完了相の教え方について
〜

ｮ

と

〜込t

の文法的使い分けと意味的分析を中心に
朱

継征

【概要】

43コンテクスト、語用論的要因を加えた場合
5．まとめ

動詞の後の

完

と

這

は意味論上（意味的に〉

どちらも動作の完了を表すことができるし、また、こ
れらは文法上に置き換えることができる。このため、
多くの文法学者は

完

と昌五t

1．はじめに

をどちらも動作の完

中国語では、「動詞＋完」或いは「動詞＋近」を用

了を表す動相形式であるとしている。しかし、この両

いて動作の完了を表すことができる。例えば、

者は、文中において置き換えることができない場合も
ある。つまりこの両者は、文法上ある要因によって制
約されており、意味論的にも違いがあることが分かる。

（1）a．我已経打完屯一活了。
（電話はもうかけ終わった。〉

この両者が文法上制約される要因、及び意味論上の相
違点については、まだ詳細に論述したものがないよう

b．我已経打道屯活了。
（電話はもうかけた。）

である。
本研究では次のように指摘する。 〜完 は、線状
過程の（ある）動作の完了を表し、

〜辻

②

は、独立

b．吃近坂，我佃去散歩。

したでき事としての動作の完了を表す。よって、その

（ご飯を食べたら散歩に行こう。）

動作の線状過程を示す要素のある文、或いは脈絡の中
では、 〜完 しか使うことができず、また動作を、
独立したでき事と見なす文、或いは脈絡の中では、 〜
這 しか使えない。その動作の線状過程を示す要素も
なく、独立したでき事を示す要素もない文、或いは脈

絡においてのみ、㌦完

と㌦這

a．吃完坂，我佃去散歩。
（食事が済んだら散歩に行こう。〉

しかし、文法上置き換えられない場合もある。
（3）

（この小説はもうすぐ読み終えるよ。）

を置き換えるこ

＊b．迭本小悦我快看道了。

とができるのである。置き換えができる状況において
も、この両者が動作の完了を表す場合、その暗に含ま
れている意味とそこから派生した意味には、たくさん

㈲＊a．剛才小李来完了。
b．剛才小李来道了。
（さっき李さんが来たよ。〉

の微妙な相違点があるのである。 本稿では、 〜完
と 〜込t が文法上制約される要因およびこの両者の
意味論上の細かい相違点を明らかにする。

例文（3×4）の場合、なぜ

道

は言えるのに

1．はじめに
2．先行研究
3．問題点
4．分析
生1．瞬間動詞との関係
4a継続動詞との関係

〜完

と

換えられないのか。なぜ（3）の場合には

るのに

目次

a．逮本小悦我快看完了。

〜迂

〜完

〜」ゴとが置き
〜完

は言え

は言えないのか、なぜ（4）の場合には

〜

は言えないのか。そして（1＞

（2）のa、bの場合、 〜完 と 〜迂 とは文法上置
き換えられるが、果たして意味的には同じかどうか。
もし違いがあるならば、一体どう違うのか。本稿はこ
れらの問題について考察し、完了相形式としての 〜
完 と 〜這 の文法的使い分けを制約する要因と、
両者の意味的相違を明らかにしたい。

42．1．動作の所要時量を表す状語の場合

422．動作完成の物量を総括する状語の場合

2．先行研究

4．2．3．動作完了の様態を表す状語の場合

424動作完了の難易度を表す状語の場合

2．1．呂叔湘（1980）

4a5，動作完了の将然を表す状語の場合

道

4．26．動作完了の否定を表す状語の場合

427動作完了の可能を表す状語の場合
42＆動作完了の可能を表す補語の場合

：【助詞】表示劫恣的助洞。（動相を表す助詞。＞

①用在劫洞后，表示劫作完隼。遠和劫＋充t

也是

一秤劫結式，但不同干一般劫結式，中向不能描入得、
不 也没有否定的悦法。后面可以帯語『助洞 了 。
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（動詞の後ろに用い、動作が完了したことを表す。

ぶことにする。）

この 動詞＋近 の形は動結形の一種だが、普通の動
結形とは異なる。間に 得、不7を挿入できない。否

定の言い方もない。後ろに語気助詞

了

2．4．朕曉鈴（1986）

をともなえ

冠a表示幼作的完成、結束。近b表示劫作或状恣

る。）

曾軽友生（P48）。

◇吃〜坂再去（食事をすませてから行こう）◇赴

（

到那几，第一場巳径演〜了（駆けつけたときには第一

述a

は動作の完成、結束を表す。

近b

はかつ

て動作が行われ、或いは状態が発生したことを表す。）

場はすでに終わっていた）◇等我向〜了他再告訴弥（彼

に聞いてから、君に知らせるよ＞
②用在劫洞后，表示辻去曾経有迭祥的事情。劫
洞前可加副洞

曾鐙

2．5．刻月隼（1988＞
我伯沿嚢成悦，……把表示径験意又的

。（動詞の後ろに用い「以前その

ような事があった」ことを表す。動詞の前に副詞

道2

曾

径を付けられる。
2
◇遠本小悦我看〜（この小説は読んだことがある）
◇去北京的事他銀我提起〜（彼は北京に行くことを私

称作

近1

，……（P6）。

美t

を

」立

を表す。）

つてこの問題について語り合ったことがある）◇我我
〜他不止一次（彼を訪ねたことは一度にとどまらない）
◇我佃走〜不少地方，就是没有到〜桂林（あちこち行っ
たが、桂林だけは行ったことがない）（p．216）（後略）
完

五t

称作

と呼ぶことにし、完了の意味を表す 充t を 近1
と呼ぶことにする。……）
辻1 表示劫作完結（P7）。（ 近1 は動作の完了

に持ち出したことがある〉◇我イr］曾鋒淡〜遠介向題（か

（

，把表示完牢的

（先行研究に従い、……経験の意味を表す

込t

についての記述はない。一一一筆者注）

3．問題点
本稿では、孔（1986＞に従い、「完了」を表す

を

近1

、「経験」を表す

たt

を

辻2

」ゴ

と呼ぶこ

とにする。
先行研究には、 完 も 辻 も「aspect」助詞と
見なし、完了相の形式として扱うものが少なくない。
しかし、両者の相違について論じたものは少なく、そ

2．2．木村英樹（1982）
一般的且つ基本的なアスペクト論の中で中国語のア
スペクトを論じようとする場合、差し当たって問題に

すべきものは「了」（〜た）、「着」（〜ている）、「起来」（〜

の文法的・意味的相違はまだ明らかにされていない。

始める）、「下去」（〜続ける）、「完」（〜終わる）、「冠」（〜

たことがある）という六種類の形式である（P24−25）。

4．分析

2．3．孔令迭（1986）

本稿では

在現代汲活里，劫恣助洞
劫作完皐
情

，……男一介

込t

有丙介：一介

辻2

」立1

完

と

冠1

を共に動作の完了を表す

「完了相」形式として扱う。「完了相」について詳しく

表示近去曾径有道遠祥的事

，力了称悦的方便，我伯把前者叫倣

者叫倣

表示

説明するために、中国語における

，把后

（P272）。

動相

の全過程の「痕

跡」は、次の【動相相関図】として図解することがで
きる。定義上の「点」は図上でも「点」として表示し、「過

（現代中国語において、動相助詞の

迅ゼは二つある。

程」と「状態」は「実線」或いは「点線」で表示して

一つは「動作の完了を表す」、もう一つは「以前その
ような事があったことを表す」。…便宜上ここでは、

ある。
完 は動作の起動から完了までの「線」状過程の「終

前者を

点」としての「完了相」を表す言語形式であり、これ

道1

と呼ぶことにし、後者を

迂2

と呼

ρC2→完了点

⑫

2将然過程B2−一一一く背景となる〉持続状態一一一一

2

A1一将然過程一B1−一一BB−一進行過程一一C1−一残存状態一一D1
i

i
i

↓
↓
起動点
完了点
↓〈前景となる動作・作用〉↓

／L−・一・一・・・・…一一・一・一…・・一…一・一・・一・・一（＝残存状態の固定点）一・…−

a←一

一一一一一一『一一一一一 ｩ一一一一一一一一一一一一一一一
【動相相関図】
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一一

に対し、

這1 は動作の「起動点」と重なる「完了相」
きない場合もある。次に他の文成分、コンテクスト或
を表す言語形式であると考える。
いは語用論的場面などの要因を付け加えて考察を進め
つまり、【動相相関図】において、動作の起動から
る。
完了までの「線」状過程の「終点」としての「完了点」
C1は「◆」で示し、言語形式としては

完

で表現する。

4．2．1．動作の所要時量を表す状語の場合

これに対し、「起動点」と重なっている「完了点」は
状語として述語動詞を修飾する「時量」（刻月隼
「⑫」で示し、言語形式としては 辻1 で表現する 1988P49）をここで「時量状語」と呼ぶこと1こする・
と考える。

完

と

這1

の相違について論ずる場合、まず「経

験」、「通過」などの意味を表す

充t

あり、本稿では、完了相形式としての
だけを考察の対象とする。

（10）

を除外すべきで

完

と

a．碩士恰文我三年才写完。

（修論を三年間でやっと完成した。）

道1

＊b．碩士槍文我三年才写せ。
a．遠頓晩坂我丙介小吋才吃完。
（二時間もかかって晩ご飯を食べ終えた。）

（11）

4．1．瞬間動詞との関係

＊b．遠頓晩坂我丙↑小吋才吃近。
（12）

（5）a．上午小王来道了。

a．遠本小悦我一天就看完了。

（この小説を一日で読み終えた。）

（午前中王さんが来たよ。）

＊b．遠本小悦我一天就看近了。

＊b．上午小王来完了。
（6）a．剛才我去我辻老王了，他不在家。

例文（10）〜（12）の

（さっき王さんの所へ行ったけど留守だった。）
＊b，剛才我去技完老王了，他不在家。

三年

、

丙介小吋

、

一天

な

どのような状語は、動作が実行されてから完了するま
での所要時間を表すものである。このような時量状語
に修飾されると、動詞の起動から完了までの過程は

時間的幅のない瞬間動詞は事象を「点」としてしか
「線」としてしか捉えられない。この場合、文法上継
捉えられず、その事象の起動進行・完了の過程を「線」
続動詞は 完 と共起できるが、 ぜとは共起でき

としては捉えられない。つまり、図1で示すBという
起動相はCという完了相とほぼ重なっているので、動
作の過程を一つのまとまった「点」として捉えるわけ
である。この場合、例文（5×6）のように、瞬間動詞は

たt

と結合して、動作の完了を表すことができるが、

完

ない。
4．2．2．動作完成の物量を総括する状語の場合
（13）

とは共起できない。
4．2．継続動詞との関係

＊b．

満満的一瓶酒精都蒸友道了。

（14） a．一大禍飯他全都吃完了。
（大釜のご飯を彼は全部食べてしまった。）

（7）a，我打完屯活了。
（電話し終わった。）

＊b．一大鍋坂他全都吃道了。

b．我打辻屯活了。
（電話した。）

（13）（14）の

（8）a，我吃完晩坂了。

満満的一瓶酒精

物量を示すもので、

（晩ご飯を食べ終わった。〉

都

、

全都

、

一大禍坂

などは

などのような状語は、

動作が実行されてから完了するまでの物量を総括する

b．我吃這晩坂了。
（晩ご飯は済んだ。）
（9）

a．満満的一瓶酒精都蒸友完了。

（ビンいっぱいのアルコールが全部蒸発して
しまった。＞

ものである。このような状況語に修飾された場合、動
詞の起動から完了までの過程は「線」として捉えるこ

a．逮本小悦我看完了。

とになる。

（この小説を読み終えた。）

b．遠本小悦我看辻了。

4．2．3．動作完了の様態を表す状語の場合

（この小説を読んだ。）

（15）

文法上

完

と

気t

a．水桶里的水一滴一滴地漏完了。

はいずれも継続動詞と共起でき、

（バケッの水は少しずつ漏れてなくなってし

動作の完了を表すという点においても、意味的相違は

まった。）

それほどないように見える。しかし、実際には他の文

＊b．水桶里的水一滴一滴地漏辻了。

成分、コンテクスト、語用論的要因等によって、構文

上継続動詞は

完

或いは

元t

（16＞

の一方としか共起で

一21一

a．他随快地牧拾完行李，就出口几了。

（彼は大急ぎで荷物をまとめると出かけて

いった。）
＊b．他随快地牧拾這行李，就出口几了。
（15＞（16）の

一滴一滴地

、

動点から完了点までを「線」として捉えたわけである。

一覧快地簿などのような

（23）

状語は動作の実行から完了までの「線」状の過程の様

態を描写するものである。そして、この動作完了の様
態を描写する状語によって、その動作の起動点から完
了点までを「線」として捉えることになる。

＊b．弥現在吃没吃這坂？
（23＞の場合、実行されはじめた動作が完了点にまで
達したかどうかを問題にしているので、（21）（22）の場
合と同様である。

4．2．4．動作完了の難易度を表す状語の場合

（17＞

a．弥現在吃没吃完坂？

（ご飯を食べ終わった？）

a．遠本小悦我好不容易才看完。

42．7，動作完了の可能を表す状語の場合

（この小説をやっと読み終えた。）

＊b．迭本小悦我好不容易才看迂。
a，牢並槍文他軽而易挙地就写完了。

（24）

a．遠些工作我一介人能干完。

（18＞

（この仕事は私一人でできるよ。）

（彼は、卒業論文をいとも簡単に書きあげた。）

＊b．隼並槍文他軽而易挙地就写這了。

＊b．遠些工作我一介人能干述。

（25）

a．遠ム厚的小悦弥今天可以看完喝？

（こんなに厚い小説を今日中に読み終えられ
（17）（18）の

好不容易

、

軽而易挙地

などのよう

な状語は実行されはじめた動作が完了点に達するまで
の難易度を表すものである。当然、この動作完了の難
易度を表す状語によって、その動作の起動点から完了

点までを「線」として捉えることになる。

＊b．迭ム厚的小悦弥今天可以看辻喝？
（24）（25）の場合、動作の実行が可能かどうかを問題

にしているわけではない。動作の実行が完了点にまで

達することが可能かどうかを問題にしているのであ
る。もちろん動作実行の起動点から完了点に達するま
でを「線」として捉えたわけである。

42．5，動作完了の将然を表す状語の場合
（19）

るの？）

a．校子快要吃完了。

例文（10）〜（25＞の場合、それぞれの状語は意味は違

（ギョーザはもうすぐ食べ終わるよ。〉

うが、述語動詞を修飾し、その動詞の表す動作の起動

＊b．絞子快要吃這了。
（20） a．現在都九点了，屯影也該演完了。
（もう九時すぎだから、映画も終わるはずだ。）

点から完了点までの過程を「線」として捉えている点
で共通している。これらの状語の修飾を受けた継続動

＊b．現在都九点多了，屯影也核演」立了。

詞は

完

きるが、

と結合して動作完了の意味を表すことがで

せ

とは共起できない。

言い替えれば、図1で示すCという完了点を動作の
例文（19＞（20）の

要〜了

、

該〜了

は朱（1993．1995）

では将然相形式として扱っている。将然相形式と

完

起動から完了までの「線」状過程の「終点」として捉

えた場合、

を同時に使うと、「開始している動作は実際には完了
していないが、動作完了の実現態勢に入っている」と
いう文法的意味を表す。つまり、動作の起動点から完

完

を用いることができるが、

充t

を用

いることはできない。
4．2．8．動作完了の可能を表す補語の場合

了点までを「線」として捉えることになる。
（26）

a．鮫子太好吃了，再多倣一点几我也吃得完。
（ギョーザは大変美味しいから、もっと多め

4．2．6，動作完了の否定を表す状語の場合
（21）

に作っても食べきれるよ。〉
＊b．絞子太好吃了，再多倣一点几我也吃得近。

a．他込没吃完坂呪。

（彼はまだ食べ終わっていないよ。）

（27）

＊b．他逐没吃辻飯呪。
（22） a．我的活込没悦完呪。

a．迭ム多酒我可喝不完。

（こんなにたくさんのお酒は、全部は飲めな
いよ。）

（ぼくの話はまだ終わっていないよ。）

＊b．逮ム多酒我可喝不辻。

＊b．我的活込没悦近咤。

（28）

a．遠些工作弥干得完干不完？

（これほどの仕事をやり終えることができる
例文（21＞（22＞の場合、動作が実行されはじめたこと

は認めているが、実行されはじめた動作がまだ完了点
にまで達していないことを表す。当然、動作実行の起

一22一

の？〉

＊b．遠些工作弥干得道干不道？

昌叔湘（1980P140）は「

動詞＋」立

の形は動結形

の一種だが、普通の動結形とは異なる。間に

来るように言ったんです。）

得・不

を挿入できない。否定の言い方もない」と指摘してい

（31）の場合、Aは

るが、その理由については説明していない。ここで、

その理由について考えてみよう。
（26）のa．は「

吃

完

を進行中の事象として、

として捉えて答えなければならない。

という動作が実行されれば、

完

（32）の場合、Aは

という完了点にまで達することができる」という意味
を表し、（27）のa．は「 喝 という動作が実行されて
も、

打屯活

つまり「線」として捉えたもので、Bは同じように「線」
打屯活

を一つのまとまった事

象として、つまり「点」として捉えたもので、Bは同
じように「点」として捉えて答えなければならない。

という完了点にまで達することはできない」

という意味を表す。いずれも動作の実行から完了まで

5．まとめ

の過程を「線」として捉えたからである。（28）の場合

も同様である。
（29）

以上の分析・考察により、 完 と ぜの文法的
使い分けを制約する要因と、両者の意味・特徴は次の

a．弥要的菜太多了，我只吃得完一半几。

ようにまとめられる。

（君の注文した料理は多すぎて、私は半分し

完

か食べきれないよ。）

＊b．弥要的菜太多了，我只吃得道一半几。
（30）

a．迭ム多工作，今天我頂多干得完三分之一。

の文法的使い分けは、動作の起動か

作の起動から完了までの「線」状過程の「終点」とし
て捉えた場合、

ても三分の一しかやれないよ。）
＊b，遠ム多工作，今天我頂多干得近三分之一。
一半几

込t

される。【動相相関図】で示すClという完了点を動

（こんなにたくさんの仕事なんて、今日頑張っ

（29）（30）の

と

ら完了までの過程をどのように捉えるかによって制約

完

を用い、その過程を一つのまとまっ

た「点」として捉えた場合、 ぜを用いる。
意味的には、 〜完 は実行されはじめた動作が「線」

状過程を経て、完了点に達したという意味を表す。 〜
三分之一 などは動作の実
充t はあるまとまった「点」として認識された動作が

行から完了までの「線」状過程の一部分を示すものと

済んだという意味を表す。

言えよう。

動作の完了を表すものには、他に動相助詞の 了 、
結果補語の 好 、 光 などがあるが、紙幅の制約が

4．3．コンテクスト、語用論的要因を加えた場合
統語論から言えば、例文（10）〜（30＞の状語或いは補

あるので、 完
近 とそれらとの相違については、
稿を改めて論ずることにする。

語などの文成分の関与がない場合、（7）〜（9＞のように文

法上継続動詞は 完 とも 近 とも共起できるが、
語用論の立場から言えば、他の文成分がなくても、コ
「参考文献」
ンテクストによって 完 或いは 迂 の一方としか
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A2．ロヱ：清稽等，我先打介屯活同向他在不在。

と

（少々お待ち下さい。電話でちょっ

〜着

在〜

の文法的使い分けと意味分

析を中心に一⊥『中国語学』第245
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（＊完）

（電話しましたよ。彼がこの時間に
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