usted, 

Vosotros, Ustedes、そして、「指示」の意味となる Él, Ellos に細分される。「未

来時」と「推量」（現在時）は全体に共通している。上の表を見ると、「意志」

と「勧誘」「命令」「指示」が、互いに対立することなく、相補的な分布を示

していることがわかる。このことは、本来同一のものが異なる条件によって現

れ方が相違している、という可能性を示唆している。これらをまとめて「意志

作用」（Volición）と呼ぶことにする。 

 よって、文の主語の性格から見た未来形の用法の全体は次のような形にまと

められる。 

 推量 ― 現在時、未来時 

 意志作用 意志 

          命令 勧誘 

                 命令 

                  指示 

2.3. 頻度 

 スペイン語の各時制の出現頻度については、既にいくつかの調査がなされて
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いる（Bolinger (1946), Bull (1947), Moreno de Alba (1972), Gutiérrez (1978)など）。

以下は Bull (1947) の結果である。 

 1. 直説法現在 3764 (40,0%) 11. 過去未来 146 (1,6%) 

 2. 不定詞   1757 (18,7%) 12. 直説法過去完了 70 (0,7%) 

 3. 点過去  1141 (12,1%) 13. 接続法過去完了 20 (0,3%) 

 4. 線過去 697 (7,0%) 14. 複合不定詞  15 (0,2%) 

 5. 現在分詞  488 (4,9%) 15. 接続法現在完了 11 (0,1%) 

 6. 現在完了 339 (3,4%) 16. 未来完了 8 (0,1%) 

 7. 接続法現在 292 (3,1%) 17. 接続法未来 3 (0,0%) 

 8. 未来 243 (2,6%) 18. 過去未来完了 1 (0,0%) 

 9. 命令形 235 (2,5%) 19. 直前過去 1 (0,0%) 

 10. 接続法過去 155 (1,7%) 

 これを見ると、未来形の頻度が現在形や過去形と比べてかなり低いことがわ

かる。このことは、未来形が有標 (marked) である可能性を示している。つまり、

これは何か特殊な意味をもつ要素が加わったものとする考え方である。逆に、

未来形が現在形や過去形と直線的に並ぶ時制と考えると、これほどの頻度差を

示す理由を探さなければならないだろう。 

 本稿の目的である用法の分類をするにはさらに多くの用例を集めなければな

らない。［資料］を網羅的に調べたところ 863 例見つかったので、とりあえず

十分であると判断し、はじめに、人称・数による出現度数の分類をした。その

結果が＜表 5＞である。 

＜表 5＞未来形の用法の頻度数 

用法 １単数 ２単数 ３単数 １複数 ２複数 ３複数 計 

推量 13 21 162 0 0 22 218 

未来時 25 47 190 39 1 77 379 

意志 147 0 0 12 0 0 159 

命令 0 19 15 68 0 5 107 

計 185 87 367 119 1 104 863 

 この表から文法的な基準（人称・数）による分類では頻度に大きな偏りがあ

ることがわかる。また、これでは分布のパタンがつかみにくいことも指摘して

おきたい。 

 次に２で行った場面的な要素による分類を示す。  



 11 

＜表 6＞場面的な要素による分類 

用法 YO, NOS.(excl.) NOS. (incl.) TÚ, UD., VOS. ÉL, ELLOS 計 

推量 13 0 40 165 218 

未来時 26 38 74 241 379 

意志 159 0 0 0 159 

命令 0 68 29 10 107 

計 198 143 143 416 863 

 これが＜表-4＞で示した○／×の頻度数の実態である。どの用法も極端に頻度

が尐ないものはない。「推量」と「未来時」は 3 人称に多いこと、意志は YO

と NOSOTROS (excl.) に限られること、命令は YO と NOSOTROS (excl.) 以外に

なることが確認できる。 

2.4. 単一の意味 

 次に、これまで「意志作用」として示した「意志」「命令」「勧誘」「指示」

が、実は、未来形に固有のものではないことを見よう。次のように、これらの

用法をすべて現在に代えても、「意志」「命令」「勧誘」の意味は保たれてい

ることがわかる。 

「意志」を示す現在形 ― Entonces paso por ti a las seis y media.（それでは６時半

に君の所に寄るよ。）(A)  

「命令」を示す現在形― Prométeme que de no ser una cosa fácil, (...), no dices nada.

（もしそれが簡単なことでなかったなら、君は何も言ってはいけないよ。）

(F) 

「命令」を示す現在形― (...), y usted sigue aquí, ayudando al doctor como hasta 

ahora... （あなたはずっとここにいて、今までのように、お医者さんのお手

伝いをしてあげてください。）(E) 

「意志」を示す現在形― No te apures, ¡no te despertamos!（心配するな、私達は君

を起こしたりしないよ。）(A）(相手を含まない Nosotros: Exclusivo）  

「命令」（勧誘）を示す現在形― (...) aprovechamos que está Manolo Escobar en un 

teatro...  （マノーロ・エスコバールが舞台に立っているのですからこの機会

を見逃さないようにしましょう。）(F）(相手を含む Nosotros: Inclusivo）  

「命令」を示す現在形― ¡Me esperáis aquí! ¿eh?（君達ここで待っていておくれ

よ。） 

「命令」を示す現在形― ¡Ustedes se sienten aquí!（あなたがたはここにすわって

ください！）(G)  
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 このことから、「未来形」の「意志」「勧誘」「命令」「指示」の用法は、

「未来形」の本来の意味である「推量」の派生的意味を示している、と考えられ

る。現在形の Entonces paso por ti a las seis y media.（それでは 6 時半に君の所に

寄るよ。）と未来形の Entonces pasaré por ti a las seis y media.を比べると、両者

ともに「意志」を示していることに違いはない。相違点は「未来形」に「推量」

の意味が加わったことである。現在形には「推量」の意味がないので、かなり

決然とした意志が感じられるが、未来形には「推量」の意味が加わっているの

で、実現可能性がやや劣るような印象がある。「命令」の用法についても、同

様である。現在形の No dices nada.（君は何も言ってはいけない。）には「推量」

の意味がないので、かなりきっぱりとした「命令」になる。一方、No dirás nada.

には、「推量」が加わるので「命令」の強制力が比較的弱くなる。「勧誘」と

「指示」の用法についても同様な違いがある。 

 一方、未来時であれ、現在時であれ、「推量」を示す用法は、それを現在形

に変えると、もはや「推量」を示すことがなくなる。 

「未来時の推量」を示していない現在形 ― ¿Quieres que yo me encargue de recibir 

a los invitados?（私がお客のお相手をしようか？）― Sí. Yo estoy demasiado 

ocupada para estar con ellos al principio. （ええ、私ははじめは忙しすぎてお

相手できません。）(A) 

「現在時の推量」を示していない現在形― Perdón. Le he parecido una estúpida.（ご

めんなさい、私ばかみたいだった。）(E) 

 このことは、「未来形」の本質的な意味が未来時であれ、現在時であれ、「推

量」であることを示している。また、純粋に「未来時」だけを示していること

はなく、そこには必ず「推量」が含まれている。 

 以上の考察から、「命令形」の意味が本質的に「推量」であることが導き出

せる。よって用法は次のように「推量」という単一の意味に統一される。 

＜表 7＞ 

用法 YO, NOS. (excl.) NOS. (incl.) TÚ,UD.,VOS. ÉL,ELLOS 

推量 ○ ○ ○ ○ 

3. 動詞活用体系 

 未来形の意味は「過去」―「現在」―「未来」という直線的な時制系列の中

で捉えるよりも、「推量」という単一の意味を担っているので、「推量形」と

呼び、それが現在と過去のそれぞれに対応して現在推量形と過去推量形が存在

すると考えるべきである。それでは、そのように捉えられた未来形は全動詞体
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系の中でどのような位置を占めるのであろうか。 

 筆者はスペイン語の動詞の体系を以下のような三次元（立方体）として捉え

ている。 

＜立方体の体系＞ 

       直説法                         接続法 

              * cantaría    * cantaré  

 

 * canté  * cantaba      * canto        * cantara       * cante 

 

              * habría      * habré 

                 cantado      cantado 

 

 * hube   * había       * he           * hubiera     * haya 

   cantado   cantado       cantado         cantado      cantado 

 このように、「推量形」は、直説法の現在と過去、およびそれぞれの完了形

に対応する位置を占めている。 

 「推量形」は〈未来〉を示す時制ではなく話者の〈推量〉を示す形である。

このような考え方と命名には、言語研究の理論面からもスペイン語教育の実践

面からも次のような利点がある。 

(1) 「推量形」という名前を使えば、〈未来時〉のことならばすべて「未来形」

を使わなければならないと考えなくてもよいことになる。また、〈現在時〉

のことでも〈推量〉の意味があれば「推量形」を使うが、これは「未来形」

という用語と矛盾する。 

(2)〈未来時〉を示す副詞節では「未来形」を使わず接続法現在を使う。この用

語の矛盾を「現在推量形」という用語で解消する。 

(3) スペイン語の時制は「現在」と「過去」（線過去と点過去）だけである、と

いう単純な図式になる。 

(4) 上の図で見るように接続法には一貫して推量形がないことから、統一的な説

明が可能になる。 

(5) 「推量形」の活用変化は基本的に不定詞形を保つので、不定詞の語尾を変化

させる現在形や過去形とは異なる。そこで、「推量形」を「過去」→「現在」

→「未来」という直線の上に置くよりも、「現在」と「過去」（そして「現

在完了」と「過去完了」）にそれぞれ〈推量〉が付加する、という考え方の

ほうが活用変化という形式面から見てもわかりやすい。このことは日本語の
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形態とも並行する。「歌う」を「歌った」にすると終止形が変化するが、「歌

うだろう」としても終止形は保たれている。このように、スペイン語の「推

量形」は、日本語の「推量」を示す助動詞「だろう」と比較することで理解

できる構造である。 

(6)「過去未来」「過去未来完了」という理解困難な名称を避けて、「過去推量

形」「過去完了推量形」を使うことができる。「過去未来完了」の〈過去未

来〉が〈完了〉する、というイメージよりも、「過去完了推量形」の〈過去

完了〉を〈推量〉するというイメージのほうが理解しやすい。  

 これらの理由から「未来時制」という用語を使うと、教育・学習において概

念と形式の間の関係についての理解が混乱する。従来の用語とここに提案する

用語を対照的に示すと次のようになる。 

従来の用語 提案する用語 

未来形 現在推量形 

未来完了形 現在完了推量形 

過去未来形 過去推量形 

過去未来完了形 過去完了推量形 

4. おわりに 

 学生の西作文を見ると、未来時の出来事をすべて未来形で書いてあるものが

ある。これは過去形で過去時を示すのであるから、未来形が未来時に常に対応

するのだ、という誤解があるためであろう。また、「現在時」の推量を示すた

めに未来形をなかなか使うことができず副詞を使いたがるのも、同じ理由が考

えられる。これは、これまでの多くの教科書や文法書が、「過去」→「現在」

→「未来」という時間軸を想定し、それにスペイン語の時制を無理にあてはめ

てきたことが大きな理由の一つとして考えられる。  

 スペイン語の未来形の意味を大きく「推量」と捉え、その下位区分に未来時

があるとすれば、「未来時」の重要度を相対的に低く置くことができる。また、

各用法が主語の場面要素と深く関連していることにも注意すべきである。 
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