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はじめに 

 小説における「語り(叙述)」の視点を考える際には，いわゆる「地の文(叙述部分)」と「対

話文(会話部分)」を分ける必要があることは容易に想像されよう。「対話文」では，現実世界に

おける対話と同様，小説の作中人物が自らの視点をよりどころに発話していることが了解され

るのに対し，「地の文」では，「語り手(作者)」のある種の意図が働き，小説中のいずれかの人

物に視点を置くという操作が加わることが予想されるからである。また，この操作の違いによ

る言語間の違いが現われるところでもあろう。 

 しかし，小説を観察してすぐ気づくとおり，「地の文」に作中人物が独り言的に内面を吐露す

るような部分が含まれることがあったり，小説全体が一人称“我”で語られることがあったり

など，「地の文」と「対話文」の二分だけでは視点の問題を考えるのに充分とはいえない。視点

についてより精緻な論考を進めるには，「地の文」と「対話文」の別にとどまらない，より厳密

な文の叙述のタイプ分けを行ない，小説がどのようなタイプの文によって構成されているかを

分析することが必要となるのである。 

 そこで本論では，中国語の短篇小説を材料に，まず张新华(2007)の分類に従い，小説を構成
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する文の叙述のタイプ分けを試み，指示の枠組みに着目した小説の分析方法を確立することを

目指す。その過程で，時間や空間を指示する成分やモダリティ的要素が，視点からもたらされ

る文中の基点に沿って，どのように配置されるのかを確認する。これは同時に，各文の視点の

ありかを特定する手順を明確にすることになるものと考える。その上で，浜田(2001)による日

本語の物語構造の分析や，顧(2005)による日中両語の自由直接話法，自由間接話法についての

考察との重ね合わせを試み，文の叙述のタイプや話法の問題が，いずれも指示の問題として捉

えうることを示す。以上は，中日両語の小説について観察される視点の違いを，より厳密に捉

えるのに利することになるものと考える。 

 

1. 张新华(2007)による叙述のタイプ分け 

 まず，张新华(2007)による叙述のタイプ分けを見ることにする。 

 张新华(2007)によれば，言語表現は，話し手・語り手 1) を起点とする二次元構造を持つ。一

方の軸が，話し手・語り手を一人称“我”，叙述の対象を三人称“他”として“我－他”で表わ

される叙述関係であり，もう一方の軸が，聞き手を二人称“你”として“我－你”で表わされ

る対話関係である。叙述関係と対話関係の交わり方の違いにより，文は“对言句”と“叙述句”

に分かれ，さらにそれぞれ“直言句”“转言句”と“转述句”“直述句”に分かれる。张新华(2007)

によれば，いずれも特有の指示構造を持つとされる。すなわち指示を構成する 4 つの要素，指

示主体，指示対象，指示の受け手，指示の場の関わり方が異なるのである。张新华(2007)をも

とに，以下のようにまとめる。なお，文の叙述のタイプの名称に付した(  )内の日本語訳語

は，筆者によるものである。以下では，記述の煩を避けるため，これらの訳語を使うことにす

る。 

 

对言句(対話文)：“我－你”関係に基づくタイプ。 

 話し手“我”が指示の主体であり，指示の場と発話の場が一致し，指示の基点となる。 

・直言句(直接対話文)：对言句(対話文)のうち，話し手“我”，聞き手“你”が出来事の直接の

当事者であるもの。 

・转言句(伝達対話文)：对言句(対話文)のうち，話し手“我”，聞き手“你”は出来事の当事者

ではないが，両者と関係する指示対象についての情報を交換するもの。 

叙述句(叙述文)：“我－他”関係に基づくタイプ。 

 語り手“我”が指示の主体であるが，指示の場と発話の場は一致しない。発話の内容が指

示の基点となる。 

・转述句(伝達叙述文)：叙述句(叙述文)のうち，語り手“我”が外部観察者となり，自らの情
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報を読み手“你”に伝達するもの。指示対象のうちのひとつが時間・空間指示の基点

となり，語り手が価値判断指示の基点となる。 

・直述句(憑依叙述文)：叙述句(叙述文)のうち，語り手“我”が指示対象のうちのひとつに一

体化し，指示主体となったもの。指示の基点はこの一体化した指示主体となる。また，

発話の場は消失し指示の場のみとなる。あわせて読み手“你”も消失する。 

 

 これらの叙述のタイプの違いは指示の枠組みの違いによるものであるが，はっきりした境界

を持つものではなく，中間的なものを含む連続体をなす。张新华(2007)によれば，文は文とし

て成立する時点で，事実構造と指示構造を持つという。事実構造は「だれがなにをどうした」

の部分であるが，これを話し手・語り手が文として表出する際に，話し手・語り手によって以

上のうちからどの叙述のタイプで表出するかが選ばれ，それによって基点 2) が決まり，この基

点を基準に時間・空間関係や価値判断などの指示成分が選択・配列されるという。また，この

基点は同じ文中の裸の名詞に限定性を与える[张新华(2007):105-107]。基点とは，叙述の視点を

反映するものであり，視点の違いが指示の基点の違いを生み出す。それぞれどのような視点を

反映するかといえば，対話文では，一人称“我”と二人称“你”の間で交わされ，言及される

場(指示の場)と対話の行なわれる場(発話の場)が一致するため，視点は自動的に一人称“我”

からのものとなる。叙述文のうち，伝達叙述文では，発話の場以外の外界に言及するために，

その中のどこに視点を置くかは語り手によって任意に選ばれる[张新华(2007):61]。憑依叙述文

では，語り手が叙述の対象と一体化し，発話の場が指示の場に吸収されるため，視点はその一

体化の対象である三人称“他”3) からのものになる。つまりは，視点の問題を考える際には，

上述のタイプを見極め，基点を見出せば視点のありかも特定されることになるのである。 

 

2. 张新华(2007)の示す限定レベル 

 1．にまとめたように，伝達叙述文は，指示対象のうちのひとつが時間・空間指示の基点とな

るので，文中にいくつか現われる指示対象のうちのどれが基点であるかを特定する必要がある。

张新华(2007)によれば，それは名詞句の限定レベルによって決まるという。限定レベルがより

高いものが基点となるのである。名詞句の限定レベルを示す形式の違いは，具体的には 3.3.に

示すが，张新华(2007)によれば，最も強い典型的な限定形式を持つもののみが語り手の主要な

注目の対象であり，基点となりうる。基点は主に主語の位置に現われるが，目的語など他の位

置に現われる場合もある。伝達叙述文では他のタイプの文と同様，この基点に基づいて，“来、

去”，“这、那”，時間を表わす成分，副詞などが選択，配列されるという[张新华(2007):63-64]。 

 哲学的思索や言語研究の本質への言及を多く含む张新华(2007)は，文の叙述のタイプ分けの
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理論的根拠や指示を表わす成分を挙げ，かなりの例文も示しているが，まとまった文章を分析

する手順については，具体的に述べてはいない。そこで以下では，中国語の掌編小説 1 編を題

材に，张新华(2007)に従って文の叙述のタイプを分け，その手順の確立を試みることにする。 

 

3. 分析の手順 

 1．および 2．を踏まえ，张新华(2007)に従った小説の分析手順を以下のように定める。 

 

 Ⅰ．文への分割 

 Ⅱ．文の叙述のタイプ分け 

  -1．発話の場と指示の場を確定する。 

  -2．時間・空間および価値判断を示す成分が，いずれの場に基づいているかを特定する。 

 Ⅲ．伝達叙述文の基点の特定 

  -1．複数現われる名詞句に対し，限定レベルの順位づけをする。 

  -2．時間・空間を示す成分が各文の基点に基づいているかを確認する。 

 

 以下では，この手順に従い，杨关庆(2003)を実際に分析してみることにする。分析の対象と

して杨关庆(2003)を選択したのは，試みに 1 編のまとまった文章全体を分析してみるのに適し

た短い小説であること，その中で複数の人物や動物が登場して起承転結のある筋書きを持って

いること，主人公が三人称“他”であること 4) などがその理由である。原文全文と筆者による

訳文を末尾に資料として付した。原文中の番号は，次の 3.1.の手順によるものである。 

 

3.1. 文への分割 

 単文と複文の境界が判然としないとされる中国語であるが，张新华(2007)では，ひとつの基

点から他の基点への変わり目が文の切れ目であるとしている[张新华(2007):100]。しかし，叙

述のタイプを特定する前には基点を確定することはできないので，暫定的に句点“。”とこれに

順ずる疑問符“？”，感嘆符“！”および引用符とダッシュ 5) の後を文の切れ目とする。杨关

庆(2003)についてこのような切れ目を入れ，文ごとに(01)～(29)までの番号を付す。以下，分析

の際に示す番号は，この番号である。 

 

3.2. 文の叙述のタイプ分け 

Ⅱ-1．発話の場と指示の場を確定する。 

 1．で見たように，文の叙述のタイプの違いは，発話の場と指示の場との関係の違い，および，
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話し手・語り手と聞き手・読み手の叙述の内容への関与の仕方の違いによるものである。つま

り，これらの文の叙述のタイプを分けようとすれば，まずは発話の場と指示の場との関係に着

目すればよいことになる。両者が一致するものが対話文，一致しないものが叙述文となる。 

 小説の場合，引用符で囲まれた対話部分は，発話の場と指示の場が一致した対話文となる。

杨关庆(2003)では，(09)，(11)，(19)～(21)，(27)がこれに当たる。 

 一方，小説の地の文は，発話の場は作者の執筆の場と考えられ，当然それは指示の場，つま

り物語が進行する場とは一致しない。杨关庆(2003)の場合も，(01)～(02)，(06)～(07)，(08)，

(10)，(12)～(13)，(14)～(17)，(18)，(22)～(23)，(25)～(26)でふたつの場は一致しないことが

確認でき，これらは叙述文であると考えられる。 

 

Ⅱ-2．時間・空間および価値判断を示す成分が，いずれの場に基づいているかを特定する。 

 この手順により，対話文が，話し手・聞き手に直接言及する直接対話文と，そうではない伝

達対話文とに分けられ，また叙述文が，語り手が出来事の外部からの目撃者である伝達叙述文

と，語り手が叙述の対象と一体化した憑依叙述文とに分けられる。具体的には，時間・空間関

係を示す成分，価値判断を示す要素が，語り手の側と作中の人物・事物の側のどちらにとって

のものかを見て決めることになる。 

 张新华(2007)は，時間指示と空間指示，および，価値判断を示す要素を张新华(2007):29-30 に

あげているが，さらに，例文で示されているものも含めて以下に列挙する。 

 

指示成分 

■時間指示：今天，去年，现在，那时，一天中午，很久以前，这两三个月，隔了七八年， 

 一会儿，已经，还，就，正，仍然，一直，など 

 然后，同时，虽然，可是，因为，所以，于是，など 

■空間指示：我，你，他，这，那，来，去，其中，远处，など 

■価値判断 

 モダリティ成分：一定，必定，的确，可能，大概，会，能，似乎，应该，不，没，など 

 吗，呢，吧，啊，么，呀，など 

 語気詞・感嘆詞：喂，嗨，啊，呃，嚯，など 

 否定成分：不，没有，など 

 判断・評価語(価値判断・評価の意味を含む語)： 

 是，是…的，など 

 无论如何，的确，简直，只好，最好，到底，干吗，竟然，居然，反正，也，又， 
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 却，倒，太，真，有点儿，など 

 老家伙，丑八怪，刘四爷，刘四，刘老头子，父亲，姨妈，先生，上级，など 

 

 それでは，以上のような成分について，Ⅱ-1 の手順で分けた，対話文のほうから見てみよう。

引用符に囲まれた部分である。 

 

(09)“你得想想办法啊!” 

(11)“叼就叼去吧，自然之道，就是这样的。” 
(19)“天哪！”(20)有个旅行者说，(21)“看我们做了些什么！” 

(27)“如果不是我们人类，这些海龟根本就不会受到危害。” 

 

 このうち(09)，(19)，(21)は，作中の話し手・聞き手が直接の当事者となる直接対話文である。

(09)の“得”“啊”は話し手の聞き手に対する判断や感情を表わし，(19)，(21)は話し手自身の

強い感情を表わす。(20)は伝達叙述文であるが，引用符で囲われるべき部分の途中に置かれて

発話者を示している。実際の発話は“天哪！看我们做了些什么！”となる。(11)，(27)は，作

中の話し手・聞き手が同じ作中の他の事物について意見や情報を交換する伝達対話文である。

(11)の“这样”は話し手から見ての空間関係を示し，“吧”“就是…的”は眼前の状況や「自然

の理」に対する話し手自身の判断を聞き手に伝えている。(27)も，“这些海龟”が話し手から見

ての空間関係を示し，“根本就不会”が話し手の意見を聞き手に伝えている。 

 続いてⅡ-1 の手順で分けた，叙述文のほうを見る。 

 叙述文とした(01)～(02)，(06)～(07)，(08)，(10)，(12)～(13)，(14)～(17)，(18)，(22)～(23)，

(25)～(26)のうち，(16)以外は，作者が外部からの目撃者であることから，伝達叙述文であると

特定できる。 

 

(01)7 个旅行者和一个生物学家向导，结队到达南太平洋的加拉巴哥岛。(02)那个海岛上有许

多太平洋绿海龟用来孵化小龟的巢穴，他们想实地观察一下幼龟是怎样离巢进入大海

的。 

(06)那天上岛时，已近黄昏，他们很快就发现一个大龟巢，突然，一只幼龟率先把头探出巢

穴，却又欲出而止，似乎在侦察外面是否安全。(07)正当幼龟踯躅不前时，一只鹰突兀

而来，它用尖嘴啄龟的头，企图把它拉到沙滩上去。 
(08)旅行者们紧张地看着眼前的一幕，其中一位焦急地问向导： 

(10)向导却若无其事地答： 
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(12)向导的冷淡，招来了旅行者们一片“不能见死不救”的呼唤。(13)向导极不情愿地抱起

小龟，把它引向大海，那只鹰眼见到手的美食给抱走，只能颓丧地走了。 
(14)然而接着发生的事却使他们极为震惊——(15)向导抱走幼龟不久，成群的幼龟从巢口鱼

贯而出—— 
(17)一旦遇到危险，它便会返回龟巢，现在做向导的幼龟被引向大海，巢中的幼龟得到错误

信息，以为外面很安全，于是争先恐后地结伴而行。 
(18)沙滩上无遮无挡，很快引来许多食肉鸟，它们确实可以饱餐一顿了。 

(22)这时，数十只幼龟已成了鹰、海鸥、鲣鸟的口中之物，向导赶紧脱下头上的棒球帽，迅

速抓起数十只幼龟，放进帽中，向海边奔去。(23)旅行者们也学着他的样子，气喘吁吁

地来回奔跑， 
(25)看着数十只食肉鸟吃得饱饱的，发出欢乐的叫声，旅行者们都低垂着头。(26)向导发出

悲叹： 

 

 (02)“那个海岛上”，(06)“那天上岛时”“已近黄昏”“很快就”“突然”“外面”，(07)“正当幼

龟踯躅不前时”“突兀”“而来”“拉到沙滩上去”，(08)“眼前的”，“其中”，(12)“招来”，(14)

“接着”，(15)“不久”，(17)“返回”“现在”“外面”“于是”，(18)“沙滩上”“很快”“引来”，

(22)“这时”“已”“赶紧”“向海边奔去”は，作中人物や動物の立場から，それらが属する指示

の場での時空関係を示す一方 6) ，(06)“却”“又”“似乎，(10)“却”，(13)“只能”，(14)“然而”

“却”，(17)“便”“会”，(18)“确实”“可以”は，作者の立場からの判断を示す。時間・空間

関係を示す成分は，指示の場に属し，価値判断を示す要素はなお作者の側に帰属しているので，

1．にあげた伝達叙述文の指示構造と一致し，これらは伝達叙述文であると特定される。また，

(08)“紧张地”“焦急地”，(10)“若无其事地”，(13)“极不情愿地”“颓丧地”，(14)“极为震惊”，

(23)“气喘吁吁地”などは，作者の観察を通した作中人物・動物の感情や様態を表わしている。 

 (16)は作者が作中人物と一体化し，その気づきを作中人物自身のことばで述べた憑依叙述文

であると考えられる。 

 

(16)那只先出来的幼龟，原来是龟群的“侦察兵”! 

 

 (16)の那只”“先”“出来”は，指示の場に基づく時空関係を示し，“原来是…”は，作中人物

の気づきを作者自身がこの人物に一体化して表わしている。これについては，5．で再び取り上

げる。 

 以上の分析過程でまだ扱っていない文がある。それは，(03)～(05)，(24)，(28)～(29)である。 
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(03)太平洋绿龟的体重在 150 公斤左右，幼龟不及它的百分之一。(04)幼龟一般在四五月间

离巢而出，争先恐后爬向大海。(05)只是从龟巢到大海需要经过一段不短的沙滩，稍不

留心便可能成为鹰等食肉鸟的食物。 
(24)算是对自己过错的一种补救吧。 

(28)人是万物之灵。(29)然而，当人自作聪明时，一切都可能走向反面。 

 

 (03)～(05)は，ウミガメについての一般的な説明で，“在四五月间”“从龟巢到大海”などの

時間・空間は，一般的ないつ・どこと特定されない時空を示し，一方，“需要”は作者の知識か

ら下される判断を示している。(24)の“算是…”“吧”は作中人物の行動に対する作者の評価を

示す。(28)～(29)は警句的なまとめである。“当人自作聪明时”はいつとは特定されない時間を

示し，“可能”は作者自身の判断を示している。 

 これらの文では，作者は小説の世界を離れ，小説中に登場する人物・事物，発生する出来事，

あるいは小説の内容そのものに関して叙述を行なっている。一種の伝達叙述文といえそうだが，

その文中の時間や空間を示す成分は，いつ・どこを指すとも特定されない点で通常の伝達叙述

文と異なっている。あるいは，浜田(2001)の「コメント部」を念頭に，別途“解释句(解説文)”

というようなタイプを設けるのがよいかもしれない。これについては，4．で取り上げる。 

 

3.3. 伝達叙述文の基点の特定 

Ⅲ-1．複数現われる名詞句に対し，限定レベルの順位づけをする。 

 张新华(2007)によれば，名詞句の限定レベルは，以下のような形式の違いとして現われるが，

そのうちⅠ1)のみが主要な関心の対象となりえ，従って指示の基点となりうるとしている[张新

华(2007):46-47]。 

 

Ⅰ．強い限定レベル 

1）典型的な強い限定。a“我、你、这”，b 固有名詞，c“他”“那”類，d 裸の名詞の 4 つに

分かれる。これらを修飾成分とする名詞句も含む。 

2）一般的な限定。描写性の修飾成分のみを持つ名詞句。“妇人”“老者”などのような，描写

性の意味を持つ裸の名詞も含む。 

Ⅱ．弱い限定レベル 

1）指示成分＋数量名構造。Ⅰの 1）と次のⅢを結合させたもの。 

2）“有”＋NP。数量詞を含むものは含まないものよりも限定性が強い。 
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Ⅲ．不特定レベル 

数量名構造。描写性の修飾語を持つものと持たないものを含む。 

 

 杨关庆(2003)の各文の文中に現われる名詞句を以下に列挙し，3.2.で伝達叙述文とした文につ

いては，上にあげた区分に従い記号を付す。伝達叙述文においては，下線を引いたものが最も

限定レベルが高く，かつ，Ⅰ1)レベルであり，その文の基点を成すと考えられる。2．でも述べ

たように，基点は主に主語の位置に現われることから，この段階で，同じレベルのものが現わ

れた時は主語を優先して基点とする 7) 。一方，文中に基点とすべきものがなく，前の文の基点

をひきついでいると見られる場合は，前の文とつなぐことを検討する。また，1．に述べた同じ

文中の裸の名詞に限定性を与えるという基点の性質も考慮して定める必要があるものと考えら

れる。対話文と憑依叙述文においては，基点はそれぞれ一人称“我”と三人称“他”に自動的

に決まる。【  】内に示した。 

 

Ⅲ-2．時間・空間を示す成分が各文の基点に基づいているかを確認する。 

 記述の重複を避けるため，この手順による結果も以下にあわせて示す。以下の列挙で【  】

内に示したもののうち，矢印の左側がその文の基点，右側が，各文中に現われる時間・空間指

示である。それぞれ基点に基づいているかどうか，指示の基点と，時間・空間を示す成分との

関係を確認する 8) 。なお，特に時空を示す成分の現われない文もある。 

 

(01)Ⅲ7 个旅行者，Ⅲ一个生物学家向导，Ⅰ1)b 南太平洋的加拉巴哥岛 
(02)Ⅲ许多太平洋绿海龟用来孵化小龟的巢穴，Ⅰ1)c 他们，Ⅰ2)幼龟【他们←那个海岛上】 

(03)Ⅰ1)b 太平洋绿龟的体重，Ⅰ2)幼龟，Ⅰ1)c 它的百分之一+(04)Ⅰ2)幼龟+(05)Ⅲ一段不

短的沙滩，Ⅰ2)鹰等食肉鸟的食物【太平洋绿龟←在四五月间，从龟巢到大海】 

(06)Ⅰ1)c 他们，Ⅲ一个大龟巢，Ⅲ一只幼龟【他们←那天上岛时，已近黄昏，很快就，突然，

外面】 

(07)Ⅰ2)幼龟，Ⅲ一只鹰，Ⅰ1)c 它[タカ＝主語]，Ⅰ1)d 龟的头，Ⅰ1)c 它[カメ＝目的語]【它

←正当幼龟踯躅不前时，突兀，而来，拉到沙滩上去】 

(08)Ⅰ1)d 旅行者们[主語]，Ⅱ1)其中一位，Ⅰ1)d 向导[目的語]【旅行者们←眼前的，其中】 
(09)【直接対話文：我】 

(10)Ⅰ1)d 向导 
(11)【伝達対話文：我←这样】 

(12)Ⅰ1)d 向导的冷淡[主語]，Ⅰ1)d 旅行者们一片“不能见死不救”的呼唤[目的語]【向导
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的冷淡←招来】 
(13)Ⅰ1)d 向导，Ⅰ2)小龟，Ⅰ1)c 它，Ⅱ1)那只鹰，Ⅰ2)到手的美食 
(14)Ⅰ2)接着发生的事，Ⅰ1)c 他们【他们←接着】 

(15)Ⅰ1)d 向导，Ⅰ2)幼龟，Ⅰ2)成群的幼龟【向导←不久】 
(16)【憑依叙述文：(他们)←那只，先，出来】 

(17)Ⅰ1)c 它，Ⅰ2)做向导的幼龟，Ⅰ2)巢中的幼龟，Ⅰ2)错误信息【它←返回，现在，外面，

于是】 

(18)Ⅲ许多食肉鸟，Ⅰ1)c 它们【它们←沙滩上，很快，引来】 

(19)【直接対話文：我们】 

(20)Ⅱ2)有个旅行者 

(21)【直接対話文：我们】 

(22)Ⅲ数十只幼龟，Ⅰ2)鹰、海鸥、鲣鸟的口中之物，Ⅰ1)d 向导，Ⅰ2)头上的棒球帽，Ⅲ数

十只幼龟【向导←这时，已，赶紧，向海边奔去】 

(23)Ⅰ1)d 旅行者们，Ⅰ1)c 他的样子 

(24)Ⅰ1)c 自己过错，Ⅲ一种补救 

(25)Ⅲ数十只食肉鸟，Ⅰ2)欢乐的叫声，Ⅰ1)d 旅行者们 

(26)Ⅰ1)d 向导 

(27)【伝達対話文：我们←这些海龟】 
(28)Ⅰ1)d 人 

(29)Ⅰ1)d 人【人←当人自作聪明时】 

 

 (04)，(05)には基点とすべきⅠ1)に属する名詞句がなく，(03)の“太平洋绿龟的体重”のうち

の“太平洋绿龟”によって(04)の“幼龟”に限定性が加えられ，(05)にまで引き継がれている

と見る。従って，(03)+(04)+(05)で 1 文とする。 

 (16)は憑依叙述文であり，その基点は，文中に現われない三人称“他们[＝旅行者たちと案内

人]”で，これに作者が一体化したものとなる。 
 これらも含め，時間・空間を示す成分を含むすべての文で，示されている時間・空間は，い

ずれも基点を基準としていると考えられる。以上ここまでで，小説を構成する文の叙述のタイ

プの分析手順を確立することができた。 

 

4. 伝達叙述文における「前景」と「背景」 

 浜田(2001)は時間性の違いから物語を「発話部」「前景部」「背景部」「コメント部」に分けて
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いる。具体的な時に一回限りのものとして生起する出来事を表わす文が「発話部」と「前景部」

となり，物語の筋をになう。具体的な時を持たない状態や習慣的な行為を表わす文が「背景部」

となる。物語の外から語り手のコメントとして機能するのが「コメント部」である。 

 浜田(2001)のあげる 4 つの部分とここまで見てきた叙述のタイプとの対応を見るならば，「発

話部」が対話文から構成され，また，「コメント部」は，現実世界の事物の由来を述べたり，教

訓めいた締めくくりを述べたりする部分であるので，3.2.のⅡ-2 で分析した(03)～(05)，(24)，

(28)～(29)のような，語り手が物語の内容に関する事物を指示対象として叙述を行なう，一種

の特殊な伝達叙述文から構成されると考える。 

 一方，浜田(2001)の「前景部」と「背景部」が伝達叙述文から構成される。「前景部」と「背

景部」とは，具体的には「ある日のこと」と「あの頃」のどちらと共起しうるかとともに，動

作を表わす動詞については，以下のように区別される。 

 

＋完成相「スル・シタ」  → 継起的前景＝プロットライン 

＋持続相「シテイル・シテイタ」 → 同時的背景 

＋パーフェクト相「シテイル・シテイタ」→ 時間的後退性を持った背景 

＋反復・習慣相「スル・シタ」 → 同時的背景 

 

 例えば，「男が立ち上がった。風が吹いていた」という場合は，「男が立ち上がる」のが前景

で「風が吹く」のは背景となるが，「男が立ち上がった。(そして)風が吹いた」という場合は，

どちらも前景となり物語の筋を構成するという[浜田(2001):321]。 

 张新华(2007)の伝達叙述文には「前景部」と「背景部」にあたるような区別はない。张新华

(2007):71-74 では「背景」と「前景」を基点とそれ以外の事物・事件として両者の違いをまと

めており，浜田(2001)のいう時間の流れとの関係性の違いとは，一見異なる区別を指すように

思われるが，時間の流れも基点に基づく指示構造をなす以上，関連してくることは想像できる。

実は，浜田(2001)の「発話部」「前景部」「背景部」「コメント部」の 4 つの区分は，平面的な分

割ではなく，最前面の「図」から順に，最背面の「地」へ向かって重なっていくものとして考

えられている。このようなモデルに重ね合わせることを考えるならば，「コメント部」にあたる

ものとして解説文を立て，また，伝達叙述文についても背景／前景の区分をすることが，今後，

検討されてよい。 

 その他，叙述のタイプに関する議論は「錯綜して」[浜田(2001):322]おり，すべてを取り上げ

検討を加えることは保留する。例えば，金水(2000):5 で「超時間的判断・恒常的状態」を表わ

すとするものは 3.2.のⅡ-2 で特殊な伝達叙述文としたもの，つまりは浜田(2001)の「コメント
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部」に相当するのではないか，とか，益岡(2000)の「演述型の文」は伝達叙述文に，「情意表出

型の文」は憑依叙述文に相当しそうだ，などというような，ある程度の対応関係はつけられよ

うが，もとよりその輪郭は一致せず，ずれ・重なりを持つものと予想される。本論では，これ

らも指示の構造の問題として捉え直し，整理をつける可能性があることを指摘するに留める。 

 

5. 二種類の憑依叙述文 

 顧(2005)は，作中人物の発話や思考の直接的表出である自由直接話法と，語り手が作中人物

の内面に入り込んだ表現である自由間接話法とを取り上げているが，1．にあげた 4 つの叙述の

タイプのうち，憑依叙述文は，この両者をあわせたものに相当すると考えられる。顧(2005)は，

自由直接話法では思考主・発話主が一人称“我”として現われ，自由間接話法では三人称“他”

として現われるので，両者は主語の人称によって区別されるとしているが，いずれも省略され

るとあいまいになる，特に，日本語にあるような思考や感情を表わす述部の人称制限や時制を

持たない中国語では，よりあいまいになりやすく，そのため翻訳の際に人称が補足される場合

もあるとしている。 

 

顧(2005)の例：番号と下線は顧による。 

例(10)①けれどもこの社会はまだ、彼にとって直接的な加害者ではなかった。②あと二年

たてば大学を卒業する。③いわゆる社会人となる。④その時から本当の闘いが始まる

筈だった。⑤準備期間は二年しかない。⑥そのあいだに社会人としての資格をつくり、

実力をたくわえ、狡猾さと図太さとを身につけなくてはならない。 

例(11)①然而，这个社会对于他来说并不是直接的加害者。②再过两年他就要大学毕业，也

就是说将要成为“社会人”。③从那时候起他才开始进行真正的斗争。④只有两年的准

备时间。⑤在这段时间里，他必须获得“社会人”的资格，积蓄实力，学会狡猾和厚颜

无耻。 

 

 顧(2005)によれば，例(10)の日本語原文で，内面を表わす動詞，形容詞，助動詞が現在形で

用いられ人称が明示されない文は，自由直接話法としての解釈が優勢になるが，例(11)の中国

語訳のほうは，三人称“他”が補足されたため，自由間接話法として読み取られやすいとして

いる。 

 张新华(2007)は，憑依叙述文の主体の形式は，“他”か“自己”かゼロ形式であるとしている

が，“我”である憑依叙述文もあると述べ，一人称“我”の内面世界の活動を表わし，振り返り

の対象としての自己に語り手が一体化したものであるとしている[张新华(2007):201]。これが顧
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(2005)のいう自由直接話法にあたるものであろう。 

 ところで，中国語には，屈折語においていうような，いわゆる「話法」は存在しない。顧(2005)

では，一定の保留をしつつも「話法」としての問題設定を行なっているが，実は，これらもま

た，叙述のタイプの違い，ひいては，指示の構造の違いに帰結されるのではないだろうか。こ

の点で示唆的なのは，直接引用の間接化という慎重な言い回しをしている望月(1976)である。

望月(1976)では，間接化の際，時を表わす名詞や人称代詞の置き換えが起こること，また，語

気助詞や感嘆詞，一部の副詞が消失したりすることを指摘しているが，これらはまさに 3.2.の

Ⅱ-2 にあげた指示の枠組みを示す成分である。 

 

望月(1976)の例：日本語訳と下線(原文は下点)は望月による。 

例(13) 他说：“北京的春天真暖和呀！”＜彼は‘北京の春は本当に暖かですね’と言った＞ 

例(13)' 他说，北京的春天非常暖和。＜彼は，北京の春は非常に暖かだと言った＞ 
例(24)他说：“唉呀，你怎么这么瘦啦？”＜彼は，‘おやまあ，あんたはどうしてこんなに

痩せたの’と言った＞ 
例(24)' 他吃惊地说我怎么这么瘦了。＜彼はびっくりしたように，僕がどうしてこんなに痩

せたのかと言った＞ 
例(27) 他说：“原来是你呀！”＜彼は‘なんだ君か’と言った＞ 

例(27)' 他吃惊地认出了我。＜彼はびっくりした様子で僕であることを知った＞ 

 

おわりに 

 以上，指示の枠組みを手掛かりに小説を構成する文の叙述のタイプとその基点，および，基

点と時間・空間・価値判断などの指示成分との関係を見てきた。指示は必ずどこかに基点を持

ち，そして，3．に手順を示したとおり，この基点は叙述のタイプと文中の名詞句の限定レベル

により特定される。基点は視点を反映するものであるから，これらを考え合わせると，はじめ

にも述べたように，文の叙述のタイプを特定することがすなわち各文の視点のありかを特定す

ることになる。このようにして特定された視点こそ，視点を論ずる際に扱われるべき視点であ

ろうと考える。 

 また，これまで叙述のタイプの問題や，話法の問題とされてきたものも，指示の問題として

考え，より大きな枠組みの中で捉え直すことの可能性を示すことができたと思う。 

 指示や視点の問題はいくつもの要因が複雑に絡み合った領域であり，根気よくときほぐして

いく必要がある。本論ではその糸口の１つを手繰り始めたにすぎない。今後の進展を期したい。 
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注 

1) 本論では，対話文については，話し手，聞き手を，叙述文については，語り手，読み手をそれぞれ用いた。

また，小説についてのみ言及する場合は，作者も用いた。 
2) 张新华(2007)で“支点”としているものを本論では指示の基点，または単に基点と呼ぶことにする。 
3) 語り手が一体化する対象が一人称“我”であることもある[张新华(2007):201]。5．を参照。 
4) 一人称“我”が語り手から乖離し叙述の対象であることもある[张新华(2007):22]が，まずは最も典型的と予

想される構造の小説を分析の材料とするべきであると考えた。 
5) 中国では“破折号”と呼び，話題の転換を示したり，その後に注釈部分があることを示したりする働きを持

つとされる。 
6) (02)“那个海岛上”，(06)“那天上岛时”は小説全体の舞台設定をする部分であり，このような部分には，作

者の立場が覗いた結果，“那”が現われるのかもしれない。 
7) どちらも主語として現われた時はそこで文を切り，新たに区切った文について必要な場合には，タイプを変

更することを検討してもよいものと考えられる。 
8) この段階で，別の名詞句を基点とした時間・空間指示が現われた時は，そこで文を切り，新たに区切った文

について必要な場合には，タイプを変更することを検討してもよいものと考える。 

 

分析資料 

杨关庆(2003) 
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資料：杨关庆(2003)〈自然之道〉全文 

  (01)7 个旅行者和一个生物学家向导，结队到达南太平洋的加拉巴哥岛。(02)那个海岛上有许多太平洋绿海龟用

来孵化小龟的巢穴，他们想实地观察一下幼龟是怎样离巢进入大海的。 

  (03)太平洋绿龟的体重在 150 公斤左右，幼龟不及它的百分之一。(04)幼龟一般在四五月间离巢而出，争先恐

后爬向大海。(05)只是从龟巢到大海需要经过一段不短的沙滩，稍不留心便可能成为鹰等食肉鸟的食物。 

  (06)那天上岛时，已近黄昏，他们很快就发现一个大龟巢，突然，一只幼龟率先把头探出巢穴，却又欲出而止，

似乎在侦察外面是否安全。(07)正当幼龟踯躅不前时，一只鹰突兀而来，它用尖嘴啄龟的头，企图把它拉到沙滩上

去。 
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  (08)旅行者们紧张地看着眼前的一幕，其中一位焦急地问向导：(09)“你得想想办法啊!”(10)向导却若无其事

地答：(11)“叼就叼去吧，自然之道，就是这样的。” 

  (12)向导的冷淡，招来了旅行者们一片“不能见死不救”的呼唤。(13)向导极不情愿地抱起小龟，把它引向大

海，那只鹰眼见到手的美食给抱走，只能颓丧地走了。 

  (14)然而接着发生的事却使他们极为震惊——(15)向导抱走幼龟不久，成群的幼龟从巢口鱼贯而出——(16)那只

先出来的幼龟，原来是龟群的“侦察兵”！(17)一旦遇到危险，它便会返回龟巢，现在做向导的幼龟被引向大海，巢

中的幼龟得到错误信息，以为外面很安全，于是争先恐后地结伴而行。 

  (18)沙滩上无遮无挡，很快引来许多食肉鸟，它们确实可以饱餐一顿了。 

  (19)“天哪！”(20)有个旅行者说，(21)“看我们做了些什么！” 

  (22)这时，数十只幼龟已成了鹰、海鸥、鲣鸟的口中之物，向导赶紧脱下头上的棒球帽，迅速抓起数十只幼龟，

放进帽中，向海边奔去。(23)旅行者们也学着他的样子，气喘吁吁地来回奔跑，(24)算是对自己过错的一种补救吧。 

  (25)看着数十只食肉鸟吃得饱饱的，发出欢乐的叫声，旅行者们都低垂着头。(26)向导发出悲叹：(27)“如果不

是我们人类，这些海龟根本就不会受到危害。” 

  (28)人是万物之灵。(29)然而，当人自作聪明时，一切都可能走向反面。 

 

日本語訳(筆者による) 

 (01)7 人の旅行者と 1 人の生物学者の案内人とが，グループで南太平洋のガラパゴス島にやってきた。(02)その

島には，太平洋アオウミガメが子ガメを孵化させるための巣穴が多くあり，彼らは子ガメがどのように巣穴を離

れ海に入っていくかを実地に観察しようとしていた。 
 (03)太平洋アオウミガメの体重は 150kg 前後だが，子ガメはその 100 分の 1 にも及ばない。(04)子ガメはふつ

う，4～5 月の間に巣を離れ，先を争って海に向かう。(05)ただ，巣穴から海までにはかなりの長さの砂浜を経な

ければならず，少しでも注意を怠ると，タカなど肉食の鳥の餌食となってしまう。 
 (06)その日上陸した時はすでに黄昏に近かったが，彼らはすぐに大きな巣穴をみつけた。突然，1 匹の子ガメが

頭を巣穴からのぞかせ，出ようとして止まった。まるで外が安全かどうか偵察しているようだった。(07)子ガメ

がためらっているちょうどその時，1 羽のタカが突如としてやってきて，鋭い嘴でカメの頭をつつき，砂浜に連

れ去ろうとした。 
 (08)旅行者達は緊迫した様子で眼前のこの一幕を見ていたが，そのうちの1人がやきもきして案内人にいった。

(09)「何とかしないと！」(10)案内人はしかし，平然と答えた。(11)「くわえるならくわえていかせましょう。自

然の理とはこういうものなんです。」 
 (12)案内人の冷たさは，旅行者達の「見殺しにはできない」という叫びを招いた。(13)案内人はしぶしぶ子ガ

メを抱き上げ海に連れて行った。タカは手に入れたごちそうを奪われて，がっかりして飛び去るしかなかった。 
 (14)しかし，続いて起こったことは，彼らを驚愕させた――(15)案内人が子ガメを抱いていってほどなく，群

れを成した子ガメが巣穴から続々と出てきたのだ――(16)あの先に出てきた子ガメはカメ達の「偵察兵」だった

のだ！(17)ひとたび危険に遭遇すると，巣穴へ戻るはずだったのだが，今，先駆けのカメが海へ連れて行かれた

ので，巣の中のカメは誤った情報を得てしまった。外は安全だと思い，先を争って出てきたのだ。 
 (18)砂浜にさえぎるものはなく，たちまち多くの肉食の鳥がやってきた。それらは間違いなく腹一杯になった

であろう。 
 (19)「なんてことだ！」(20)1 人の旅行者がいった。(21)「我々はなんてことをしてしまったんだ！」 
 (22)この時，数 10 匹の子ガメがすでにタカ，カモメ，カツオドリなどの餌食になっていた。案内人は急いでか

ぶっていた野球帽を取ると，すばやく数 10 匹の子ガメをつかまえ帽子に入れ，海へ向かって走った。(23)旅行者

達も彼の真似をして，息を切らして往復した。(24)自分達の過ちに対する償いであったろうか。 
 (25)数 10 羽の鳥がたらふく食べ，歓喜の声をあげる中，旅行者達はうなだれていた。(26)案内人は嘆いた。(27)
「我々人間がいなければ，これらのウミガメはやられることもなかっただろう。」 
 (28)人は万物の霊長という。(29)しかし，人がうぬぼれると，すべては悪いほうにいってしまうこともあるの

だ。 
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构成汉语小说的各种句子叙述类型 
 

KATO Haruko 
 

  本文企图在张新华(2007)关于指示结构的理论基础下，通过特定构成汉语小说的每一个句子

叙述类型，确定根据指示框架来分析一篇小说的程序。其目的是更准确地理解句子的视点。汉语

小说的分析程序可以归纳如下： 

 

 Ⅰ．确定句子分界，以此把整篇小说分割成句子。 

 Ⅱ．通过下面两层次序，确定每个句子的叙述类型。 

  -1．明确每个句子的言语场景和指示场景。 

  -2．特定句内时空指示成分和价值指示成分基于哪一个场景。 

 Ⅲ．通过下面两层次序，确定“转述句”的句内“支点” 

  -1．按照名词词组的限定等级，找出限定性最强的名词词组，定为“支点”。 

  -2．确认句内时空指示成分是否根据“支点”定位。 

 

  通过这套分析程序，可以把句子分为两大类四小类：一类是对言句，它又可分为直言句和转

言句两小类；另一类是叙述句，它又可分为转述句和直述句两小类。四类句子都有它固有的指示

结构和指示支点，构成基于不同视点的不同叙述类型。由此可知，上述的分析程序等于确定句子

内部视点的程序。 

  对句子类型的研究以及对“叙述法(話法)”的研究，均已有一定的成果，我期待在这些研究

領域上今后以指示结构理论作为理论框架会有更系统的研究。 

 

 




