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「～ている」VS.「～てある」⇒表示結果狀態的持續 

 

◎ Warm up 

適當的句子請打○，不適當的句子前打×後請改成正確的句子。 

 

1.（   ）（会議室に誰もいないが、会議準備のため、）電気が付いてある。 

2.（   ）ほら、窓ガラスが割れている!! 

3.（   ）（空気を入れ替えるために）窓を開けてある。 

4.（   ）夜の交流会のために、焼きビーフンを作っているから、あとは会

場まで持っていくのみだ。(為了晚上的交流會，已經先做好了炒

米粉，就等晚上帶過去。)※請注意中文翻譯。 

 

 

 

◎解說 

1.「～てある」 

除了「表示變化的自動詞＋ている」是表示結果狀態的持續之外，「他動詞＋てある」

也可表示結果狀態的持續。 

例：ドアが開けてある。 

  蓋
ふた

が閉めてある。 

  テーブルの上に花瓶が置いてある。 

 
 
 
2.相對應的自動詞和他動詞 VS.「～ている」、「～てある」 

具有對應形式的自動詞和他動詞，後面分別接上「～ている」和「～てある」時，

皆表示持續的結果狀態。在 2.1 先複習什麼是自動詞和他動詞的對應。(也請參考自動詞

vs.他動詞單元) 

註解 [葉1]:  

這裡的他動詞： 

a.具有自他對應形式的他動詞 

b.沒有自他對應的他動詞 

 

這裡請注意具有自他對應形式的

他動詞，當他動詞具有與其相對

應的自動詞時，例如： 

開ける（他動詞）⇔開く（自動

詞） 

① ～が＋他動詞＋てある  

  ⇒ドアが開けてある。 

② ～が＋自動詞＋ている  

  ⇒ドアが開いている。 

 

①～が＋他動詞＋てある和②

～が＋自動詞＋ている都是表

示結果狀態的持續，差別在於： 

～が＋他動詞＋てある所表示

的存在的結果狀態包含有是因為

人為因素所造成的意思在內。 

～が＋自動詞＋ている帶有存

在的狀態結果並非人為所引起的

語感在內，帶有是自然發生的語

感。 

註解 [葉2]: 具有自他對應形式

的他動詞  

開ける（他）⇔開く（自） 

註解 [葉3]: 具有自他對應形式

的他動詞 

閉める（他）⇔閉まる（自） 

註解 [葉4]: 沒有自他對應的他

動詞 
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2.1 自動詞和他動詞的對應 

表示主語自然產生變化的自動詞，例如「電気が付く」、「ドアが開く」、「皿が割れ

る」的「付く」、「開く」、「割れる」等自動詞，大部分具有在形態、意思上相對應的他

動詞(自他對應)。 

例如：「電気が付く」⇔「電気を付ける」、「ドアが開く」⇔「ドアを開ける」、「皿

が割れる」⇔「皿を割る」的「付ける」、「開ける」、「割る」為與「付く」、

「開く」、「割れる」相對應的他動詞。 

 

2. 2「自動詞＋ている」VS.「他動詞＋てある」 

具有對應形式的自動詞和他動詞，後面分別接上「ている」和「てある」時，皆是

表示持續的結果狀態。例如： 

（1）冷蔵庫にスイカが冷えているから、食べてね。 

     冷蔵庫にスイカが冷やしてあるから、食べてね。 

（2）ポットにお湯が沸いているよ。コーヒーやお茶を入れるなら、どうぞ使って

ください。 

   ポットにお湯が沸かしてあるよ。コーヒーやお茶を入れるなら、どうぞ使っ

てください。 

（3）車庫の前にトラックが止まっていて、車が出られません。 

車庫の前にトラックが止めてあって、車が出られません。 

  （4）部屋に戻ったら、布団が片付いていて、びっくりした。 

    部屋に戻ったら、布団が片付けてあって、びっくりした。 

 

 

 

3.「自動詞＋ている」和「他動詞＋てある」的簡單比較 

3.1 句型 

◎ ～ が＋自動詞＋ている 

 例：ドアが   開い   ている。 

        火が   消え   ている。 

註解 [葉5]: 「冷える」是自動詞，

「冷やす」是他動詞。 

「冷えている」和「冷やしてい

る」皆表示西瓜已經是涼了的狀

態，至於兩者間意思上的差異請

看下面的說明。 

註解 [葉6]: 「沸く」是自動詞，

「沸かす」是他動詞。 

「沸いている」和「沸かしてあ

る」皆表示水已經是燒開了的狀

態，至於兩者間意思上的差異請

看下面的說明。 

註解 [葉7]: 「止まる」是自動詞，

「止める」是他動詞。 

「止まっている」和「止めてあ

る」皆表示停放著的狀態，至於

兩者間意思上的差異請看下面的

說明。 

註解 [葉8]: 「片付く」是自動詞，

「片付ける」是他動詞。 

「片付いている」和「片付けて

ある」皆表示已經收好、整理好

的狀態，至於兩者間意思上的差

異請看下面的說明。 
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◎ ～が＋他動詞＋てある 

例：ドアが  開け てある。 

     火が  消し てある。 

 
3.2 意思 

 
 
 
 

 

 

 

 

～が＋自動詞＋ている ～が＋他動詞＋てある 
注重結果或是變化 注重動作或是行為 
帶有存在的狀態結果並非人為所引起的語感在內，

帶有是自然發生的語感。 

例：火が消えている。 

表示的火熄滅的狀態並不是因為有人去弄熄火，帶

有是火自然熄滅的語感。 

存在的結果狀態是因為人為因素所造成的。 
 

例：火が消してある。 

表示火熄滅的狀態是因為有人去滅掉火，所以火是

熄滅的狀態。 

⇒ ○台所に行くと、火が消えていた。 
   到廚房去時，火已經熄了。 

(帶有火是自然熄掉的語感) 

⇒ ×防犯対策のため、鍵がかかっている。 
    ×固定できるように、ホックが付いていた。 

 § 說明：因為「自動詞＋ている」帶有自然發生

的語感，因此當前面有表示理由或是原因

的子句的時候，不適合用「自動詞＋てい

る」，因此這兩句打×。 

⇒ ○台所に行くと、火が消してあった。 
到廚房去時，火已經熄了。 
(帶有火是被人關掉的意思) 

⇒ ○防犯対策のため、鍵がかけてある。 
    ○固定できるように、ホックが付けてあった

§ 說明：因為「他動詞＋てある」帶有是因為人

為因素所造成的結果狀態，因此前面可

以放表示理由或是原因的子句，因此這

兩句打○。 

註解 [葉9]: 注意助詞用「が」。 
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「他動詞＋てある」VS. 「他動詞＋（ら）れている」 

 (1)有自動詞和他動詞對應形式的他動詞 

(2)會和助詞「に／へ」一起使用的他動詞 

這兩種他動詞後面接「てある」和「（ら）れている」時，都是表示結果狀態的持續，其

共同點在於帶有會造成結果狀態的持續，是人為因素所造成的意思在內。 
 

◎ 有自動詞和他動詞對應形式的他動詞 

例：（1）本棚に本が並べてある。 
本棚に本が並べられている。 

      （2）部屋が片付けてある。 
部屋が片付けられている。 

 
◎ 和助詞「に／へ」一起使用的他動詞 

例：（1）壁に写真が飾ってある。 
壁に写真が飾られている。 

（2）テーブルの上に花瓶が置いてある。 
テーブルの上に花瓶が置かれている。 

 
◎ 不能使用「に」、「によって」的「他動詞＋てある」 

雖然「他動詞＋てある」和「他動詞＋（ら）れている」都是表示結果狀態的持續是

有人為因素造成的，但是如果要把動作者在句子裏用「に」、「によって」表示出來時，不

能使用「他動詞＋てある」，要使用「他動詞＋（ら）れている」。 

例：（1）a.○机の上にメモが残してある。 
          ○机の上にメモが残されている。 
       b.×机の上にだれかによってメモが残してある。 
          ○机の上にだれかによってメモが残されている。 

      （2）×台所に入ったら、閉めてはいけない鍋の蓋は誰かに閉めてあった。 

      ○台所に入ったら、閉めてはいけない鍋の蓋は誰かに閉められていた。 

 

 

 

 

註解 [葉10]: 他動詞「並べる」

相對應的自動詞是「並ぶ」。 

註解 [葉11]: 「片付ける」相對

應的自動詞是「片付く」。 

註解 [葉12]: 「に」表示「飾る」

的地點。⇒「飾る」是會和「に」

一起使用的他動詞。 

註解 [葉13]: 「に」表示「飾る」

的地點。⇒「置く」是會和「に」

一起使用的他動詞。 
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