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小説の地の文における“ＳＶ了О”文の成立条件
The conditions to become a “S+V+le+O” sentence
in narrative parts of novel
白石 裕一
SHIRAISHI Yuichi
提要

本文以单句“ＳＶ了Ｏ”为研究对象，考察了其成句问题。单句“ＳＶ了Ｏ”成句时，

必须满足以下五个条件的某一个：
① 对继起性的动作一边一一进行确认一边描述时。
② 对前面情况所导致的结果加以描述时。
③ 对前句加以换言性地描述时。
④ 描述主语、视点、时态意义的全面交替时。
⑤ 把焦点放在主语之上描述时。
キーワード：文成立 単文 小説の地の文 談話機能 語用論
目次
1．はじめに
2．問題点
3．意味の取り出し方と文成立
4．直観的判断の妥当性
5．談話機能的・語用論的説明
6．おわりに
1．はじめに
陆俭明（1980）などによれば、
“ＳＶ了О”は文として成立しないとされている1)。
“ＳＶ了
Ｏ”とは、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
、
「語気詞」がない、単文と

1)

陆俭明（1980）は、文の成立についての専論ではないが、多くの論著で語られていることとして、
“
（我）买了菜 /（我）看了电影 /（他）写了信”などは、文として成立できないとしている。ま
た、日本で出版されている学習者向けの文法書でも、
“ＳＶ了Ｏ”が単独では基本的に文として成立
できないと、のきなみ語られている。輿水優『中国語の語法の話』p.180、杉村博文『中国語文法教
室』p.45、中川正之『はじめての人の文法書』p.103、相原茂・石田知子・戸沼市子『Why?にこたえ
る はじめての文法書』p.217、荒川清秀『一歩すすんだ中国語文法』p.133 など。
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しての“ＳＶ了Ｏ”のことである。
（１）は文成立しない例、
（２）
（３）
（４）
（５）は文成立
する例である。
（１）他吃了饭 （彼はご飯を食べ……／彼はご飯を食べて……／彼はご飯を食べると
……／彼はご飯を食べたら……）
（２）不一会儿到站了，他下了车。
（しばらくして駅に着くと、彼は車を降りた。
）
（张
洁《无字》
）
（
「従属節」あり）
（３）我跟山本一起照了相。
（私は山本さんと一緒に写真を撮った。
）
（
『简明汉语三十课』
p.83）
（
「連用修飾語」あり）
（４）我看了很多中文书。
（私はとても多くの中国語の本を読んだ。
）(『简明汉语三十课』
p.82)（
「連体修飾語」あり」
）
（５）我们吃了早饭了。
（私たちは朝食を食べた。
）
（
『简明汉语三十课』p.83）
（
「語気詞」
あり）
しかし、実際には（１）のようなタイプの形式が文として成立する場合がある。どのよう
な場合、文として成立するのだろうか？ 本論では、その成立条件を談話機能的・語用論的
に明らかにすることを目指す。
なお、考察の対象を小説の地の文に限定し、会話文などは考察の対象から除外する。
例文は、
“北京语言大学语料库中心（BLCU Corpus Center，简称 BCC）
”からのものと、筆
者が自ら収集したものである。いずれにせよ例文の後に出典を記す。
2．問題点
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題は、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
「語
気詞」がない“ＳＶ了Ｏ”を対象にすべきである。なぜなら、これらの付加形式を有する“Ｓ
Ｖ了Ｏ”は文成立を説明する必要がないからである2)。

2)

ただし、連用修飾語があっても、必ず文成立できるとは限らない。文成立するためには、
『简明汉
语三十课』p.83 によれば、
「比較的複雑な状況語」がなければならないという。
（例．
“我跟山本一
起照了相。
”/“我们在学校的食堂吃了早饭。
”
）孔令达（1994）によれば、
「動作がとても早く発生し
たことを強調する語句（
“强调动作在很早以前就已经发生的词语”
）
」がなければならないという。
（例．
“他天还没亮的时候就吃了饭。
”/“他一大早就喝了茶。
”
）张斌《汉语语法学》p.92 によれ
ば、
「時間的要素（
“时间因素”
）
」がなければならないという。しかし、このことは裏を返せば、こ
れら以外の連用修飾語があっても文成立できないということである。連用修飾語による文成立につ
いては、検討が必要だが、本論では暫定的に文成立するものとし、考察の対象としない。
また、目的語の前に連体修飾語があっても、必ず文成立できるとは限らない。文成立するために
は、孔令达（1994）によれば、目的語の前に「モノの量を表す語句（
“表示物量的词语”
）
」
（例．
“他吃了三碗饭。
”
）
、或いは、
「時間の長さを表すダミー連体修飾語（
“表示时量的伪定语”
）
」
（例．
“他吃了两个小时的饭”
）がなければならないという。しかし、このことは裏を返せば、これら以
外の連体修飾語があっても文成立できないということである。目的語の前の連体修飾語による文成
立についても、検討が必要だが、本論では暫定的に文成立するものとし、考察の対象としない。
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例えば、
「従属節」があれば、それは複文として、そのまま文成立できるわけで、そもそも
文成立を問う必要がない。
（６）他作了体操，吃了早饭。
（彼は体操をし、朝食を食べた。
）
（
《人民日报》1962/08/13）
（７）我们迈进附近一家饭店，吃了鲑鱼佐味的细面条、鲈鱼和色拉，喝了汤。
（僕らは近
くのレストランに入って、スープとスパゲッティのサーモン・ソースとすずきと
サラダというランチを食べた。
）
（村上春树《舞！舞！舞！》
）
その他の付加形式についても同様である。
本論は、
「従属節」
、
「連用修飾語」
、
「目的語の前の連体修飾語」
、
「語気詞」がない“ＳＶ了
Ｏ”に限定して議論を進めていく。さらに、主語は一単語に限定しないが、述語動詞も目的
語も一単語の場合に限定する（
“ＶＯ”が離合動詞であるものも含める）
。
また、
“了”の文法的意味については、
「実現（
“实现”
）
」説を採用することにする3)。そし
て、
“ＳＶ了Ｏ”が「動きの持続」や「変化結果の持続」を表す場合は、語用論的にそのよう
な意味が表されていると考える。
問題点は、以下の三点である。
Ｑ１：そもそも“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題とはどういう問題なのであろうか？ 文成立
しないとしながら文成立する場合があるというのは矛盾しているのではなかろう
か？ （→第 3 節）
Ｑ２：
“ＳＶ了Ｏ”がある特定の意味特徴を有する場合、直観的に文成立すると判断する
ものがあるが、このような判断は妥当なのだろうか？ （→第 4 節）
Ｑ３：実際に文成立している“ＳＶ了Ｏ”については、なぜ文成立するかが問われるが、
これまでの説明は妥当なのだろうか？ （→第 5 節）
3．意味の取り出し方と文成立
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題に入る前に、文成立の判断方法について考えておきたい。ア
スペクトやパーフェクトに関する著書ではあるが、文成立の判断方法を考えるうえでたいへ
ん参考になる須田論文から見ていこう。
3．1 意味の取り出し方
須田義治（2010a）は完成相（
「～スル」の形）と継続相（
「～シテイル」の形）について、
両者の意味を対立するものとして体系的に記述している。その対立は、意味によっていくつ
かのものがあるという。
（以下の波線は筆者）
① 基本的な意味：
「基本的な意味とは、その意味の実現において言語的な環境への依存
度がもっとも低いような個別的な意味である。これは、もっとも使用頻度が高い個別
3)

刘勋宁（1988）参照。
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的な意味であり、そのため、その言語の話者が、その形を見て、まず思いうかべる意
味であると言える。基本的な意味は、中核的な意味と一致しているのが、ふつうであ
るが、この二つが異なっている場合もある。
② 中核的な意味：
「個別的な意味を代表し、その形態論的なカテゴリーの性格をもっと
もきわだたせるような意味を中核的な意味と呼ぶとすれば、アスペクトという形態論
的なカテゴリーにとって、動作の時間的な展開のし方がもっともあからさまに現れる
ような具体的な動作を表す場合の完成相と継続相の意味が、中核的な意味であると言
えるだろう。これは、典型的には、話し手によって観察あるいは知覚される、場面の
なかで起こる具体的な動作の、眼前描写的な記述である。
」
③ 周辺的な意味：
「反復的な動作などが表す周辺的な意味は、過去、現在、未来の、すべ
てのテンスの、完成相と継続相において、過程継続の非明示と過程継続の明示という
対立をなしている。体系の周辺においては、動作の展開過程の異なる段階を表すので
はなく、同じ一つの段階をはっきり表すかどうかという表し方の違いとなっており、
対立がもっとも弱くなっているのである。
」
（例えば、
「毎日行く」は「過程継続の非明
示」であり、
「毎日行っている」は「過程継続の明示」である。引用者注）
④ 一般的な意味：
「一般的な意味は、インバリアントとも呼ばれるが、それは、さまざま
な言語的な環境の作用を受けて実現する、形態論的な形のさまざまな個別的な意味
（バリアント）を通して変わらない、不変的な意味である。
」
以上の①②③④の「～的な意味」は、それぞれ「～的な意味の取り出し方」と読みかえる
ことができる。①②③④の意味の違いは、
「意味の取り出し方」の違いに起因しているからで
ある。この「意味の取り出し方」は、
“ＳＶ了Ｏ”が「文成立するかしないかの判断方法」と
関連づけることができそうである。
3．2 文成立の判断方法
アスペクト論的な「意味の取り出し方」の違いは、文成立論的には「文成立の判断方法」
の違いであろう。以下では、上掲の①②③④の違いに基づきながら、
「文成立の判断方法」に
ついて考えていくことにしよう。
（①は①´に対応している。以下同様）
①´「直観的」な文成立判断：これは、言語的な環境への依存度が最も低い判断である。
話者が、
“ＳＶ了Ｏ”を見て、まず思いうかべる判断であると言える。
「直観的な判断」
と言い換えることができそうである。
“ＳＶ了Ｏ”は「直観的」には文成立しない。
②´「談話の冒頭」での文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”が文成立するかしないかをもっともあか
らさまに具体的にイメージできるのは、
「談話の冒頭」であると言えるだろう。
“ＳＶ
了Ｏ”は「談話の冒頭」では文成立しない。
③´「周辺的な場合」における文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”が文成立するのは、周辺的な場合
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である。どのような場合かは、まだあまり明らかになっていない。
④´「一般的な意味」における文成立判断：
“ＳＶ了Ｏ”は、文成立する場合と文成立しな
い場合があるので、一般化はできない。
以上の内容をまとめると次のようになる。
表 1 文成立の判断方法
文成立の判
断方法

「直観的」な
文成立判断

「談話の冒頭」に
おける文成立判断

「周辺的な場合」に
おける文成立判断

判断の結果

文成立しない

文成立しない

文成立する

「一般的な意
味」における文
成立判断
一般化できない

3．3 小結
“ＳＶ了Ｏ”は、
「直観的」にも「談話の冒頭」においても文成立しないが、
「周辺的な
場合」においては文成立することができる。したがって、文成立しないとしながら文成立す
る場合があっても矛盾しない。この「周辺的な場合」についてはなぜ文成立するかを説明す
ることができそうである。
4．直観的判断の妥当性
先行研究のなかには、
“ＳＶ了Ｏ”がある意味特徴を有する場合、直観的に文成立できると
判断するものがある。
4．1 判断の相違
木村英樹（2017）は“他过了桥。
”のように、動きが到達点に達する場合、文成立できると
いう。
また、孔令达（1994）は、非日常的、或いは、抽象的な動きを表す場合、
（８）
（９）のよ
うに文成立できるが、
（８）他吃了毒药。

（９）他们取得了胜利。

日常的で比較的具体的な動きを表す場合、
（10）
（11）のように文成立できないという。
（10）他吃了饭，……

（11）他写了信，……

しかしながら、この両者の判断には矛盾がある。木村（2017）が文成立できるという“他
过了桥。
”は、孔（1994）の判断に従えば、文成立できないからである。孔（1994）は、日常
的で比較的具体的な動きは文成立できないとしているが、
“他过了桥。
”は明らかに日常的で
比較的具体的な動きである。
4．2 小結
木村（2017）と孔（1994）の判断の相違からも分かるように、
“ＳＶ了Ｏ”の文成立を、
その意味特徴によって説得的に説明することは難しい。
“ＳＶ了Ｏ”は直観的には文成立し
ないものとして認めたうえで、語用論的に説明する方が得策であるように思われる。
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5．談話機能的・語用論的説明
意味論的な説明には限界があるとして、語用論的な説明の必要性を主張したのは大石敏之
（1982）であるが、その後、讃井唯允（1996）
（1998）
、高橋弥守彦（1999）
（2002）
、呼美蘭
（1999）
、王学群（2017）らが談話機能的・語用論的観点から“ＳＶ了Ｏ”の文成立について
論じている4)。ただし、これらの論文はいずれも、文成立の説明対象を、複文にまで広げてい
て、単文に限定する本論とは、いささか論点が異なる。本論は、複文はそれ自体で文成立す
るのがふつうであるから、
“……，ＳＶ了Ｏ。
”のような複文の文成立を説明する必要はない
と考える。
しかしながら、讃井（1996）の「結果」を表す場合、文成立するという主張は、本論の議
論と密接な関係を持っている。
“ＳＶ了Ｏ”が「結果」を表す場合、単文においても句点で終
わるのがふつうだからである。
（12）于是，我就在新宿下了车。
（そこで、私は新宿で下車した。
）
（讃井（1996）
）
（13）我们停在了路边。我扶他下了车。
（私たちは路肩に車を停めた。私は彼を支えなが
ら車を降りた。
）
（海明威《永别了，武器》
）
讃井（1996）は、
「結果」の概念について詳しくは述べていないが、
「原因－結果」の「結
果」
（例文（12）
）のことのようである。本論では、これに加えて「時間的に継起する動きの
終結」
（例文（13）
）を加えておきたい。例文（13）の“……。ＳＶ了Ｏ。
”の目的語の後の句
点は、
「時間的に継起する動きの終結」によって説明することができる。本節以下の“……。
ＳＶ了Ｏ。
”の目的語の後の句点も、すべて「結果」或いは「時間的に継起する動きの終結」
によって説明することができる。
そこで、問題となるのは“……。ＳＶ了Ｏ。
”の主語の前の句点である。以下では、どのよ
うな場合主語の前に句点が打てるのかを中心に考えていくことにする。
5．1 継起的な動きの確認
継起的な動きを一つ一つ確認しながら描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。日本
語で、
「～シ(テ)、～シタ。
」と描写するよりも、
「～シタ。～シタ。
」と描写する方が、

4)

高橋（1999）
（2002）は、
“ⅤＯ了/Ｖ了Ｏ/Ｖ了Ｏ了”の使い分けについて論じている。高橋論文は
“ＶＯ了”と“Ｖ了Ｏ”の使い分けに関して、典型的には次の対話文のように、最初にⅤＯ了”が
現れ、その後“Ｖ了Ｏ”が現れると主張している。
（例．
“Ａ1：你昨天晚上干什么了？ Ｂ1：我看书
了。 Ａ2：你看了什么书？ Ｂ2：我看了汉语书。
”
）このような現象は情報構造、結束性の問題とか
らんでいてたいへん興味深い。今後の課題としたい。
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一つ一つの動きを確認しているように感じられるのと同じことである5)。以下の例文では、
①の文と②の文が、継起的な動きを確認しながら描写している。日本語に訳す際、
「そして」
を“ＳＶ了Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い6)。
（14）小时候，我听多了关于警察的事，总是梦想着长大后能当一名警察。可惜，这个梦
想却因我的高度近视而破灭。①也许正是这个原因，8 年前的一天，我与薇邂逅时，
就被身着警服神采奕奕的她征服了。②我们结了婚。 （
《厦门日报

妻是警察》

1999/4/18）
（子供の頃、私は警察官が活躍する話をたくさん聞いていたので、いつも大きくな
ったら警察官になりたいと夢見ていた。しかし、残念なことに、警察官になりた
いという夢は、極度の近視のためかなわなくなってしまった。①もしかしたら、
この挫折のためかもしれないが、8 年前のある日、私は制服を着て颯爽とふるま
ウェイ

う 薇 に出会い、すぐにとりこになってしまった。②（そして）私たちは結婚し
た。
）
（15）他累得慌，他的铁的手指已经有些发颤。不知爬了多久，他才爬到庙门内，滚到一
丛迎春底下。他慢慢的，提着气，坐起来；迎春的枝掩盖着他的头。①他抡臂，扔
出他的手榴弹。②他成了功。 （老舍《火葬》
）
（……。彼は疲れがひどく、鉄のような指はもうすでに少し震えがきていた。どの
くらい這い回ったか知らないが、彼はようやく廟の門の内側に辿り着き、黄梅の
下に潜り込んだ。彼はゆっくりと息を吸い込みながら、身を起こした。黄梅の枝
が彼の頭に覆いかぶさっている。①彼は腕を振って、手榴弾を放り投げた。②（そ
して）彼は成功した。
）
5．2 前の状況から導かれた結果
前の状況から導かれた結果を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。①が前の状況
5)

奥田靖雄（1986）は「確認」について次のように述べている。
「はなし手によって文のなかに確認
される出来事は，いま目のまえにおこっている出来事ばかりではない。はなし手自身が過去に経験
した出来事ばかりではない。人間はとおい昔にレアルに存在していた出来事をも，これからの，と
おいさきの未来におこる出来事をも確認する。つまり，人間は，直接的な経験によってはとらえる
ことのできない出来事をも，直接的な経験を媒介にしながら，確認して，つたえあう。したがっ
て，文の対象的な内容としての出来事は，はなし手が《確認する》という積極的な行為によってう
みだされた，はなし手の創作物なのである。
《ものがたり文》とよんでおこう。たいせつなことは，
はなし手が《確認する》という，はなし手の積極的な行為がなければ，ものがたり文の対象的な内
容は現実には存在しない，ということである。そして，この《確認》は対象的な内容につきまとい
ながら，文の意味的な内容のなかにはいりこんでいる。ものがたり文は，その陳述性という側面に
おいて，
《確認》という文法的な意味をそなえている。
」例文（14）
、
（15）の①の文は、文末を句点
にすることによって、
「確認」の意味を表している。
6)
「そして」について、
『現代日本語文法 7』p.87 は、次のように説明している。
『
「そして」には継続
用法もある』
（例．
「今日は午前中法学部の授業に出た。そして、昼から映画を見に行った。
」
）
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であり、②がその結果である。日本語に訳す際、
「このようにして」
、
「こうして」を“ＳＶ了
Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い7)。
（16）①今年以来，拉萨市在变“垃圾新村”为“文明新村”的探索中，首次把近年来在
内地新兴的管理机制——物业管理引进这个小区，成立了西藏第一个物业管理公司。
公司现拥有 7 名正式工作人员，面向社会招聘了 70 多名待业青年，独立核算，自
负盈亏。物业管理公司下设清洁大队、运输队，将清扫清运垃圾工作承包到组、到
人。公司还组建治安联防队，实行 24 小时值班。②小区的面貌发生了变化。据介
绍，拉萨还有 13 个象“团结新村”这样的居民小区，今后都将逐步推行物业管理。
（
《厦门晚报 物业管理走进西藏高原》1997/10/19）
（①今年から、ラサ市は「ゴミ住宅団地」を「文明住宅団地」に変えようと模索し
ていたが、内陸で近年導入されつつある新しい管理システム「不動産管理」を、
はじめて「ゴミ住宅団地」に導入し、西蔵第一資産管理公司を起業した。会社は
現在七名の正社員に、外部から七十名の未就業青年を迎え、独立採算制の自主経
営を行っている。会社は資産管理公司の下に、清掃部門、運送部門を設置し、清
掃やゴミの運び出しをグループや個人に全面委託している。会社はさらに警備チー
ムを組織し、二十四時間警備を行っている。②（こうして）団地の様相は一変した。
ある紹介によれば、ラサには十三の「団結住宅団地」のような住宅団地があるが、
今後徐々に不動産管理を行っていくとのことである。
）
呼美蘭（1999）は、段落の冒頭の従属節などがあるものも含めた“ＳＶ了Ｏ。
”について、
『物語の語り手は読者に「Ｖ了Ｏ。
」の表現形式により、物語の導入部分で先行文脈とは関連
性のない、先取りした情報を提供出来る。
』とし、それがあたかもふつうのことであるように
述べている。しかしながら、談落の冒頭の“ＳＶ了Ｏ。
”は、従属節などがあろうがなかろう
が、先行文脈と関連性を有するのがふつうである。
（17）呆了一会儿，张世群随口说：
“给我讲个故事吧。
”
蔷云瞥了他一眼：
“哼，讲故事？你又不是三岁的孩子。而且我看你呀，根本没
有诚意要听。
”
张世群竟认真地恳求起来，像小娃娃恳求自己的祖母似的。
于是蔷云开始讲。
①……（省略几个段落）……。
②张世群陷入了沉思。音乐已经不放，传来的女广播员的广播：
“……今天散场
7)

「こうして」
、
「このようにして」について、
『現代日本語文法 7』p.132 は、次のように説明してい
る。
『
「こうして」は事態が行き着いた結果だけではなく，それまでの過程を経てこうした事態に行
き着いたという過程にも力点が置かれている。
』
『
「このようにして」は，
「こうして」以上に，最終
的な結果に行き着くまでの過程に力点がある。
』
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的时间是九点三十分，现在还有十五分钟了……”开始有一批一批的人走进席
棚…… （王蒙《青春万岁》
）
（しばらくして、張世群は「何か物語を聞かせてくれないか。
」と言い出した。
薔雲は彼をちらりと見た。
「へぇー、お話を聞きたいの。三歳の子供じゃあ
るまいし。というか、あなたには全く誠意というものが感じられないわ。
」
張世群は意外にも、小さい子供が祖母に求めるように、真剣に懇願した。
薔雲は語り始めた。
①……（数段落省略）……。
②張世群はもの思いにふけっていた。音楽はもう流れていないが、女性のアナ
ウンスが聞こえて来る。
「……本日の終了時間は 9 時 30 分です。残り時間は 15 分
です。……」人々は三々五々テントの中に入って行く……）
例文（17）の“ＳＶ了Ｏ。
”の前の数段落では、
「楊薔雲」がある物語を語り聞かせている
場面（内容）が描かれている（二重線より下の①の数段落）
。そして、
「楊薔雲」が「張世群」
に物語を語り聞かせている間に、
「張世群」がもの思いにふけってしまうというのが、段落冒
頭（②の文）である。
“张世群陷入了沉思。
”
（張世群はもの思いにふけっていた。
）は、読者
に対するいきなりの情報提供ではなく、
「楊薔雲」による語り聞かせの結果なのである。
段落冒頭の“ＳＶ了Ｏ。
”は、
「前の状況から導かれた結果」でなければ、前段落から続く
継起的な動きの一つを確認している。
5．3 直前の文の換言的描写
直前の文の内容を換言的に描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。日本語に訳す際、
「すなわち」
、
「つまり」を“ＳＶ了Ｏ。
”の前に入れて描写できる場合が多い8）。
“ＳＶ了Ｏ。
”
による換言的な描写は、具体的な内容を抽象的な内容に言い換えるのがふつうである。
（18）在这个新厂里再没有资本家剥削工人的事实，也没有人压迫人的不平的事实，工人
们都翻了身，做了自己的主人。这真使我兴奋极了，因为这个厂是我们工人自己的
厂了。我们有权利与义务来管理、发展自己的工厂。①我觉悟过来了，改变了过去
腐化堕落的生活，对工作也不再敷衍了事，认真的干了。②我开始了新生。
（
《人民
日报》1949/10/13）
（この新しい工場は、資本家が労働者を搾取するようなことは二度とない。また、
人が人を権力で服従させるような不平等なこともない。労働者たちは解放され、

8）

「換言」について、
『現代日本語文法 7』p.93-95 は、次のように説明している。
「換言の接続表現は、後
接部が先行部の内容のいいかえであることを示す。先行部の内容について，後続部で別の表現を用いて表
すことにより，内容をより具体的に示したり，要約したりして示すことができる。
」
『
「すなわち」は，後
続部が先行部と意味的に等価であることを示す。
』
『
「つまり」は聞き手に理解しやすくなるように先行部
を解釈すると後続部のようになることを示す。
』
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自らの主人となった。私はすごく興奮している。なぜならこの工場は我々労働者
のものだからだ。我々は自分たちの工場を管理、発展させる権利と義務を有する
ことになったのだ。①私は目覚めた。これまでの自堕落な生活を改め、もう二度
と仕事をなおざりにするようなことはせず、まじめにやることに決めた。②（す
なわち）私の新しい人生が始まった。
）
（19）一年一度的杰西・欧文斯奖被授予美国女子短跑明星盖尔・德弗斯。人们也许不会
忘记这位巴塞罗那百米冠军。她一度头发脱落，视线模糊，双腿肿胀，皮肤溃烂出
血，差一点发生癌变被截去双腿，1988 年后，德弗斯就被这样一种罕见的甲状腺病
所折磨，几乎走进坟墓。但她凭着惊人的毅力和现代的医学手段重新回到赛场。①
奥运会百米夺冠后，要不是在离终点只两米处摔倒，她还会摘取 100 米栏的金牌。
②她创造了奇迹。德弗斯不想躺在功劳簿上告别赛场。 （
《人民日报》1993/12/24）
（一年に一度のジェシー・オーエンス賞がアメリカ女子短距離界スター、ゲイ
ル・ディバースに授与された。このバルセロナオリンピック女子 100 メートル金
メダリストのことをよもや忘れてはいまい。彼女は一度髪が抜け落ち、視線は定
まらなくなり、両足は膨れ上がり、皮膚は爛れて出血し、悪性腫瘍の一歩手前で、
両足切断を免れた。1988 年以降、ディバースはこのようなまれな甲状腺の病気に
苦しめられ、ずっといつ命を落としてもおかしくない状況だった。しかし、彼女
はおどろくべき気力と現代医学の力によって、再び競技場に帰って来た。①オリ
ンピック女子 100 メートルで金メダルを獲得し、もしゴール手前 2 メートルで転
ばなければ、
女子 100 メートルハードルでも金メダルを獲得するところであった。
②（つまり）彼女は奇跡を起こしたのだ。ディバースは、過去の栄光を誇ること
なく、競技場を後にした。
）
5．4 主語・視点・アスペクト的な意味の全交替
主語・視点・アスペクト的な意味のすべてを交替させる場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる9）。
（20）那次，乌巴克西发高烧，她一个星期没有吃东西，但她却没离开过讲台。①就在那
讲台上，同学们看到她苍白的脸上冒着虚汗，衣服溻在身上，同学们心疼，不让她
讲了，陪她去医院。②她患了结核病。 （
《人民日报》1990/08/31）
（その時、烏巴克は高熱を発し、彼女は一週間何も食べられなかったが、教壇を離
9）

須田義治（2010a）は視点に関して次のように述べている。
「物語のなかの出来事が登場人物によっ
て観察されていることを示すコンテクスト的な手段には、さまざまなものがあるが、アスペクト的
な形によるものには、次のようなものがある。たとえば、主人公の知覚動作をさししめす動詞を持
つ文のあとに続く文の継続相の表す動作は、その知覚動詞の主体である登場人物が知覚し、観察し
ているということが示される。
」
（例．
「広介は取り上げて明子を見た。眼鏡をはずした明子の目は吊
って広介を睨んでいた。
」
）
「次のようなコンテクストも、主人公の視点を作りだしている。
」
（例．
「たまえは呆れて、縁側を開けた。空が晴れ渡っていた。
」
）
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れなかった。①その教壇で、生徒達は、彼女の蒼白な顔に浮かぶ汗や濡れた服が
体に張り付いている様子を見て、心配のあまり、彼女に講義をやめさせ、病院に
連れて行った。②彼女は結核を患っていた。
）
例文（20）の①の複文は主として継起的な動きを描写していて、それらは動きの実現を描
写している。ところが、②においては、主語がクラスメートから彼女に変わり、視点も作者
のみの視点から、作者と医者の視点に変わっている。その上さらにアスペクト的な意味も、
「実現」から「変化結果の持続」に変わっている。
例文（21）も同様で、①の文は、動きの実現を描写しているが、②の文では、主語が彼女
から父親に、視点が作者のみから、作者と彼女の視点に、アスペクト的意味が、
「実現」から
「変化結果の持続」に変わっている。
（21）她站在那里，看着天上。一只小鸟在什么地方叫着，树，绿得真可爱。清凉的空气，
抚弄着她的脸。一切都很美，而她却要开始一场可怕的恶梦，卖给个糟老头子。①
她看了看爸爸发白的脸。②他变了模样。 她觉出来他十分紧张，也注意到他那两道
浓眉已经高高地竖起。这就是说，爸要跟人干仗了。 （老舎《鼓书艺人》
）
（彼女はそこに立ち、空を見上げた。どこかで小鳥が泣いている。木々の緑が実に
美しい。清々しい風が彼女の顔をなでる。すべてが美しい。が、しかし、彼女に
はひどい悪夢が待ち構えている。下種な男に売られてしまうのだ。①彼女は青白
い父の顔をちらりと見た。②いつもと様子が違う（＝彼は様子が変わっている）
。
すごく緊張しているようだ。よく見ると、二本の黒い眉が高く吊り上がっている。
どうやら、男と渡り合うつもりなのだ。
）
5．5 主語に焦点を置く場合
主語に焦点を置いて描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。例文（22）では、研究
発表会の開催はすでに明らかになっていて、どのような人がその研究発表会に参加したのか
が焦点（①の波線部分）になっている。
（22）由中国作家协会主办的第三次汉学家文学翻译国际研讨会 18 日至 19 日在北京举行
本次研讨会的主题是“解读中国故事”。①中国作家协会主席铁凝、诺贝尔文学奖
获得者莫言，以及贾平凹、刘震云、阿来、麦家等多位中国著名作家与来自俄罗斯、
法国、美国等 16 个国家的 30 位知名汉学家和翻译家②参加了研讨会。
（
《人民日报》2014/08/20）
（中国作家協会主催の第三回中国文学者文学翻訳国際研究会が 18 日から 19 日
まで北京で開催された。今回の研究会のテーマは「中国の物語を読解く」であっ
た。①中国作家協会主席鉄凝、ノーベル文学賞受賞者莫言、および賈平凹、劉震
雲、阿来、麦家など、多くの中国人著名作家と、ロシア、フランス、アメリカなど
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16 の国の 30 名の有名中国文学者と翻訳家が②研究会に参加した。
）
5．6

小結

“ＳＶ了Ｏ”を単文に限定した説明はこれまでなかったと言っていい。単文としての“Ｓ
Ｖ了Ｏ”は目的語の後の句点と共に、主語の前の句点をいかに説明するかが重要である。目
的語の後の句点については、
「結果」或いは「時間的に継起する動きの終結」によって説明す
ることができる。本論では、主語の前の句点を中心に考察した。その内容をまとめると以下
のようになる。
① 継起的な動きを一つ一つ確認しながら描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
② 前の状況から導かれた結果を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
③ 直前の文の内容を換言的に描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用いる。
④ 主語・視点・アスペクト的な意味の全交替を描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”を用
いる。
⑤ 主語に焦点を置いて描写する場合、
“……。ＳＶ了Ｏ。
”用いる。
6．おわりに
本論は、
“ＳＶ了Ｏ”の文成立の問題を、単文としての“ＳＶ了Ｏ”に限定して論じた。従来
の研究では、この問題を複文にまで広げてしまっていたため、説明が説得力を失っていた。
今後、文成立の問題は、
“ＳＶ了Ｏ”のみならず、次のような手法で解決を図っていくべき
であろう。――先ず、直観的に文成立しない形式を探し出す。次に、その形式が周辺的な文
として成立している場合を探し出す。さらに、その形式がなぜ文として成立しているのかを
談話機能的・語用論的に説明する。――
本論は、このような手法の有効性を部分的にではあるが示せたと思う。
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