
　　　　　　　二つの動作の同時進行を表す構文について

　　　　　　　　一日本語と中国語の対照の視点から一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樹【i澄枝

　　　　　　　　　　　　　　　　要旨

動作の同時進行を表す日本語の“V1ながらV2”構文に対応する中国語の

表現を調べた。同時進行を表すマーカーとしては、①“一迄V1－・迦V　2”構文、

②“V1着V　2”構文、③“～的吋候”節の先行、④副詞の順に多く用いられ

ていた。しかし、同時進行を特定するR一かをとらぬ例のほうが多く、その場合、

複文あるいは連動式という構文を用いる例が多い。“一一一Lis　V　1－一迄V　2”構文

は二つの動作の同時進行を表すという点では“VlながらV2”構文と共通す

るが、VlV2の動作の主体が異なる場合や、VlV2を入れ替えられる場合

があるという点では相違する。一方、“V1着V2”構文はVlV2が1動作

として認識される点、またV1が静態でも可能であり、その場合は動作の結果

の持続を表すという点で“V1ながらV　2”構文とは対応しない。

［キーワードユ同時進行、V1ながらV2、一迫V　1一迄V　2、　V　1着V2

1　はじめに

　“V1ながらV2”構文（以下、ながら構…文と略す）は2つの動作の同時進

行を表す構文として初級の学習項目中に位置する。一方、中国語で2つの動作

の同時進行を表す構文としては、初級用テキスト『修訂中国語下』（1987）を例に

とれば、まず“一一迄V1一迄V　2”構文（以下、一迄構文と略す）…（a）、次に

“V1着V　2”構文（以下、着構文と略す）…⑤の2種類の構文が出ている。

（a）中秋市晩上，全家人在一起，一迦吃月併，一迄賞月。（月餅を食べながら）

（b）丁力的娼娼笑着杁外面遊来了。（笑いながら）

（a）・（b）は、日本語ではながら構文を用いて訳すことができる。

　安藤（1996）は、中国語母語話者が同時進行をどうとらえ、どのような表現

型を用いるかということを、漫画の1コマを用いたstory－tellingの方法によっ

て調査したものだが、被験者の産出した文には一迦構文が高い率で現れるとい

う結果が示されている。そこで、次の2点に関して追究したいと考えた。

（1）ながら構文は中国語のどのような表現に対応しているのか

（2）予想される構文に一迫構文・着構文があり、どちらも2つの動作を同時に

行うことを表す。この2つの構文の意味上の、また用法上の差異はどのような
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点にあり、ながら構文との対応はいかなるものであるのか の2点である。

2　調査の方法

以下に掲げる対訳テキストを用い、ながら構文に対応する中国語の表現の用例を、

また逆に一迦構文・着構文に対応する目本語の表現の用例を調べ考察した。

　　『ガラスのうさぎ』（1977）高木敏子金の星社

　　r破璃免子』（1993）彰克巽徐小英才青隼大学出版社…r破』

　　『生きている兵隊』（1973）石川達三新潮文庫

　　『活着的士兵』　（1987）紳庚安　欧希林　昆含出版社…『活』

次いで、このように得た考察結果について、1目本語作品に対応する2種類の

訳本を比較し、確認を試みた。以下のテキストである。

　　『窓ぎわのトットちゃん』（1984）黒柳徹子講談社文庫

　　『宙迄的阿御』　（1983）隊喜儒　徐前　少年JL童出版社…『宙A』

　　『宙迄的小姑娘』　（1983）朱濠　湖南少年JL童出版社…『蜜B』

　また2つの構文について考察を進める過程において、中国語の小説・新聞等

から得た例をも用いた。出典の詳細については後述する。

3　考察の前提

3・1　ながら構文について

　森田（1980）による「ながら」の分析では、表す意味に「逆接」と「同時進

行」とがあるが、ここでは後者のみを扱うこととし、以下を考察の前提とする。

1VlV2の表す動作の主体は同一である。

　医者は患者の経過を見ながら処方を出した。

　＊医者は患者の経過を見ながら、薬剤師が処方を出した。

2VIV2は意味上等価に扱われない。　V1の表す動作を主、V2の動作を

副次的なものとして扱う発想であるとしてとらえる。従って、文意を変えない

という条件のもとでV1とV2とを入れ替えることはできない。

　私はアニメの主題歌を子守り歌がわりに聞きながら育った。

　＊私は育ちながら、アニメの主題歌を子守り歌がわりに聞いた。

次の例はV1とV2を入れ替えても文としては成立するが、主たる動作という

点で文意に差が生じてしまい、等価とはならない。よって交替は不可とする・

　朝はだいたい新聞を読みながら食事をします。
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　朝はだいたい食事をしながら新聞を読みます。

3・2　一迦構文・着構文について

　呂叔湘（1980＞では一迄構文は2種以上の動作の同時進行を表す。

　他一迄悦着活，一迫枚拾工具　（話しながら道具を片づけるている）

着構文は連動式とされ、VlV2の意味関係は次のように分類される。

a）2つの動作の同時進行を表す。V1はV　2の方式と理解できるものがある。

　悦着看了我一眼　（言いながら私をちらっと見た）

b）V1とV2の間にはある種の手段と目的の関係がある。

　忙着准各出友　　忙しく出発の準備をする）

c）V1がまさに進行中にV　2の動作が起きる。

　想着想着笑了起来　（考えているうちに笑いだしてしまった）

本稿で比較の対象とするのは、一迄構文及び着構文のa）の用法である。こ

の2つの構文は、次に挙げる例のように類似した意をもつ場合がある。

　冬冬一迄招着笈条一・迫説：“…我再給休上”　『上海』

　冬冬把着炭条悦：“…我再給休上”　『作例』　（時計のネジを巻きながら言う）

4　ながら構文の訳出について

　　テキスト中のながら構文の訳出に当たっては、一迫構文を用いている例よりも

　“着”を用いた構文をとる例のほうが数量的にはほぼ2倍の多きに上っている。

　表1　a　“着”を用いたもの　41

　　　　　b　一迦構1文　　　　　　　19　（一方面V1一方面V2）1

　　　　　cその他　　　　　　　43

　　　　　　　　　計　　　　　104

aは着構文そのものではない。aは更に次のように下位分類できる。

　表2　①　V1着V　2構文（即ち着構文）　　11

　　　　②V1着，　V2　　　　20
　　　　③V2（，）V1着　　　v　3

　　　　④V1着（，）V2着　　　 7　　計41
このように一迄構文は用例全体の20％を占め、着構文は10％と殊のほか少

1ないことが分かる。数量的には多いcの内訳は次の通りである。

　表3　1）連動式　　　　　3　2）複文　　　　　　23

　　　　3）　“的吋候”　　　3　　4）副詞“同吋1’“井”　2
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　　　5）品詞の変更など　　8　　6）意訳　　　　　3

　　　7）2文に分ける　　　1　　　　　　　　　　　　計43　注（1）

2っの動作が同時進行していることをはっきりと示すマーかとなるのは3）4）で

あるが、量的には少ない。多くの例は・トかを用いず、1）の連動式や2）の複文

を用いるものである。これはV1が［＋持続］義である場合、Vlが持続し更

にV2が生起することを示せば、同時進行を示すマーかを特にとらなくとも結果

的にはVIV2が同時に進行する意を表すことができると見られる。このこと

は表2において、「a“着”を用いたもの」の内訳が結局連動式と複文とに収

束していることとも重なってくる。膠着語である目本語は、文節末・文末で文

の切れ続き、折れ曲がり方をそのつど明示する要があるが、孤立語である中国

語は分句と分句との関係を示すマーかをもつ場合もあり、もたぬ場合もある。

　以上が（1）への解となる。覧扱った用例数は少ないものの、得た結果は一般的

なものと見なせるのではないか。それは、目本語と中国語対照研究会編（1977）

の「ながら」に対応する用例35例においても、複文の形をとるものが最も多

く、連動式と品詞の変更がそれに次ぐという傾向があることからも伺われる。

　次に（2）に掲げたように、一迦構文・着構文に焦点を当てる。

5　各構文の用例と特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　（

5・1　着構文

1）一ノト美軍土兵揺着手和我搭活『破』　（手を振りながら）

2）中析翻洋袴着手槍，…，晃劫着肩膀走Ei来『活』　　（肩をゆすりながら）

3）全体士兵…在黒暗中摸索着登上了那些船『活』　　（足場を探りながら）

この構文は先に挙げた呂叔湘分類の「V1はV　2の方法を表す」という用法と

理解できる。動作主体に対してV2の表す動作が主要な動作であり、“着”が

後置するVlは主たる動作V2に伴って同時に進行している付帯状況的動作で

ある。従って、VlV2は1動作としてとらえられる。例えば次の例は、

4）高食硬禅着靖起来『上海』　（手をっきながら立ち上がった）

5）那青年惨叫着倒遊了水地里『活』（うめきながら池の中に倒れ）

動作主体「高念」は瞠着」という状態で「靖起来」する。r那青年」は「惨

叫着」という状態で「倒違了」する。VlV2は1動作として捉えられており、

また、V1とV2を入れ替えることもできない。換言すればV　1はV2の付帯

状況を表す修飾的要素である。
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　VlV2の動作の主体は同一であり、また、主たる動作はV2であり、Vl

とV2とを入れ替えられないという点ではながら構文と共通している。南

（1993）は、ながら構文は構造的には修飾構造の様態関係に属し、そこで表

現されるものごとの状態・属性・動作の様子・動作の仕方・全体的な感じなど

のさらに詳しい描写に関係する要素の中に包括されると述べているが、この点

も類似する。しかし着構文ではVlV2が1動作としてとらえられているのに

対し、ながら構文は同時進行する2つの動作としてとらえる点で相違する。

5・2　ながら構文に対応しない着構文の例

6）我…，便帯着自己的奈西回家了『破』　（荷物を持って）

7）母来累累地拉着我的手逮祥悦『破』　（しっかりとわたしの手をとって）

8）今天好像也是背着況重的行李走了一天似的『破』　（荷物を背負って）

9）地挑着両介空桶去井迄了『破』　（から桶を2っさげて）

これらのV1はいずれも静態の動詞注（2）であることが特徴的であり、動作の進

行ではなく状態の持続を表している。日本語の場合と比較してみると、

［動作の進行］腰掛けながら「ああしんど」と言った。

［状態の持続］腰掛けて新聞を読む。

ながら構文はVlに動作動詞をとり動作の進行を表す。瞬間動詞の場合は動作

の反復を表す。動作の進行ではなく、動作の結果の状態が持続している一例え

ば「腰掛ける」という動作が終わり、その状態が持続している合には“V1て

V2”構文を用い、並行動作即ち「V　1した状態でV2する」の意を表す。

しかるに中国語においてはその動詞が静態の動詞である場合も、先に挙げた例

のように動作の方式・状況を表す着構文でか㌔できると思われる。即ち、

10）小姐和客人面対面坐着喝酒『上海』

11）祝月妙着菜回美念菜譜『上海』

10）は「坐」という動作の進行一座ろうとしている動作の途中ではなく、動作

が終わり「座っている」状態を表す。静態の動詞であり、状態の持続を表す。

目本語では「座りながら」ではなく、「座って酒を飲む」と表現する。注（3）一

方、11）は　「妙」は動態の動詞であり、動作の進行を表している。日本語では

「妙めながら」と表現する。この認識の差が中国人初級日本語学習者による「私

は立ちながら煙草を吸いました」式の誤用と関連している可能性もあろう。

5・3　一辺構文
12）近藤…一迄擦拭着ヒ首上的血遊，一・迄筒単地悦明情況『活』　（拭きながら）

・27・



13）片山玄澄一迄焼火倣坂，一迄回想起不久前的ゑ裁，　『活』　（飯を炊きながら）

14）出来的人迦孔結皮帯迫向等待的人伯狡黙地笑笑，　『活』　（締め直しながら）

15）我一迫異，一迄…掌出削錯筆的小刀，i汗始折花『破」　（泣きながら）

いずれの例もVlV2とも動態動詞であり、動詞の表す2つの動作が同時に行

われている。着構文はV1とV2とが1つの動作としてとらえられているが、

一迄構文では2つの動作としてとらえられ、それぞれが別個に、かっ同時に進

行していることを表している。

16）一ノト枚扱費的入，鞠着躬通這一脹単子『上海』　（お辞儀をしながら）

17）高食一迦鞠躬，一迄急忙伸手幕祝月搬箱子『上海』　（お舌≒犠をしながら）

16）は例えば「っっ立ったまま手渡す」のではなく、ていねいに「頭を下げる」

という状態で「領収書を手渡す」という1つの動作としてとらえており、17）

は「お辞儀をする」一方では「急いで手を差し伸べて箱を運ぶのを手伝う」と

いう別個の動作を並行して行っているととらえている。かように、一迄構文は

動作のとらえ方という点ではながら構文に対応する点がある。

5・4　ながら構文に対応しない一辺構文

18）“…”大夫一一迄悦，一迄往太阻穴中塞菊棉『破』　（そう言って）

19）　“…”我一迄悦，一迄貸憤之扱，眼泪往下悼『破』　（言っているうちに）

　原文ではながら構文を用いてはいない。日本語の原文通りの解釈では、18）

は「言った後で綿を詰め込む」のであり、19）は「言うことによって（触発さ

れてそれに伴って）しだいに感清がたかぶっていく」というように前後件の動

作の生起の状況には差異がある。しかし、中国語の訳文では同じ一迄構文をと

っている。これには訳出上の問題もあろうが、一迦構文における“動作の同時

進行”とはいかなるものであるのかについて、次節で更に考察する。

5・5　一迄構文と着構文について

　以上見てきたように、一迄構文は2つの動作が2つながら進行していること

を表すことに主眼があり、2つの動作が必ずしも厳密に同一時点に重なり合う

ことまでは意味しない。次の例は、

20）他一迄自言自浩地鄭嘆着，一迫高巣得呵呵笑着『風』　触り言を言いながら）

21）他也一麸所着心挑，一迫生『地対自己悦『坦娯』　（心臓の鼓動を聞きながら）

20）も21）も2つの動作は厳密に言えば同一時点で共起することができず・そ

の生起には時間的なズレがある。しかし、話題としたトキ（時点に対し、やや

幅があるとしてこう表現した）において、確かに2つの動作が存在している・
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それを同時進行ととらえるのが一迄構文である。また、“同時進行する”2つ

の動作は必ずしも同一の場で起きるわけではなく、次例は場を共有していない。

22）姥一迄在工r干活，一迦在日沼学校学刀日屠

23）地一・迫当蛭理，一一Lh倣母来

22）では「工場で働く」ことと「目本語学校で学ぶ」こととは、ともに動作主

の動作であり、マクロ的に見れば同一時期における動作であるが、厳密に見れば

時間的にも空間的にも共起しえない。23）も同様に、「社長をつとめる」ことと

「母親である」こととは、厳密にはその場は使い分けられているはずで、同一

の場で共起するという性質のものではない。これらの例では動作主の行う2つ

の動作がある時期ともに存在していること、動作主の異なる側面における2つ

の動作を表している。そして、このようなあり方で共起する動作は2つに限ら

ず、次の例のように2つ以上の動作が“同時進行する”ことも可能である。

24）小朋友都来了，一迫吃，一一迄栓，一迫装，一迄義，一迄城『蠣蝶』

この例では子供たちが「（ナツメを）食べる・拾う・しまいこむ・捜す・大声

で叫ぶ」という動作を同時に、或いは時間差をもって行っているのである。

　以上のように、一迄構文は2つ（以上）の動作がともに進行していることを

表すことに主眼がある。これに対して、着構文は2つの動作を包括して1つの

動作としてとらえており、時を共有し、場を共有し、動作主体をも共有する。

25＞我母素慢慢地蒙着美睡着了

この例では「蒙着美」（布団を頭からかぶる）という動作が「慢慢地」（しだいに）

に修飾されているのではなく、「蒙着美睡着了」（布団をかぶって眠った）という

1動作としてとらえたウゴキとして修飾を受けている。慢漫地」が直接修飾

しているのは着構文での主要な動詞V2の方である。

　また、一一迦構文と着構文とが一文中に共起することもある。

26）杁后排座位下来的釜釜迄回答着迄拾着背包叫母女看『晩振』

27）木匠偵吃完…，一迄用草捌着牙，一迦与主人悦着活来到地美『板』

ともに一遊構文を主とし、26）では「回答着」J（返事をする）、　「捨着背包叫母

女看」（リュックをぶらさげて妻と娘に見せる）を、27）では「用草易1着牙」（草

のきれっぱしで歯をせせる）、　「与主人悦着活来到地美」　（主人と話をしっっ畦までや

って来る）を一辿構文の同時進行の項としてとらえている。つまり、着構文で

ある「捨着背包叫母女看」、　「与主人悦着活来到地美」は1動作としての扱い

を受けていることの証左と言えよう。

．29・



28）毎↑地区的人，穿着…民族衣裳，排着臥迫走迄舞『上海』

29）傅抱着核子揺晃，手里又挙着鵠迄揺核子迄看『中年』’

これらは着構文が主になっている。28）では「排着臥迦走迄鋤は「排着臥」

例を作る・並ぶ）という状況下で随走迦舞」（前にと進みながら踊る）と2つの

動作を同時進行しているのであり、29）は「手里又挙着君」（本を手にもつ）と

いう状況下で「迫揺核子迄看」（子供をゆすりながら本を読む）と2つの動作を同

時進行しているのである。

　以上のように着構文はこれを1動作としてとらえ、しかもV1が表す状態の

もとでV2が行われるという意を表すため、　VIV2を入れ替えることができな

い。これに対して一一迄構文は並列関係の複文であるときはVIV2を入れ替え

られる場合があるという。

　　核子M－一一Lis跳一迄唱　　（踊りながら歌う）　　該子伯一迄唱一一迦跳

　　他異着悦　　（泣きながら言う）　　　　　　　＊　他悦着実

　ただし、王弘宇（1997）によれば、一迄構文が単純に並列関係の複文の場合

はVIV2の入れ替えが可能だが、意味的にVIV2が前後関係・因果関係など

をなす場合には項の入れ替えができないという。今回扱った例には該当例がな

かったため、この点については確認できなかった。改めて考察の対象としたい。

　呂叔湘は一迄構文のVIV2の動作主体が異なる例も挙げている。

　　休一迄悦，我一迄氾　　　（あなたが話し、私が書く）

ながら構文は2つの動詞の表す動作の主体は同一であり、2つの動作が同時に

進行する。2つの動作が同時に進行するという点では、一迄構文に対応しうる

が、2つの動作の主体が同一であるという点では相違している・また・ながら

構文は先に挙げたように、構造的には修飾構造のうちの様態関係であり、述部

を修飾する成分である。かたや一迄構文は並列関係であって偏正関係ではない

という構造上の差異がある。ながら構文は修飾構造であるので・VIV2の入れ

替えができないという点も一迄構文とは異なるところである。

　また、動詞の性質の面からいうと、着構文のV1は静態の動詞をとれるtlS－一一

迄構文の方は扱った例の範囲ではVIV2ともに動態の動詞であった・一方・

ながら構文はV1に動作動詞をとり、状態の持続を表す動詞をとらない・

　以上、用例の分析を通じての考察を述べた。

6　総括と今後の課題
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6・1　用例分析結果の総括

（1）調査したテキストにおいてはながら構文に対応する中国語の表現としては、

用例中の約70％が特に同時進行を表すマ功一をとることなく、連動式複文を用

いることで結果的に同時進行を表していた。同時進行を表すマーカーとしては一迫

構文、着構文、“的吋候”節の先行、副詞によるものの順で用いられていた。

（2）一　一迄構文、着構文について　一

一迦構文はある場面において主体が2つの動作をともに行っていることを示し、

着構文はV2の表す動作が主たる動作であり、V1はV2の動作の状況・方式

などを示す成分として付帯状況的に機能し、1動作として扱われる。

　着構文のVIV2は同一時点で切り取ったとき、ともに生起しているが、一

迄構文におけるVIV2は広義では同時に進行していると言い得るが、同一時

点・同一の場において共起しているとは限らない。

　ながら構文は構造的に修飾関係にあるという点では着構文と類似しているが、

VIV2を2つの動作としてとらえ、それが同時に進行していることを表すとい

う意味においては一一迦構文に類似する面がある。

6・2　訳出に際しての問題と今後の課題

　以上の結果について、更に『窓ぎわのトットちゃん』原文に対応する中国語

訳文2種を用いて考察した。2に出典を挙げた通り、これら2種の訳本は同一

の発行年であり、一方が他方を参考にしたとは考えにくい。そこで原文の訳出

に際して、中国人の発想ではいかなる構文を用いて表現するのかを探ることを

目途とした。

（i）ながら構文の原文に対し、『窓A』『窓B』ともに一池構文をとるもの

侮）ながら構文の原文に対し、『窓A』『窓B』ともに着構文をとるもの

（血）『窓A』『窓B』の一方が一迄構文、他方が着構文と相違しているもの

上のそれぞれに当てはまるVIV2の主なものを挙げる。

（i）坐下＝同　　牧票＝回答　　走＝想　　鉋＝叫，城　　下台険，走下台防＝想，

考慮　　干，探＝回答，答道

洪活　悦笑，淡槍＝疇，吃

＝向，同道　　想，思索≒脱，悦道　　笑＝悦　　異＝賊

（i）　目丁，礁＝悦　　笑＝悦，答道　　擁，撫＝悦　　貼，掌＝躇

拉＝胞去　　提，掌＝上屯牟，坐　　提，掌＝回家　　提＝去

眼泪＝寓升，揮手走去，揮手走出去　　摸，抗摸＝悦

奨＝同，想所　　契，抹眼泪＝走　　吃＝聯着天，

唱＝画　悦，耕＝晃着美，晃劫脳袋　　　逸，，挑逸

拉＝鉋到

　　　揺，撰＝悦　契，流

穿・踏上，要遊低＝悦
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　上の例から（i）の一迫構文のVIV2に入る動詞は具体的な動作の進行を表

しており、（iti）の着構文のV1に入る動詞は具体的な動作の進行を表すものも、

動作の結果が持続していることを表すものもあることが分かる。「笑」（笑う）

「携，掬（かく）などはV2「悦」（言う）が行われるときに付帯状況として伴

っている別の動作を表しており、「穿」（着る）「低」（低くする）などはV2が行

われるときに付帯状況として伴っている状態（ある動作の結果としての状態）

を表している。後者の意味は一迄構文では表し得ないということが、また、こ

の点において、ながら構文とは対応しないことが確認される。

　以上から入り得る動詞の性質は、進行を表すか、結果を表すかという点にか

かわっており、郭鋭（1993）のいう“動詞の過程構造の三要素”即ち起点・

終点・続段の有無・強弱と密接にかかわっている。郭はVendlerの分類を参

考に、この三要素の相対性による動詞の分類を試み、動詞の性質は動詞の過程

構造の三つの核心である状態・動作・変化という概念によって規定されると論

じている。しかし、日本語における動詞の分類とは必ずしも一致しない。この

点を踏まえて2種の構文に入る動詞の類にっいて、また、H本語との対応につ

いて考察を進めたい。

（ii）　聯嘆着按上牟来＝一迦上牟一迦悦　　跳着大声減＝一迦鐘一迦城

　　　弾着鋼琴，大声説＝一迦弾鋼琴一迦大声地悦

　　　望着漆黒的奈冑外面回’1乙着＝一迦看一迦想

これら一迫構文・着構文に通用の例のV1に入る動詞はみな動作の進行を表し

ている。しかし動作の進行を表す動詞であれば通用に用いられるわけでは勿論

なく、前節で述べたように着構文の特徴は2つの動作を1つの動作として見倣

し得る点にあり、V1をV2の付帯状況（方法であるとか、状況であるとか）

として見なせるかという両者の関連性にかかわると思われる。次の例は、

30）　（お弁当の時間には）いろんな話をしながら喰べていい。

一迄聯着天，一一迄慢慢吃『歯A』　　　　6

一迄吃坂一迄随便排活『宙B』

31）駅の階般をトントンと降りながら真剣に考えて、こういうことにすることに決めた・

一一kh下台険，一迦想座該憲広亦『歯A』

一迄在心里仔細地考慮解決亦法，一迫鐙鐙地走下靖台的台険『宙B』

ながら構文ではV2が主たる動作であるが、2つの動詞の順が2種の訳文で異

なっている。2つの動作が並列の関係にある場合、一迄構文ではVIV2を入
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れ替えても文意に差が生じないということの1例となろうが、（i）の中でこの

2例以外はVIV2の順は原文どおりであった。2例のみがなぜ逆転している

のか、先に挙げた王の指摘を踏まえ、一迄構文のVIV2の関係についての考

察を今後の課題としたい。さらに、とりわけ日本語と中国語の動詞の性質の違

いを対照し、動詞の表す動作への認知の違いが文法面にどのように反映してい

るかの考察につなげたいと考える。

【注】（1）連動式・複文について本稿では次の定義に基づいている

達劫式：逮是一稚吉杓夏奈的句式，共同的特点是：劫1和劫2朕系同一介施劫者，中同不能停

頓『八百洞』　　夏句：両介或両介以上的単句按照某秒遷輯朕系組合一起，成カー介較夏朶的

句子，逮秤叫倣夏句。夏句内部的各介単句叫分句。島真（1988）『筒明宴用双屠漕法』

（2）状恣劫洞是静恣的，而劫作劫洞是劫恣的。李旛定（1990）『現代測吾劫洞』

（3）柏木成明（1988）『「ながら」小考』にも指摘があるが、明治の小説には状態の持続の

「な溺ら」の例がある。本稿は現代の用法を対象とし、この種の旧来の用法は対象外とした。
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