
中国語進行相形式の教え方について

朱　継征

　動詞前の“在”と動詞後の“着”については、中国　　それぞれが文中で使われる位地によって、前後の文脈

語の文法学界で論争されてきて久しい。“在”が進行　　で伝達の焦点（「ストレスがかけられる部分」）が、ど

を表し、“着”は進行を表さず、状態を表すだけであ　　のように異なっているかを基準にして“在”“着”の「進

るという説もあるし、また“着”が進行を表し、“在”　　行相」表現形式としての差異を認めることも、理にか

は進行を表さず、状態を表すだけであるという説もあ　　なった推論と言える。

る。さらに、両方共進行を表すという説もあるが、そ

の違いはまだ明確にされていない。つまり、学者の諸

説がまちまちで学習者はどの説に従ったらよいのか分　　目　　次

からない。一部の教材には問いと答えのやり取りの中

で両者の誤用例が載せられているほどである。　　　　　　1．はじめに

　本文では次のように指摘する。意味論から言うと、

“在”と“着”は両方共、文法範躊でのいわゆる「進行」　　2．先行研究

を表す表現形式とみなすことができるが、その内実は　　　2．1．呂叔湘（1980）（その1）

異なっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1，呂叔湘（1980）（その2）

　“着”は動詞とともに「進行相」を表現する。動詞　　　2．2，仇志群（1981）

と共起することによって表現する「進行相」とは、「動　　　2．3．刻月隼（1983）

作・作用開始後に時間の経過に伴って動作・作用にな　　　2．4．金奉民（1991）

んらかの変化が生じる過程」を認知する仕方のことで　　　2．5．木村英樹（1982）

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．6．藤堂明保・相原茂（1985）

副詞“在”は動作・作用と連動して生じる「動作関連　　　　2．7．隊淑梅（1996）

要素に生じる変化」を「進行相」とともに認知するこ　　　2．8．王学群（2007）

とにより、文で叙述される「出来事が事実となったと

規定される時点」（叙述時点）での『事実の現状』を　　　3．問題点

表現する。従って、“在”は必ず「進行相」を表現す

るものの、その意味（認知〉の焦点は動作・作用には　　　4．分析方法とその考察結果

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1．“在”が表現する認知の焦点

　本文でとりあげる、「動作・作用と連動して変化を　　　　4．1．1．動作の主体

生じる動作関連要素」とは、動作の主体（4．1．1）、動　　　　4．1．2．動作の受け手

作の受け手（4．12）、動作・作用の参与者（4．1．3．）、　　　　4．1．3．動作・作用の参与者

動作が行われる場所（4．1。4）、動作の方式・手段　　　　4．L4，動作が事実化される場所

（4．1．5）、動作の結果（4．1。6）である。　　　　　　　　　　4．1．5．動作の方式・手段

上記の仮説は、発話音声の観察結果からも裏づけとな　　　4．2．　“着1”が動詞述語と共起して表す「進行相」

る言語事実をあげることができる。“在”を用いる文　　　　　とその周辺

では、動作・作用の関連要素を表す文成分にストレス　　　　4，2ユ．「起動相」に影響した「動作関連要素」

がかかるのに対して、“着”を用いる文では、常に動作・　　　　4．2．2．「進行相」に影響した「動作関連要素」

作用展開過程の「進行過程」を表す文成分にストレス　　　　4．2．3．「完了相」に影響した「動作関連要素」

がかかる。従来の諸学説に従えば、文中のストレスが　　　4．3．焦点の移動による意味的相違

かかる部分と、発話者が意図している『伝達のための

焦点』は常に合致する。　　　　　　　　　　　　　　　5，まとめ

　また、通常の発話では、発話時点で意識される伝達

の焦点は「表現する事態を言語形式で捉える時点での

認知の焦点」と重なるのが常である。すなわち「際立っ　　1．はじめに

ていると認知された事態」は通常、「最も知らせたい

情報」でもある。従って、“在”と“着”を「進行相」　　　一部の中国語教科書には、以下のような会話文が見

を表す2種類の表現形式と捉える本文の立場に立てば、　られる。
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　（1）Q：弥伯在折什ム咀？　（何を聞いている　③‘在后不能用介洞‘杁’，‘正、正在’不限。C在

　　の？〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の後ろには介詞’ムペ　を用いられない。‘正、正在

　　＊A：我伯所着中国音尿呪。　　　　　　　　　　　　はかまわない。）

　　（正解）：我伯在所中国音尿呪。　　　　　　　　　　　◇紅日正杁地平銭升起◇紅日正在杁地平銭升起

　　　　　（中国音楽をきいているんだよ。）　　　　　　　（ちょうど赤い太陽が地平線から昇るところだ　＊

　②　Q：弥蛸着看什ム鳴？　　　　　　　　　　　　　　紅日在杁地平銭升起）

　　　　　（横になって何を見ているの？）　　　　④‘在可表示反夏違行或長期持繍‘正、正在不能。

　　＊A：我看着日文扱鳴。　　　　　　　　　　　　　　C在’は反復して進行すること、または長期にわた

　　（正解）：我在看日文扱呪。　　　　　　　　　　　　る持続を表すことができる。‘正、正在’は不可。〉

　　　　　（日本の新聞を見ているんだよ。）　　　　　　　◇鍾常在考慮（常に考えている）◇一直在等待（ずっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と待ち続けている〉◇＊径常正く正在〉注意◇＊一

　例文（1×2）のAのような答え方は、母国語話者の日常　　　直正く正在〉考慮（pp．598－599）

の語感では的はずれである。それは“在”“着”の文

法的使い分けと意味的相違がまだ十分に明らかにされ　　21．呂叔湘（1980）（その2）

ていないことに起因する、誤用例と考えられる。　　　　　　［董］：【助詞】表示劫志的助洞，緊接劫洞、形容洞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　之后。幼洞、形容洞和‘着’的中向不能加入任何成分。

2．先行研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（動相を表す助詞。動詞、形容詞の後ろに付く。動詞、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形容詞と　‘着’の問にはいかなる要素も入れない。）

2」．呂叔湘（1980）（その1＞　　　　　　　　　　　①表示劫作正在遊行。用在劫洞后。幼洞前可加副洞

圃：【副詞】＝正在。磁”と同じ。）　　正在証在拘末常有‘呪’。（①動作が今進行
　◇紅旗～瓢易（赤旗がひるがえっている）◇火牟～　　　　していることを表す。動詞の後ろに用いる。動詞の

竜奔（汽車が飛ぶように走っている）◇吋代～前遊（時　　　前に副詞‘正、在、正在’を付けられる。文末に普

代は進歩している）◇夙～吼，弓～叫，黄河～庖曄（風　　　通’呪’を置く。）

がうなり、馬が噺き、黄河が炮障している）（μ572＞（中　　　◇人伯跳～，唱～（人々は踊ったり歌ったりしてい

略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る）◇娼娼漢～信，股上露出高異的神色（母は手紙

　“正在”：【副詞】表示幼作在遊行中或状恣在持鎮中。　　　を読んでいるうちに、顔に喜びの表情があふれた）

（動作が進行中である、または状態が持続しているこ　　　◇雪正下～呪（今、雪が降っている〉◇他伯正牙～

とを表す。〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会呪（彼らは今、会議中だ）◇一場激烈的付槍正在

　正在＋劫／形（“正在”＋動詞／形容詞）　　　　　　　　送行～（白熱した討論が行われている）

　◇我伯～前違（我々は前進している）◇現在～升会　　　本文では、この“着”を“着1”とし、進行相の表

　（今ちょうど会議中だ）◇同学伯～准各考試（学生　　現形式とする。

　たちは試験勉強をしているところだ）◇一給虹日～　　②表示状恣的持鎮。可用在劫洞、形容洞后。劫洞、形

　杁地平銭上升起（赤い太陽が今まさに地平線を昇り　　　容洞前不能加‘正、在、正在’。　（②状態の持続を

　つつある）◇老張～忙（張さんは今ちょうど忙しい）　　　表す。動詞、形容詞の後ろに用いる。動詞、形容詞

　◇速度～慢下来（今スピードが落ちてきているとこ　　　の前に‘正、在、正在を付けられない。）

　うだ）◇臥伍～一天天壮大起来（部隊は日に日に強　　　　◇口升～咀（ドアがあいている）比較：他正升～口

　大になっている）◇小芳～不高巣，姐姐遊来把始帯　　　呪（彼はドアを開けているところだ）◇他穿～一身

　走了（芳ちゃんがぐずっているところへ、お姉さん　　　新衣服（彼は新しい服を着ている〉比較：他正穿～

　が入ってきて連れていった）（中略）　　　　　　　　　　衣服呪（彼は今、服を着ている）◇夜深了，屋里的

［比較］正：在：正在　表示幼作遊行或状恣持躾的意　　　灯却込亮～（夜がふけたのに部屋の灯りはまだつい

　思基本相同。（動作の進行或いは持続の意味を表す　　　　ている）

　点では基本的に意味は同じ。〉　　　　　　　　　　　　　本文では、この“着”を“着3”とし、「持続相」

①‘正’着重指吋向，‘在着重指状恋，‘正在既指　の表現形式とする。

　吋同又指状恣。C正’は時間を指すことに重点があ　　　　…以下、存在文の箇所省略。（本文では“着2”と

　る。‘在’は状態を指すことに重点がある。‘正在’　　して、「残存相」の表現形式とする）

　は時間をも状態をも指す。）

②‘正’后不能用劫洞的単鈍形式／在、正在’不限。（‘正’　2．2．仇志群（1981）

　は後ろに動詞の単純形を用いられない。‘在、正在’　　　“在＋V”句有寺口的描写作用，常用来描写事物或

　はかまわない。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　劫作的情状。…井列的“V＋着”作滑沼，杓成一和“描

　◇我伯在付槍◇我伯正在付槍◇我佃正付恰着呪　　絵句”，…C在＋V”という文は特に描写の役割を持っ

　（我々は討論中だ　＊我伯正付槍〉　　　　　　　　　　ており、常に物事或いは動作の状況の描写に用いられ
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る。…並列の「V＋着」が述語として一種の「描写文」　　　テゴリーとして用いられ、“在”は外部規定で、構

を構成する。…）（pp，117－118）（後略）　　　　　　　　　文論レベルのカテゴリーちして出来事全体の時間構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造を表す。

2．3．文ll月隼（1983）　　　　　　　　　　　　　　　h．“V着”と“在（…）V”の重なり合う部分は、

　“在”的作用在干叙述幼作的遊行，而不是描写。…“着”　　　主に文の述語に用いられる用法の中の「動作の継続」

的作用主要在干描写，…（“在”の役割は動作の進行　　　である。

を叙述することであって、描写ではない。…“着”の　　ih．“v着”と“在（…）v”は動詞の類と関係する。

役割は主として描写にある。〉（p．230＞　　　　　　　　　　“在（…）V”は動作動詞に集中しているのに対して、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“V着”は動きの少ない動詞、または「」付着・取

2．4．金奉民（1991）　　　　　　　　　　　　　　　　り付け・接触」などの意味特徴のある動詞が多用さ

　“在”表示“遊行”。“着”不表示“遊行”，“着”是“状　　　れている。特に動作動詞以外の場合、例文から見れ

恋”的林志。“着”的活法意又只有一介，即表明“状恣”。　　　ば“在（…＞V”より“V着”のほうが多く見られ

（“在”は「進行」を表す。“着”は「進行」を表さない。　　る。

“着”は「状態」の印である。……“着”の文法的意　　iv．“V着”と“在（…）V”は役割分担が異なる。

味はただ一つだけであり、即ち「状態」を表すことで　　　つまり、両者は重なり合うところを持ち合いながら、

ある。）（p．26＞　　　　　　　　　　　　　　　　　自分自身の守備範囲を持っているのである。重なり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合う部分にも意味的な相違が見られる（p．90－91）。

2．5．木村英樹（1982）

　…“着”は、動作・作用が既に実現し、而も未だ実　　3．問題点

現し終えず、まさに現実の世界（時には眼前）にいま

立ち現れている状態のままのあり方、言い換えれば持　　　昌叔湘（1980＞では、“在”と“着”の相違につい

続のままのあり方において捉えられたことを示す、す　　ては全然触れていない。

なわち持続のアスペクトの形式である。…“着”は動　　　刻月隼（1983）と仇志群（1981）は逆のことを言っ

作・作用そのもののあり方・姿を問題にし、“在”は　　ている。このような矛盾から、“描写”と“叙述”を“在”

全体的一としての動作・作用と基準時との時間的相対　　　“着”を制約する要因として見なすことが適切では

関係を問題にするものである（pp．30－34）。木村は「進　　ないことが分かる。なぜなら、“描写”と“叙述”の

行」という用語を避けて、「持続のアスペクト」の形　　定義、相違をはっきりさせていないからである。

式として“着”を位置づけるが、本文では「進行相」「持　　　　金奉民（1991）では、“着表示劫作正在遊行”とい

続相」を異なる動相として区別して考察する。　　　　　う昌叔湘（1980）の定説と異なる主張をしているが、“遊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行”と“状恣”の概念の異同については、十分な説明

2．6．藤堂明保・相原茂（1985）　　　　　　　　　　　がなされていない。

　“在V”は「主語が，どういう種類の動作・作用を　　　“描写”“叙述”、“遊行”“状恣”などの概念は、文

しているのかを，話し手が認定・判断し，それを説明　　法学者によってその解釈は様々であるが、“在”と“着”

する」のです。…「彼は何をしているの」という疑問　　の文法的使い分けを制約する要因・構文環境がまだ体

文では，まさに「どういう（種類の）動作・作用」を　　系的にはっきりと示されていないのは、このような学

しているのかが問題になっているわけで，…“V着”　　説において、明確な定義つけがなされていないためと

を使った言い方はしません。　　　　　　　　　　　　考えられる。

　“着”はアスペクト表現ですから，Vの様態やすが　　　また、本文での「事実の現状」という概念は、一部、

たがどうであるか，Vのさまを凝視して描写するので　　木村の「全体一としての動作・作用と基準時との時間

す。「何をしているか」という動作の種類ではなく，　　的相対関係」という概念と通ずる部分があると予想さ

どんなふうにしているかというVのすがた（相）に関　　れる。ただ、木村説には用例解釈が挙げられていない

心を向けた言い方です（pp．76－77）。　　　　　　　　　ので、詳細は不明である。

27．隊淑梅（1996）　　　　　　　　　　　　　　　4．分析方法とその考察結果

　文頭の（IX2）のAのような現象に関しては、その問題

は「聞き手」と「答え手」の表現意図の違いによって、　　　本文では、副詞“在”は動作・作用と連動して生じ

会話の焦点のずれが生じてしまっている点にあると指　　る「動作関連要素の変化」を「進行相」とともに認知

摘している（p．85）。　　　　　　　　　　　　　　　　することにより、文で叙述される「出来事が事実となっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たと規定される時点」（叙述時点）での「事実の現状』

2．8．王学群（2007）　　　　　　　　　　　　　　　　を表現する形式と考える。

i．“着”は内部規定で、アスペクトの形態論的なカ　　「動作関連要素」とは、動作の主体、受け手、対象、
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方式、場所、結果、方向などを指す。一方、“着1”　　　（5）Q：是塵蛆実呪，込是小竺契呪？

が動詞と共起することによって表現する「進行相」と　　　　　　　（虎姉さんが泣いているの？それとも蘭さ

は、「動作・作用開始後に時間の経過に伴って動作・　　　　　　　んが泣いているの？）

作用になんらかの変化が生じる過程」を認知の仕方の　　　　A1：（是）塵塑在実幌。

ことである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虎姉が泣いているんだ。）

　“着”は進行・残存・持続という三種類の動相形式　　　　＊A2：（是）虎姐契着呪。

として使われるが、“在”が持続・残存相形式として

使われることはない。よって、“在”と“着”の相違　　　一一方、例文（3×4）のA2の表現がノー一・マークの応答

について論ずる場合は、まず持続・残存相を除外すべ　　表現として使われる文脈（＝疑問文）は次のようなも

きである。本文では、進行相形式としての“在”と“着”　　のである。ただし、いずれも“込”を加えて、発話時

だけを考察対象とする。　　　　　　　　　　　　　　　点の現況への関心を強調した方が応答表現としては、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より安定感が増す。

4．1．“在”が表現する認知の焦点

　まず、“在”と“着”を含まない疑問文で問いかけて、　　（3’）Q：虎姐不契了叫？

その焦点の当て方によって、“在”と“着”がどうい　　　　　　　（虎姉さんはもう泣き止んだ？）

うふうに選択されるのか、と検討する。ただし、『事　　　（4’）Q：小圭唱完了喝？

実の現状』の叙述時点は通常の場合（つまり時点を指　　　　　　　　（蘭さんは歌い終わった？）

定する表現形式がマークされていない場合〉、発話時　　　　　　　小差不唱了唱？

点に一致するものとするという前提のもとで、“呪”　　　　　　（蘭さんはもう歌っていない？）

によって「発話時点の現況」への関心を表現している

用例を考察の対象とする。また、疑問詞疑問文に対す　　　例文（3×4）A2に共通して見られる表現の焦点は、動

る応答は、その疑問詞に対する答えに焦点を当てて答　　作・作用が完了したかしなかったか、という疑問の焦

えることになるので、この節では凝問詞を用いて「動　　点に対して、「完了していない、即ち継続中である」

作関連要素」を尋ねる疑問詞疑問文に対する応答文を　　という動作の展開過程を事実と認定する答えかたをし

分析する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていることであり、この認知の仕方は「進行相」表現

　また、発話の音声上の現象として、通常は焦点とな　　形式そのものの意味である。

る文成分（疑問文の疑問詞・応答文の疑問詞に対する　　　㈲A2の表現がノーマークの応答表現として使われ

回答を表す形式）にストレスがかかる。そこでまず、　　る文脈（＝疑問文）は、次のようなものである。しか

母国語話者としての筆者の語感に基づいてそのストレ　　し、文頭の“是”を削除しなければならない。さらに

スがかかる文成分を下線で示すとともに、焦点が当た　　また、“込”を加えて、発話時点の現況への関心を強

る「動作関連要素」の種類ごとに用例分析を進めてい　　調したほうがより応答文らしい表現になる。
く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5’）Q：虎姐已径不契了咀？

4，1．1，動作の主体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虎姉さんはもう泣いていないでしょの

　（3）Q：進実呪？（誰が泣いているの？）　　　　　　　　A2：虎姐込実着呪。

　　A1：虎紐在実咀。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（虎姉さんはまだ泣いているよ。）

　　　　　（虎姉さんが泣いているんだよ。）

　＊A2：虎姐契着呪。　　　　　　　　　　　　　　　　4．1．2．動作の受け手

　（4）Q：進唱歌曙？　（誰が歌っているの？）　　　　　　（6）Q：休写什ム呪？（何を書いているの？）

　　A1：態在唱歌咤。　　　　　　　　　　　　　　　　　A1：我在旦作』二鳴。

　　　　　（蘭さんが歌っているんだよ。）　　　　　　　　　　　　（宿題を書いているんだよ。）

　＊A2：小差唱着歌呪。　　　　　　　　　　　　　　　　＊A2：我写着作並呪。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）Q：弥我准呪？　（誰を探しているのP）

　例文（3×4）のQの場合、疑問文の焦点となる“准”は　　　　Al：我在桟小李呪。

いずれも「動作関連要素」の一つ、動作主体として動　　　　　　　（李さんを探しているんだよ。）

作・作用と関わるものである。この動作の主体に焦点　　　　＊A2：我我着小李呪。

を当てて答える場合には、「～が」という動作主をそ

の認知の領域からはずしている“着”は使うことがで　　　例文（6×7）のQの“什ム”、“准”はいずれも「動作関

きない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連要素」の一つ、動作の受け手として動作・作用に関

　動作主を選択する疑問文に対しての応答文でも“在”　　わるものである。この動作の受け手に焦点を当てて答

のみが用いられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　える場合には、“在”しか使えない。
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　また、「動作の受け手を列挙した選択疑問文」に対　　るときには必ず存在せねばならない「動作主以外の有

する応答文でも“在”しか使えない。　　　　　　　　　意志の存在」〉を表している。この動作の参与者に焦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点を当てて、かつ動作・作用の「進行過程」を表そう

　（8）Q：弥是写小逸呪，込是写刷本呪？　　　　　　とすると“着”は使えず、“在”を使わねばならない。

　　　　　（小説を書いているの？それとも脚本を書　　　一方、例文（9×1①のA2の表現がノー・マークの応答

　　　　　いているの？）　　　　　　　　　　　・　　表現として使われる文脈は次のようなものである。動

　　Al：我在強呪。（小説を書いているんだ。〉　　作・作用の主体や動作・作用の受け手が、述語動詞と

　＊A2：我写越呪。　　　　　　　　　　　　　　「第一次格関係」を結ぶ名詞で表されるのに対して、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動作・作用の参与者は「第二次格関係（他の文法形式

　一方、例文く6×7）のA2の表現がノー・マークの応答　　との結合が必要）」にある。従って、“着”を用いた応

表現として使われる文脈（＝疑問文）は次のようなも　　答文でも通常、介詞構造（給～）が省略されずに残る。

のである。疑問文に“込”を加えて発話時点の現況へ

の関心を強調すること、及び反語表現により現在の現　　　（9り　Q：我不是辻休給老師写信喝？恋ム込没写！？

況を問い詰めることにより、応答表現には動作の「進　　　　　　　　（先生に手紙を書くように言ったでしょ？

行過程」のみを認知の焦点として表現する“着”の使　　　　　　　どうしてまだ書かないのP）

用が促される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Q：快給老師写信曜1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（早く先生に手紙を書きなさい！　）

（6’）Q：我早就辻祢写作並了？祢念ム込不写？！　　　　（10’）Q：都到家f］口了，急ム」　不遊屋呪？

　　　　　（とっくに宿題を書くように言ったでしょ。　　　　　　（もう門の前に着いたのに、どうして家の

　　　　　どうしてまだ書いていないの？）　　　　　　　　　　　中に入らないの？）

（7’）Q：我辻祢我小李，急ム込不我？！（在打手机吋）

　　　　　（李さんを探すように言ったのに、どうし　　　これらの先行文脈にはともに「動作・作用の開始を

　　　　　てまだ探さないのだ？）　　　　　　　　　促す」という文脈意義（「前後の表現に意味的影響力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝共起制限をかけられる機能」）が含まれていること、

　これらの疑問文に応答しようとする場合、動作の受　　従って、実は伝達の焦点はく動作・作用の過程変化〉

け手を表す目的語はしばしば省略されることも、動作　　ではなく、＜動作・作用が事実化したかどうか（発話

が進行中であるかないかのみが意味の焦点とされてい　　時点での現況では現実化したかどうか）〉にあること

ることを示す。また、これらの応答文に“在”を用い　　が推察できる。それに対し、応答文は“着”を用いて

ると的はずれな印象を強く与える。　　　　　　　　　　〈現況を描写あるいは説明〉する伝達意図をもつと考

例文（8）A2の表現がノーマークの応答表現として使わ　　hえる。

れる文脈にも同様な特徴がある。　　　　　　　　　　　　また、これらの応答文に“在”を用いると的はずれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な印象を強く与える。

（8’）Q：大家都写小悦，弥憲ム不写？

　　　　　（みんな小説を書くのに君はなぜ書かない　　4．1．4．動作が事実化される場所

　　　　　のだ？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳　Q：祢在唖L上学呪？

　　A2：我也写着（小悦）咤。（僕も書いているよ。）　　　　　　　（どこで勉強しているの？＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1：我在北太上学呪。

4．1．3．動作・作用の参与者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北京大学で勉強しているんだよ。）

　（9）Q：弥麩写信呪？　　　　　　　　　　　　　　　＊A2：我在北大上着学呪。

　　　　　（誰に手紙を書いているの？）　　　　　　　　吻　Q：仕ム地方輿西瓜呪？

　　A1：我在塗老唖写信呪。　　　　　　　　　　　　　　　　　（どこで西瓜を売っているの？）

　　　　　（先生に書いているんだよ。）　　　　　　　　　　A1：且由血動上在奨西瓜呪。

　＊A2：我給老師写着信陀。　　　　　　　　　　　　　　　　　（自由市場で売っているよ。）

　qσ｝Q：剛才伽眼准悦活泥？　　　　　　　　　　　　　＊A2：自由市場上妻着西瓜呪。

　　　　　（今誰と話していたの？＞

　　A1：我在」懸昼悦活呪。　　　　　　　　　　　　　構文上、例文（1）Qの“在邸几”は文法成分としては

　　　　　（近所の人と話していたんだよ。）　　　　　　状語であり、例文働Qの“什ム地方”は主語であるが、

　＊A2：我眼郭居悦着活呪。　　　　　　　　　　　　意味的にはいずれも動作が実施される場所である。例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文α1X吻での場所の表現は、その動作・作用が事実になっ

　例文（9XゆのQの場合、疑問文の焦点となる“給准”、　　たと認める時に、その「出来事の背景」として動作・

“眼准”はいずれも動作の参与者（その動作が行われ　　作用と連動して認知される「叙述地点」のである。も
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ともと、叙述地点は叙述時点とともに（言語形式で表　　　本文では「事態相」と名づける：例えば「将然相」

現される、されないに関わらず）、ある動作・作用が　　に対する「将然事態」を表現するかを検討する。具体

行われる場合には、アプリオリに存在している認知可　　例の文脈のなかでは“在”の用法との違いが明確に指

能（時空のスケールで〉なものである。従って、言語　　摘できるからである。

形式で表現される場合、通常は伝達の焦点としてスト

レスがかけられていることが多い。　　　　　　　　　　4．2．1，「起動相」に影響した「動作関連要素」

　そういう言語化された空間に関わる、例文（11X吻の応

答文において“着”は使えず、“在”を使わねばなら　　　㈲　Q：屯影升始演了喝？（映画は始まった？）

ないことも、動作・作用の事実化（行われること）そ　　　　　A：正演着呪，快去把1

のものが焦点になっていない文脈では“在”を用いる、　　　　　　（ちょうどやっているところだよ。早く行っ

という本文の仮説が裏付けられる。　　　　　　　　　　　　　　て！）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹　Q：小明，都几点了？祢葱ム込不升始写作並？

4．1．5．動作の方式・手段　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明さん何時になったと思っているの？ど

　⑬　Q：祢思仕ム筆写信幌？　　　　　　　　　　　　　　　　　うしてまだ宿題をやりはじめないの？）

　　　　　（何で手紙を書いているのア）　　　　　　　　　　　A：正写着呪，弓上就写完了。

　　A1：我在用毛筆写信鳴？　　　　　　　　　　　　　　　　　（今やっているところさ、もうすぐ終わる

　　　　　（筆で書いているんだ。〉　　　　　　　　　　　　　　　よ。）

　＊A2：我用毛筆写着信咀。

　（1の　Q：弥鎚洗衣服呪？　　　　　　　　　　　　　　例文醐のQの場合、「動作の展開された過程」の「起

　　　　　（どうやって洗濯しているの？）　　　　　　　動相」に焦点を当てて質問しているのである。例文㈲

　　A1：我在用洗衣机洗衣服呪？　　　　　　　　　　岡のAの場合、「動作の展開された過程」の「進行相」

　　　　　（洗濯機で洗っているよ。）　　　　　　　　　に焦点を移して答えている。この場合、“着”の使用

　＊A2：我用洗衣机洗着衣服呪。　　　　　　　　　　　が可能になる。

　例文（13X④のQの場合、疑問文の焦点となる“用什ム　　4．2．2．「進行相」に影響した「動作関連要素」

筆”、“悠ム”はいずれも動作の方式・手段を表現する。　　㈱　Q：小李，「長洪活呪，祢所呪喝？

動作・作用の展開過程を走査した場合、その動作がど　　　　　　　（李さん、工場長が話しているんだよ。聞

のような道具を用いるか、どういう方式を用いるかは　　　　　　　いているの？）

当然その展開に連動して認知される動作関連要素であ　　　　　Al：我所着呪。（聞いているよ。〉

る。そこで、本文の仮説は、動作の方式・手段に焦点　　　　？A2：我在所呪。

を当てて進行相を表現するには、“着”は使えず、“在”　　　勧　Q：小明，外辿下没下雨冴2

を使う、という言語事実を説明できるといえる。　　　　　　　　（明さん、外は雨が降っている？）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1：下着呪。（降っているよ。＞

4．2．“着1”が動詞述語と共起して表す「進行相」と　　　　＊A2：在下雨呪。

　　その周辺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A3：没下雨，在下雪咀。

　「将然・起動・進行・完了・残存・持続相」の6つ　　　　　　　（雨は降ってないよ。雪が降っているよ。）

の【動相相関図】において、「進行相」表現形式の“着

1”は、図1のB1からC1までの過程を表し、動詞　　　例文⑱蜷助のQの場合、「動作の展開された過程」の「進

と結びついて「具体的動作・作用が事実化されている　　行相」に焦点を当てて、質問しているのである。剛謁

過程」を表現する。“動相”全体の体系からみるならば、　のA1のように、“着”を用いて、「動作の展開された

“着1”と動詞とが結びついた表現は「進行相」を表　　過程」の「進行相」に焦点を当てて答えられるが、A

すと同時に、動作・作用がすでに始まっている、或い　　　2のように、“在”を用いて、「動作の関連要素」に焦

は動作がまだ終わっていない、という意味も含意する。　点を移して答えることはできない。しかし、なぜ幽の

　そこで、発話された文脈の中で、後続する動詞述語　　A3のように“在”を用いて「動作の関連要素」に焦

（単文内の後続はここではとりあげない：「持続相」参　　点を移すことができたのだろうか、それは“下雪”を

照）が表現する出来事に対して、“着1”と動詞とが　　焦点として際立たせ、“下雨”と対比させるからである。

結びついた表現の表す出来事が「出来事が連なって生　　もちろん、“下雨”と“下雪”は異なる種類の動作・

じる事態としての展開」において、後続出来事とどの　　作用であり、いずれも「動作の関連要素」にもなるか

ような相関関係を有するかを検討する。この相関関係　　　らである。

は“在”の「進行相」表現では表現できない相関関係

である。
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4．2．3．「完了相」に影響した「動作関連要素」　　　　　　　A2：我正在吃呪。

　鰯　Q：屯影都演完了咀？　　　　　　　　　　　　　　　A3：我正在吃着呪。

　　　　　（映画はもう終わった？）　　　　　　　　　　　　A4：我正吃着西瓜泥。＜弥佃別管我了＞

　　　A：込演劃星，現在去，込能看上介尾巴。　　　　　　　A5：我正在吃西瓜呪。

　　　　　（まだやっているよ。今行けば最後のとこ　　　　A6：我正在吃姶密瓜呪。〈西瓜我不吃了〉

　　　　　ろを見られるよ。＞　　　　　　　　　　　　　　　A7：我正在和妨妬一起吃呪。〈我不躁大家一起

　図　Q：祢今天的工作忙完了喝？　　　　　　　　　　　　　　　吃了〉

　　　　　（今日の仕事はまだ終わらない？）　　　　　　　　A8：我正在和妬妬一起吃着呪。＜我不到大家那

　　　A：込忙塞超尼，看来今天回不了家了。　　　　　　　　　　　辿去了〉

　　　　　（まだ忙しいよ。たぶん今日は家に帰れな　　　　A9：我正洗燥呪。〈称伯先吃咀〉

　　　　　いよ。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AlO：我正在洗燥呪。＜等我一会咽＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All：我在洗着燥呪。〈別都吃了，給我留几快几

　例文⑬綱のQの場合、「動作の展開された過程」の「完　　　　　　　呵〉

了相」に焦点を当てて問いかけているのである。卿の

のAのように、「動作の展開された過程」に焦点を当　　　例文岡のAl～A11の場合、文法上“在”と“着”

てて、「進行相」を表現するには“着”の使用が可能　　の置き換えが可能になることもあるし、併用すること

になる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もある。しかし、意味的にはニュアンスが違う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A1の場合、“吃”にストレスがかかる。“着”で“吃”

4、3．焦点の移動による意味的相違　　　　　　　　　　がすでに進行中であるという「動作の展開された過程」

　依頼・命令を断る場合、話し手は自分の意図によっ　　を示している。A2の場合、前文の“吃”と対比させ

て、「動作の展開された過程」或いは「動作の関連要素」　　るために、“在”で同じ種類の動作という後文の“吃”

に焦点を移動することができる。　　　　　　　　　　　を「動作の関連要素」として示している。A3の場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“在”“着”の両方を用いて「動作の展開された過程」

　㈲　R：彰忌，快撤咀1　　　　　　　　　　　　　　と「動作の関連要素」の両方から“吃”に焦点を当て

　　　　　（彰司令官、早く撤退しましょう。）　　　　　る。

　　A1：我笠着主席呪，他不来我不撤。　　　　　　　　　A4～A11のように例文を延長すると、意味的相違

　　　　　（主席を待っているんだ。彼が来るまで撤　　がもっとはっきりと見えてくる。

　　　　　退しない。）　　　　　　　　　　　　　　　〈　　〉の中の後接文が省略されても、前文にはその

　　A2：我在等主席呪，他不来我不撤。　　　　　　　ようなニュアンスが含まれているわけである。

　　A3：我在等着主席曙，他不来我不撤。　　　　　　　A4の場合、“着”で“吃”がすでに進行中である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という「動作の展開された過程」を焦点としているの

　例文岡のA1の場合、“等”と“来”にストレスが　　で、意味的には、「もう食べているよ。私にかまわな

かかる。“着”を用いて、“等”という「動作の展開さ　　いで」という意味を含意する。

れた過程」に焦点を当てて答えているが、意味的には　　　A5の場合、“西瓜”が旧情報となるので、改めて“在”

“来”が実現されるまでに“等”を続けていくという　　で“西瓜”という「動作の関連要素」を焦点として示

強い決心を表現している。　　　　　　　　　　　　　　す必要がない。

　A2の場合、“主席”と“他”にストレスがかかる。“在”　　　A6の場合、前文の“西瓜”と対比させるために、“在”

を用いて、“主席”という「動作の関連要素」に焦点　　　で新情報の“吟密瓜”という「動作の関連要素」を焦

を当てて答えているが、意味的には“主席”の大事さ　　点として示している。「“吟密瓜”（ハミウリ）を食べ

を強調している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているから、“西瓜”はいいよ」という意味を含意する。

　A3の場合、“等”、“主席”、“他”、“来”にストレ　　　A7の場合、前文の“大家”と対比させるために、“在”

スがかかる。「動作の展開された過程」にも「動作の　　で“妨妨”を焦点として示している。「“妨妨”（おば

関連要素」にも同時に焦点を当てて答えているが、意　　あさん）と一・緒に食べているから、みんなと一緒に食

味的には“来”が実現されるまでに“等”を続けてい　　べるのはやめた」という意味を含意する。

くという強い決心と“主席”の大事さを同時に強調し　　　A8の場合、前文と対比させるために、“在”“着”

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を両方用いて、「動作の展開された過程」をも「動作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の関連要素」をも同時に焦点として示している。「妨

　岡　R：小明，大家要吃西瓜了，称快来冴1　　　　　妨と一緒に食べているから、みんなのところには行か

　　　　　（明さんみんなで西瓜を食べるよ。早くお　　ないことにしよう」というニュアンスがある。

　　　　　いで。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　A9の場合、“着”で“洗操”が進行中なので、“小

　　A1：我正吃着呪。　　　　　　　　　　　　　　明”がしばらくこの状態から解放されないことを強調
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する。よって、「どうせ間に合わないから、みなさん　　注1：Q＝question　A＝answer　R＝request

おさきに」というニュアンスがある。

　A10の場合、“小明”が“在”で“洗操”というや

むを得ない事情を説明して、すぐ人の前に出られない

ことを強調するが、しばらくこの状態から解放されな

いことは言っていない。よって、「ちょっと待ってよ」　　〈文献目録〉
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というやむを得ない事情としばらく“洗操”から解放　　　22頁。

されないことを同時に強調する。よって、“小明”が　　荒川清秀1981乱「中国語動詞に見られる幾つかのカテ

みんなと一緒に西瓜を食べることを諦めて、「ちょっ　　　ゴリー⊥『愛知大学文学論

と残しといてね」という後接の文が考えられる。　　　　叢』第67輯，1－25頁。

　依頼を断る場合、主動的立場の答え手は“在”“着”　　荒川清秀1981b．「中国語動詞の意味記述」，『愛知大学

を選択できる。ただし、「動作の関連要素」を焦点と　　　文学論叢』第68輯。
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開された過程」にも同時に焦点を当てて「進行相」を　　　379号，17－21頁。

表現する場合、“在”と“着”を併用する。　　　　　　　隊　　剛1980．「i式槍“着”的用法及其与英浩遊行式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比較⊥　『中国悟文』1期，21－27頁。
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それらの文法的使い分けを制約する要因は次のように　　隊　月明1gga「吋向副洞“在”与“着1”」，『汲語学刀』
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