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テアル構文との対照にみる中国語の存在表現

 齋　藤　　　萌　

１．はじめに

本稿では、日本語のアスペクトを表す形式の一つであるテアル形を取り上

げ、それに対応する中国語表現について考察する。テアル形の基本的な意味は、

吉川（1973）「動作が終わった後の結果の状態をあらわす」、寺村(1984)「処置

の結果の存在（人が何かに対して働きかける動作、行為の既然の結果の存在）」、

益岡(1987)「意志的行為の結果に重点が置かれる「結果相」の表現」などと記

述され、テアル形が「結果の継続」や「結果の残存」を表す表現であることは

概ね共通した見方である。日本語のテアル構文は「壁に絵が飾ってある。」（墙

上挂着一幅画／墙上挂了一幅画。)のように、中国語においては“動詞＋着”、

“動詞＋了”に対応すると考えられることが多く（朱継征 1997, 1998、王学群 

2007、丸尾 2007、北村 2011、郑江 2011、潘丽 2014など）、“了”と“着”の互

換性１）についても議論がなされてきた（范方莲 1963、宋玉柱 1982、任鹰 

2000、島津 2014など）。しかしながら、テアル形を文末の述語にとる構文につ

いてコーパス分析をおこなったところ、“動詞＋着”、“動詞＋了”以外に、テ

アル形が中国語の“動詞のゼロ形式”、“動詞＋在＋場所”、“動詞＋有”で表さ

れる用例も観察された。以下の例文を見られたい。

⑴ 　今日の『公教要理』には「天地万物は自ら存在するものではありませ

んから、之に存在を与えた自ら存在する者がなければなりません」と書

いてある。（『マッテオ・リッチ伝』）

　 比如《公教要理》中说“天地万物非自然存在，必有与之存在的自然存在

者”。（《利玛窦传》）
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⑵ 　今は七、八種類の料理が黒板に書いてある。肉の炒め物、鳥肉とナッ

ツの辛味炒め、木耳と肉の炒め物、皿盛りの前菜、それにビールまであ

る。（『遥かなる大地』）

　 现在呢，七八种炒菜写在黑板上，过油肉，宫爆肉丁，木须肉，大拼盘，

啤酒也有。（《插队的故事》）

⑶ 　「ですから、あなたに相談してと思って、そのままにしておきました。

黒い雨に打たれたことが書いてあるんですもの。」（『黒い雨』）

　 “想跟你商量一下，所以把它撂下来了。因为上面写有挨黑雨浇的情况。”

（《黑雨》）

⑷ 　「ええ、でも、別れ別れに暮して来たのよ。東京へ売られて行く時、

あの人がたった一人見送ってくれた。一番古い日記の一番初めに、その

ことが書いてあるわ。」（『雪国』）

　 “嗯。不过，我们是分开生活的呀，我被卖到东京时，只有他一个人来给

我送行。我最早的一本日记开头就记着这件事。”（《雪国》）

⑸ 　この数冊の日記に､ 君への思いのたけが記してある｡ もちろん恨み言

も含めて｡ それにしても君はいつになったら､ この日記を読んでくれる

のだろう｡（『ああ、人間よ』）

　 这几本日记就记下了我对你的思念和关切，当然也有怨恨。什么时候，你

愿意看看我的这些日记呢？（《人啊，人》）

　例文⑴～⑸はいずれも日本語で「書いてある」もしくは「記してある」を述

語にとる文である。中国語ではそれぞれ“動詞のゼロ形式”、“動詞＋有”、“動

詞＋在＋場所”、“動詞＋着”、動詞＋了”に訳し分けられており、結果的にこ

れらは日本語のテアル形に対応していることになる。

テアル形はもともと存在動詞の「アル」が形態的に文法化したアスペクト形

式であり２）、テアル構文は「存在」という基本的な意味を中心に発展し、ある

動作の結果が発話時点において「存在」することを表す文法形式である。テア

ル構文と中国語の対応については、これまで存在表現として“動詞＋在＋場所”、

“有”構文、“動詞＋着”、“動詞＋了”など個々のアスペクト形式の研究として扱
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われ、その対応関係について体系的に言及した研究は十分ではなかった。また、

従来の研究では、テアルに前接する動詞の語彙的な意味や動詞内部の時間的展

開性をもとにした動詞分類と相関して、テアル構文のアスペクト的意味を確認

するという方法が多くとられてきた。しかし、動詞分類による区分は、いずれ

の動詞グループにも所属させにくい中間的な動詞が存在するため、構文のアス

ペクト的意味を厳密に区分することは困難であったと言える。

本稿では、従来の動詞の分類にかえて、日本語学で一般的であると考えられ

るテアル構文の統語的分類に基づいてコーパス分析を行い、日中両言語の構文

を体系的に比較することを試みる。日本語のテアル形が中国語の“動詞のゼロ

形式”、“動詞＋有”、“動詞＋在＋場所”、“動詞＋着”、動詞＋了”に対応するこ

とは、中国語の存在表現に関する事象の把握のあり方が反映された結果である

と考える。

２．日本語テアル構文に関する先行研究および本稿の位置づけ

テアル形は基本的にある目的のために行われた動作の結果としてある状態が

発話時に残存することを表す文法形式である。テアル構文はその統語的特徴に

基づいて「ガ～テアル」の文型を取るのか、あるいは「ヲ～テアル」の形式を

とるのが普通かといった観点から二分できるという見解が多い（森田 1977、

寺村 1984、益岡 1987など）。益岡（1987）はテアル構文を４つのタイプに分け、

それぞれの意味を表１のように特徴づけている。

そのうえで、益岡（1987）は「テアル表現の全体像はA1型からA2型、B1型

を経てB2型に至る、１つの連続体を構成している（益岡 1987：232）」と説明

した。このうちA1型の意味領域は具体性が最も高く、B2型は抽象性が高いと

している。その関係性を図１に示した。

本稿では、この４つのテアル構文のうち、A1型における動作性が最も弱く、

B2型に近づくにつれて、その動作性は強まると考えた。A1型は最も存在の描

写に重きを置く構文であり、これに対し、B2型は行為そのものがなされたこと

に意味的重点がある構文である。



九
七

（
84
）

お茶の水女子大学中国文学会報　第 41 号

　一方、存在義の観点からテアル構文を定義しようとする研究もある。寺村

（1984）は、テアル構文は客観的な結果存在を表すものではなく、結果存在の

解釈には「眼前の状況をある過去の事件の痕跡であると解釈する思考が介在し

ている」と指摘する。例えば、話し手が「窓が開けてある。」と発話するとき、

話し手は目の前の「窓の開いている」状況を知覚し、発話時点を参照点として、

過去の「窓を開けた」という出来事を想起し、過去の出来事の結果状態が現在

目の前に残存すると解釈している。このように、テアル構文は「実現した事態」

を「今」「ここで」という発話時を含む時間帯の中に位置づけるものであると

いう。

中国語の“了”や“着”などのアスペクト表現の存在義について検討した研究

表１　益岡（1987）におけるテアル構文の分類（益岡（1987）を参考に作成）

A1型 物の存在を記述
する

行為の結果もたらされる、対象のある場所での存在
を描写する。広義の存在表現である。

A2型 何らかの状態の
存続を記述する

ある行為の結果もたらされる、対象の何らかの状態
が、視覚可能な形で存続していることを描写する。

B1型 結果の事態の存
続を表す

行為の結果もたらされる、対象の何らかの状態が、
基準時においても引き続き存在しているといい、結
果事態の存続を表す。対象指向性３）をもつ。

B2型 行為の結果の有
効性４）を表す

行為の結果が基準時及び、それ以降において何らか
の有効性を示すことを表す。対象の何らかの状態が
その時点で存在しているかどうかは問題にされな
い。行為指向性５）をもつ。

A1 A2 B1 B2

図１　益岡（1987）におけるテアル構文の分類
（益岡（1987）を参考に作成）
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としては、木村(2002)が挙げられる。木村(2002)は、“了2，着，呢，了1”の４

つの形式を取り上げ、これらが時間領域もしくは空間領域における状況や事物

の「存在」を示すことから、“了2，着，呢，了1”は「実存化の標識」であると

説明している（木村 2002：152）。

本稿はテアル構文およびそれに相当する中国語の表現が、事態や事物のあり

方を、時間的視点だけでなく空間的視点においても捉える表現形式であること

を確認したうえで、その対応関係について検討しようとするものである。

３．分析対象と分析方法

『日本語基本動詞用法辞典』に収録されている基本動詞728語のうち、テアル

構造をとる325語を取り上げ分析をおこなった。本文中の用例と対訳は、『日本

語基本動詞用法辞典』で挙げられた例文を参考に、『中日対訳コーパス』（北京

日本学研究センター 2003）から抽出したものを用いている。コーパスから収

集した用例を益岡（1987）のテアル構文の統語的分類に基づいて４つのタイプ

に分類し、それぞれのタイプが中国語ではどのように訳し分けられているのか

を確認するという方法をとった。

４．テアル構文と中国語との対応

本稿では、益岡（1987）のテアル構文の４つの分類をもとに、A1型を事態

存在型テアル構文、A2型を存在描写型テアル構文、B1型を場面描写型テアル

構文、B2型を行為描写型テアル構文と呼ぶこととする。コーパスから収集した

用例を分析したところ、テアル構文のタイプと中国語のアスペクト選択には一

定の関連性があることを確認できた。A1型からB2型までのテアル構文とそれ

ぞれ対応する中国語の表現方法を表２にまとめた。表２のテアルの構文タイプ

と中国語への対応状況に基づき、次節以降詳細な分析をおこなう。

4.1　A1型：事態存在型テアル構文

A1型テアル構文は行為の結果もたらされる、対象のある場所での存在を描
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写するものである。本稿では、これを事態存在型テアル構文と呼ぶ。事態存在

型テアル構文は、存在対象や事態がどのような経緯で表れたかを語るのではな

く、ただある状況の存在について述べ立てる構文である。このタイプのテアル

構文は中国語にすると“動詞＋了”や“動詞＋着”ではなく、“動詞のゼロ形式”

に対応することがわかった。例文を以下に挙げる。

(１再掲）今日の『公教要理』には「天地万物は自ら存在するものではあ

りませんから、之に存在を与えた自ら存在する者がなければなりませ

ん」と書いてある。（『マッテオ・リッチ伝』）

　比如《公教要理》中说“天地万物非自然存在，必有与之存在的自然存在

者”。（《利玛窦传》）

⑹ 　「キリスト教の聖書を読んだことがあるか。マタイ伝の中に書いてあ

る。一切誓うな、天を指さして誓うな、地をさして誓うな……。」（『青

春の蹉跌』））

　 “你读过基督教的圣经吗？马太福音中曾经这样写道：不要发誓！不要对

天发誓，也不要对地发誓。……”（《青春的蹉跌》）

⑺ 　私は死後極楽にありたいとは言わない､ ただこの世で己れの分に従っ

てそれを生かしきって､ あるべき姿でありたいと願うのである｡ 釈尊の

教えの中にも修行すべきように修行し､ 挙動すべきように挙動せよと説

いてある｡（『百言百話』）

　 我只想今生安分守己，按自己本来的面目去生存。释尊教诲我们修行要虔

表２　テアル構文と中国語の表現方法の対応状況

テアル構文の種類 中国語の表現方法

A1型 事態存在型 動詞のゼロ形式

A2型 存在描写型 動詞＋在＋場所
動詞＋有、有

B1型 場面描写型 動詞＋着

B2型 行為描写型 動詞＋了
動詞＋过
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诚，行动要规矩。（《百言百话》）

⑻ 　きょう、会場で「宣伝の手引き」というパンフレットをくばったが、

それには四つの文章がのせてある。わたしは、同志諸君がこれを何べん

も読むようにすすめたい。（『毛沢東選集三』）

　 今天会场上散发了一个题名《宣传指南》的小册子，里面包含四篇文章，

我劝同志们多看几遍。（《毛沢東選集三》）

例文⑴・⑹・⑺・⑻は、それぞれ『公教要理』、『マタイ伝』、「釈迦の教え」、「宣

伝の手引き」のなかのある内容の存在について言及するものである。その内容

が、いつ書かれたものか、いつ説かれたものであるかは問題にされていない。

ただ、『公教要理』、『マタイ伝』、「釈迦の教え」、「宣伝の手引き」にそれらの内

容が「アル」ことを述べ立てている。例文⑴～と⑹の「書いてある」と例文⑺

の「説いてある」、例文⑻の「のせてある」は、いずれも存在動詞の「アル」に

置き換えが可能であり、「机の上に本がある。」のような中心的な存在構文に近

接するものである。A1型のテアル表現と存在動詞「アル」を用いた存在表現が

等位接続できることは益岡（1987）でも触れられている６）。このことは、例文

中の「書いてある」や「説いてある」、「のせてある」は時間の流れの中で展開

する動作ではなく、時間の経過とは無関係に存在する事態として捉えられるこ

とを意味する。

「書いてある」や「説いてある」、「のせてある」を、寺村(1984)の「眼前の

状況をある過去の事件の痕跡であると解釈する思考が介在している」というこ

とばを借りて理解するとすれば、これらは文の話し手が発話時点において過去

に起きた「書いた」、「説いた」、「のせた」という出来事を想起し、その過去の

出来事の結果状態が目の前の「今」「ここ」に残存していると主観的に解釈す

るものである。このような時間の流れによって変化しない結果の存在を表すテ

アル形は、中国語では“動詞のゼロ形式”を用いて表現されていた。

工藤(1995)によると、日本語の動詞は、無標のル形が完成性を有し、有標の

テイル形・テアル形が継続性を有するという。例文⑴・⑹・⑺・⑻はいずれも

事物の「存在」を述べ立てる文であるが、ここで示される「存在」はいずれも
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持続的で非限界的であるため、日本語では動作を非限界化するためにテアル形

を用いて動詞を有標の形にしている。一方、木村（2002）によると、中国語の

動作動詞は無標の動詞そのものがすでに継続的であるため、ことさら動詞を非

限界化する必要はないという。目の前の「今」「ここ」に存在するものを表す際、

中国語では無標の“動詞のゼロ形式”が用いられる。

「存在」とは、時間軸に沿って展開する一回性の具体的な出来事ではなく、

永続的に続く行為や属性に似た行為である。時間軸のどの点を見ても常にその

状況下にあるため、時間の流れによって変化しない事態である。以下の例文⑼

の「ほどこしてある」もテアル形に前接する「ほどこす」という動作を一回性

の個別的な運動として取り上げないものである。

⑼ 　俵万智の歌は、会話体を導入し、文末に助動詞が来る度合を減らす工

夫をほどこしてある。（『サラダ記念日』）

　 俵万智的歌引进对话体，在减少句尾助动词的使用频度上下功夫。（《沙拉

纪念日》）

例文⑼では、俵万智が歌に工夫をほどこすのは一回かぎりの動作ではなく、

過去から未来にかけて何度となく繰り返されるであろう動作である。ここの

「ほどこす」は一回一回の動作を時間軸の中で特定の時点に位置づけるもので

はなく、恒常的な事態を表すものである。このような恒常的な非限界的な動作

を表す際、日本語ではテアル形式を使用して動詞を有標の形にする。それに対

し、中国語の動作動詞はそれ自身が継続相であるため、時間軸のどの点を見て

も常にその状況下にあるような恒常的な事態を表す際に無標の“動詞のゼロ形

式”が用いられている。

4.2　A2型：存在描写型テアル構文

　A2型の存在描写型テアル構文は、ある行為の結果もたらされる、対象の何ら

かの状態が視覚可能な形で存続していることを記述するものである。このよう

なテアル形は中国語にすると“動詞+在＋場所”や“動詞+有”、“有”に対応して

いた。まずはテアル形が中国語の“動詞+在＋場所”に相当する例文を挙げる。
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(２再掲)　今は七、八種類の料理が黒板に書いてある。肉の炒め物、鳥肉

とナッツの辛味炒め、木耳と肉の炒め物、皿盛りの前菜、それにビール

まである。（『遥かなる大地』）

　 现在呢，七八种炒菜写在黑板上，过油肉，宫爆肉丁，木须肉，大拼盘，

啤酒也有。（《插队的故事》）

⑽ 　みな花柄の上着を着て､ 花柄のズボンをはいている｡ まるで藍色やナ

ツメ色の布地の上に､ 一年中の花をみな縫いつけてあるようだ｡ (『車

椅子の上の夢』)

　 她们都穿着花袄花裤，好像把一年四季的花都挂在身上那些深蓝的、枣红

的洋布上了。（《轮椅上的梦》）

例文⑵と⑽は「七、八種類の料理が黒板にある」、「一年中の花が布地の上に

ある」というように、テアル形を用いて目の前の「ある空間にある事物が位置

している」という状態を述べている。そして、単に可視的な事物（「料理」「花」）

が具体的な場所（「黒板」「布地」）に存在することを記述するだけでなく、「料

理が黒板に書いてある」「花が服に縫い付けてある」のように、文全体として

事物の存在にスポットライトを当てている。事物がどのように具体的な場所に

存在しているのか、存在の様態を描写するような文である。

例文⑵と⑽は中国語の対訳では“動詞＋在＋場所”の形が取られており、こ

れは木村(2002)で所在文と呼ばれるものである。所在文とは、“動詞＋在＋場

所”の形で、ある既知の対象や事物に関して、それが「ある空間に位置してい

る」という状態を述べ立て、空間所在を表すものである。例文(2)と(10)では

「七、八種類の料理」「一年中の花」が既知の事物で、「黒板」や「藍色やナツ

メ色の布地」が空間所在の場所である。“動詞＋在＋場所”の形で、「対象・事

物が場所にある」ということを述べている。

このタイプのテアル構文に対して、「場所に対象・事物がある」ということ

を述べ立てる場合、中国語では“動詞+有”または“有”が用いられる。以下は

テアル形が中国語の“動詞＋有” または“有”に相当する用例である。

(３再掲)「ですから、あなたに相談してと思って、そのままにして置きま
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した。黒い雨に打たれたことが書いてあるんですもの。」（『黒い雨』）

　 “想跟你商量一下，所以把它撂下来了。因为上面写有挨黑雨浇的情况。”

（《黑雨》）

⑾ 　研究室独特の薬品臭い冷んやりしたにおいが顔を打って来た｡ 窓際に

机と椅子が置いてある｡ 曾根は窓を開けて風を入れるとそこに坐った｡  

(『あした来る人』)

　 研究室里特有的药味带着一股凉气扑面而来。窗边安有桌椅，曾根推开窗

扇坐下。（《情系明天》）

⑿ 　｢うん、地図の解説を書いてるの｡ ほら､ 地図を買うと小冊子みたい

なのがついてるでしょう？町の説明とか､ 人口とか､ 名所とかについて

いろいろ書いてあるやつ｡｣（『ノルウェイの森』）

　 “呃，写地图解说词。知道吧，买地图时不是附带一份小册子么？上面有

城镇的说明，有人口和名胜的介绍等等。”（《挪威的森林》）

例文⑶・⑾・⑿は、既知の空間において話し手が発話時時点に初めて「黒い

雨に打たれたこと」、「机と椅子」あるいは「町の説明など」を知覚したことを

述べるものである。「黒い雨に打たれたこと」、「机と椅子」、「町の説明など」は、

話し手が発話時時点の「その時、その場」で初めてそのものの存在を知り得た

事物である。このような可視的な非既知の対象や事物の「存在」を表す文は、

中国語では“動詞＋有”または“有”の形がとられていた７）。木村（2002）は、こ

のような“有”構文を「時空間存在文」と呼び、時空間における非既知の事物の

「存在」を「今」「ここ」で示そうとするものであると説明している。非既知の

事物の存在を言い立てる“動詞＋有”の文は、既知の事物が文頭に立つ“動詞＋

在＋場所”の文とは対照的な構造をとる。“動詞＋有”は「非既知の事物」を、“動

詞＋在＋場所”は「場所」をそれぞれ取り立てる文である。

本節に挙げたテアル構文とA1型テアル構文の異なる点は、A2型テアル構文

の存在対象や事物（⑵「七、八種類の料理」・⑽「一年中の花」・⑾「机と椅子」）

や、存在場所（⑵「黒板」・⑽「布地」・⑾「窓際」）がいずれも可視的で、具

体的なことである。中国語では可視的な対象や事物が具体的な場所に存在する



九
〇

（
91
）

テアル構文との対照にみる中国語の存在表現

ことを述べ立てる場合、“動詞＋在＋場所”もしくは“動詞＋有”、“有”の形が

とられる。日本語では事物の既知・非既知の対立にかかわらず、同一のテアル

構文を用いることができるのに対し、中国語は非既知の対象の存在と既知の対

象の空間所在を差異化するということを確認できた。

4.3　B1型：場面描写型テアル構文

　B1型の場面描写型テアル構文は、ある行為の結果もたらされる、対象の何ら

かの状態が、基準時においても引き続き存在していることを描写する構文であ

る。このタイプのテアル構文は中国語の“動詞+着”に対応していた。例文は以

下のとおりである。

(４再掲)「ええ、でも、別れ別れに暮して来たのよ。東京へ売られて行く

時、あの人がたった一人見送ってくれた。一番古い日記の一番初めに、

そのことが書いてあるわ。」（『雪国』）

　 “嗯。不过，我们是分开生活的呀，我被卖到东京时，只有他一个人来给

我送行。我最早的一本日记开头就记着这件事。”（《雪国》）

⒀ 　何回ものやりとりで、ボロボロになってしまった「OTOHIRO印刷」

の封筒。今でも、大切にしまってある。（『五体不満足』）

　 那个印有“乙洋印刷公司”字样的大信封，因为多次使用，变得皱巴巴的。

直到今天，我仍然珍藏着。（《五体不满足》）

⒁ 　「あたしの家に猿が二匹飼ってあるのよ、だからまアちゃんが好き

だったら、一匹分けて上げようと思うの。どう？まアちゃんは猿が 好

きじゃない？」（『痴人の愛』）

　 “我家里养着两只猴子哟。要是你喜欢，我就分给你一只。怎么样？你不

喜欢猴子吗？”（《痴人之爱》）

例文⑷ではテアル構文の形で、発話時以前に成立した「書く」という動作結

果の状態が、発話時においても継続して存在することが表されている。同様に、

例文⒀と⒁は発話時以前に成立していた「大切にしまう」や「飼う」という動

作の結果が発話時現在において「今も大切にしまっている」、「今も飼っている」
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というように、引き続き存在していることを表す。ここに区分した例文のテア

ル形はいずれも、動作が進行していることを表すテイル形に置き換えが可能な

ものであった。このように発話時以前の動作の結果あるいは発話時以前から始

まった動作が発話時まで続いていることを表す場合、テアル形は中国語の“動

詞＋着”に対応していた。A2型のテアル構文と区別される点は、知覚可能な「事

物の存在」の描写でなく、「発話時以前から継続して行われている動作」や「発

話時以前の動作の結果」に言及する点である。ただし、以下のような、A2型

のテアル構文で見た“動詞＋有”と互換性をもつような用例もあった。

⒂ 　院子の西の耳房に住んでいる海おばあさんの部屋に､ 古い紫檀の柱時

計があったっけ。上のほうには貝殻か、渦巻きのような飾り模様が彫っ

てある」｡ 振り子のところの小さなガラス戸には楕円形の琺瑯がついて

いて、黄色いバラの花がある｡（『鐘鼓楼』）

　 他知道，同院西耳房里的海奶奶屋里，有一架紫檀木外壳的老式挂钟，上

方雕着类似蚌壳、卷涡的装饰性图案，下方挡住钟摆的小门上，嵌着一块

椭圆型的珐琅，上面绘有一枝嫩黄的洋玫瑰。（《钟鼓楼》）

⒃ 　そこに蒲団がしかれてある。うすあかりの中で、一番手前に平吉は入

りこんだ。（『雁の寺』）

　那里铺着棉被，在微弱光亮中，平吉钻进了跟前第一个棉被里。（《雁寺》）

例文⒂は「古い紫檀の置き時計」に「貝殻か、渦巻きのような飾り模様が彫っ

てある」、例文⒃は「そこ」に「布団がしかれてある」という目の前の可視的

な状況を描写する文であり、これらは前節でみた“動詞＋有”への置き換えが

可能であるように思われる。“動詞＋有”と“動詞＋着”はどちらも発話現場で

の観察を表すことができる。

一般に、小説などの地の文では、時間の流れにしたがって、事態が発生した

順に示されることが多いとされる８）。日本語の過去形をはじめとする動詞の完

全相（Perfective）は語り手が作中の人物について観察して述べ立てるという視

点をとる。これに対し、テイル形やテアル形のような不完全相（Imperfective）

が用いられたときは、作中人物の移ろい行く思考や視点を動的に描写すること
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が可能となる。例文⒂と⒃はいずれも“動詞＋有”に置き換えが可能であるが、

“動詞＋着”の形をとることで、物語のなかに入り込み、時間の流れの中で事態

の存続を捉えるような描写が可能となっている。たとえば、例文⒂では話し手

はまず「おばあさんの家にあった古い紫檀の置き時計」を想起し、それから「置

き時計の上のほうにある模様」、次いで「置き時計の振り子の小さなガラス戸」

を想起している。もし話し手が現場にいるとすれば、話し手の視線の移ろいを

感じさせる描写方法となっている。例文⒃も、物語中の話し手の視線はまず

「部屋に蒲団」にあり、その次に「一番手前の布団に平吉が入りこんだ」とい

う事象を捉えている。ここでは、「一番手前の布団に平吉が入りこんだ」とい

う出来事を述べるのが主眼で、「そこに蒲団がしかれてある」というのは出来

事が発生した背景を描くものである。前節でみたA2型の存在描写型テアル構

文が、事物の存在様態を描写する構文であるのに対し、B1型の場面描写型テア

ル構文は、ある出来事の背景を描こうとするものである、という違いがある。

ある出来事が発生した背景を描こうとするテアル形の性質は、中国語では“動

詞＋着”が担うものであると考えた。

4.4　B2型：行為描写型テアル構文

最後にB2型のテアル構文の対応関係を確認する。行為描写型テアル構文は、

ある行為の結果が基準時及び、それ以降において何らかの有効性を示すことを

表す。このようなテアル構文は中国語では“動詞+了”や“動詞＋过 ”に対応し

ていた。例文は次のとおりである。

（５再掲）この数冊の日記に､ 君への思いのたけが記してある｡ もちろん

恨み言も含めて｡ それにしても君はいつになったら､ この日記を読んで

くれるのだろう｡（『ああ、人間よ』）

　 这几本日记就记下了我对你的思念和关切，当然也有怨恨。什么时候，你

愿意看看我的这些日记呢？（《人啊，人》）

⒄ 　「アルコールだよ。苦味丁幾から抽出したんだ。局方のシロップも混

入されてある。」（『黒い雨』）
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　 “是酒精，是从苦味酊健胃剂里提取的。还加了一些当药用的糖浆。”（《黑

雨》）

⒅ 　第二の問題は、日常活動の確立である。どんな仕事でもその成果は、

一つひとつのきめ細かな活動を積みあげてからとられるものだ。劉少奇

同志の報告では、この問題が述べてある。（『鄧小平文選１』）

　 第二个问题，建立经常工作。一切工作的成绩，都是由一点一滴的细致工

作积累起来的。刘少奇同志的报告里讲了这个问题。（《邓小平文选第一卷》）

例文⑸の「記してある」は発話時以前に「記す」という動作が発生し、その

結果「君への思いを記した日記」が発話時現在においても引き続き有効性をも

つことを示している。例文⒄の「入れてある」、例文⒅の「述べてある」も同

様に、発話時以前に「入れる」、「述べる」という動作が発生し、その動作の結

果である「シロップが入ったアルコール」、「この問題を述べたこと」が発話時

現在においても継続して有効性をもつことを示すものである。このタイプのテ

アル構文においては目の前にある知覚可能な「事物の存在」は問題にされてお

らず、発話時以前から行われた行為の結果が基準時において効力をもつという

ことが示されている。「記してある」、「入れてある」、「述べてある」がそれぞ

れ「記している」、「入れている」、「述べている」のようにテイル形への置き換

えが可能であることからも、静的な「事物の存在」を描写するものではなく、

テアル形の中でも動作性が高いタイプであると言える。

木村（2002）において、”着”は話し手にとって発話時あるいはある特定の

参照時に、ある状況や事物が存在することを示す、「リアルな空間領域にコト

とモノを定位する」標識であると考えられている。それに対し、“了”は話し

手にとって発話時あるいはある特定の参照時に、動作がすでに実現済みである

ことを示す、「リアルな時間領域にコトとモノを定位する」標識であることが

指摘されている。例文⒄と⒅において動作の結果が視覚可能な形で存続してい

ないことは、“了”が「時間領域にモノとコトを定位する」表現であるためだ

と考えられる。行為描写型テアル構文のなかには、例⑸や以下の例⒆のように、

動作の結果が視覚可能な形で存在する場合もある。しかしながら、本節に区分
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したテアル構文は、B1型のように「空間領域にコトとモノを定位」しようとす

るものではなく、主眼はあくまでも「髪をとかす」や「お化粧を直す」という

動作が発話時において「すでに実現済み」であることを示すことにある。動作

を時間領域に定位する場合、中国語では“動詞＋了”のアスペクト表現が選択

される。

⒆ 　藤岡さんがあらわれた。もちろん髪はとかしてあって、お化粧も奇麗

に直してある。(田中雅美「赤い靴探偵団」）

　(藤冈小姐出现了。当然头发梳好了，妆也漂亮地补好了。）

また、“動詞＋了”以外に、テアル形が中国語の“動詞＋过 ”に相当する用例

も見られた。これもやはりある動作が発話時において「すでに実現済み」であ

ることを示そうとするものである。例文を以下に挙げる。

⒇ 　彼女はいちばん上の一房をとって僕に手わたしてくれた｡ ｢それ洗っ

てあるから食べられるわよ。｣（『ノルウェイの森』）

　她取出最上头的一串递给我：“已经洗过，吃好了。”（《挪威的森林》）

ここのテアル形も「時間領域にモノとコトを定位する」ものであり、例文⒇

の「洗ってある」は、「洗う」という動作が発話時以前の成立し、そのことが

時間領域の時点に位置づけられることを示している。ある動作が発話時以前に

成立し、さらに話し手がその動作の一部始終を把握しているような場合、中国

語では“動詞＋过 ”が用いられていた。

本節に区分した例文はいずれも動作主が明確であるという特徴ももつもので

あった。たとえば、例文⑸の「記した」の動作主は「話し手」であり、例文⒅

の「述べた」の動作主は「劉少奇同志」、例文⒇の「洗った」の動作主は「話

し手（僕）」である。ある事態を動きとして捉えて表現するためには、通常話

し手がその動作の関与者として動作が行われたようすを把握していることが求

められる。本節のテアル構文で動作主が明確であることからも、このタイプの

テアル構文と“動詞＋了”の文は、動作が成立した事実に文の意味的重点を置

く表現であることがわかる。
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５．おわりに

本稿では、テアル構文に相当する中国語表現について、コーパス分析によっ

て考察をおこなった。その結果、テアル形が「時間の流れによって変化しない

事態の存在」を示す場合においては、中国語では“動詞のゼロ形式”で表現され、

「可視的な対象や事物が具体的な場所に存在することを述べ立てる」テアル構

文は、中国語で“動詞＋在＋場所”もしくは“動詞＋有”の形がとられることが

わかった。また、時間の流れの中で「空間領域にコトとモノを定位する」テア

ル構文は中国語では“動詞+着”、「時間領域にモノとコトを定位する」テアル構

文は“動作+了”あるいは“動詞＋过 ”にそれぞれ対応していた。このことは両言

語における構文表現の異なりを示すものである。日本語では「時間の流れに

よって変化しない事態の存在」を示す場合も、「目の前の可視的な事物の存在

を描写する」場合も、さらに「空間領域や時間領域にコトとモノを定位する」

場合も、すべて一つの構文で表現することができる。それに対し、中国語では

その事態の存在を時間領域に定位するか否か、あるいは空間所在の言及に重き

を置くか、動作の実現に焦点をあてるかで、それぞれ異なるアスペクトが選択

されることがわかった。テアル構文と中国語の存在表現の対応関係を以下の表

にまとめる。

表３　テアル構文と中国語の存在表現の対応

テアル構文の種類 意味特徴 中国語の表現方法

事態存在型
時間的な流れによって変化しない事態
の存在を表す。

動詞のゼロ形式

存在描写型
時間の流れの中で可視的な対象や事物
が具体的な場所に存在すあることを表
す。

動詞＋在＋場所
動詞＋有、有

場面描写型
時間の流れの中で空間領域にコトとモ
ノを定位する。

動詞＋着

行為描写型
時間の流れの中で時間領域にコトとモ
ノを定位する。

動詞＋了
動詞＋过
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注

１）范方莲（1963）は以下の例をあげて、“了”と“着”の互換性について論じている。

　　ⅰ．院子里栽着好些花。

　　ⅱ．院子里栽了好些花。

 島津（2014）は以下の例をあげ、“着”が用いられる文は、ある場所における存

在物の具体的な状態を述べるものであり、一方“了”が用いられる文は動的事態

の生起を述べるものであると分析している。

 ⅲ．墙上挂了幅画。→墙上我挂了幅画。

 ⅳ．墙上挂着幅画。→＊墙上我挂着幅画。（＊は非文であることを表す。）

２) 『精選版 日本国語大辞典』の「てある」の項目には、「「て」と「あり」との結

びつきは上代からあり、その「あり」には存在の本義が認められる。」との記

述がある。テアル形は近世後期の江戸語から、「衣が干してある」のように、

動作・作用の状態の存続を表す言い方として用いられるようになったという。

存在を表す「アル」から「テアル」への形態的な文法化については、日野（2001）、

金水（2006）に詳しい。

３） 益岡（1987）は、対象の状態存続が問題となる性質を「対象指向性」と呼んで

いる。益岡（1987）はこの「対象指向性」について、A型が最も典型的にこの性

質を持ち、B1型にも一定程度認められるが、B2型には欠如しているとしている。

４） ここでいう有効性とは、行為をおこなったことが基準時において効力をもつと

いうことである。

５） 益岡（1987）は「行為指向性」は、行為の結果を問題にするのではなく、行為

自体にある程度重きが置かれることを示すものであると考えた。例えば、「そ

れで、京都府警に鑑識をたのんであるの。」(山村美紗「ガラスの棺」）（益岡

1987：225(29)）では、「たのんだ」という行為の結果が基準時の効力をもつと

いうことを示すだけで、対象の何らかの状態が基準時に存続するかどうかとい

うことは問題にされていない。

６） 益岡（1987）は以下の例文を挙げて、テアル表現と存在動詞アルを用いた存在

表現が等位接続できることに言及している。
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　　　 飾り棚にはドイツ製の置時計があり、青銅の馬と、シュールな陶器の花器が

おいてあった。(曽野綾子『二十一歳の父』)

 また、杉村（1995、1996）においても「ガ～テアル」構文は「情景描写文」の

一種で、対象がどのように「ある」のかを述べた表現であり、意味的に本動詞

の「アル」に近接するとしている。

７） “有”構文と“動詞＋有”構文の違いについて言及した先行研究には黄利斌（2017）

がある。黄利斌（2017）は“桌上有一本书。”（机の上に本がある。）と“桌上放

有一本书。”（机の上に本が置いてある。）という二つの文について、“桌上有一

本书。”は本の存在だけを述べているが（本がどのような状態で存在しているか

は言及しない）、“桌上放有一本书。”という文においては、本は散らかっている

状態で存在しているのではなく、「置いた」状態で存在しているというニュアン

スが含まれると述べている。本稿では、“有”構文と“動詞＋有”構文をともに非既

知の事物の存在を言い立てる「時空間存在文」とみなし、区別しない。

８） 小説などの地の文での表現効果については、日本語記述文法研究会（2007：

133-134）の記述を参考にした。
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