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日本文体論学会（2014 年 10 月 26 日 同志社大学）

第 106 回大会 研究フォーラム

人称の表現と文体

野村 眞木夫（上越教育大学：日本語学）

はじめに

問題： 各言語における人称の範疇とその具体的な表現あるいはバリエーションが，どの

ように文体論上の効果を持ち，文体の形成に機能するか，各言語で執筆された小説

をとりあげて問題を提起する。

趣旨： 人称は，一般に，名詞が話し手，聞き手，それ以外の者を指し示す現象と，その

指示に応じて動詞などに生じる形態的な変化，その他対人関係において人称表現が

選択される言語現象などとしてとらえられている。しかし，たとえば日本語では動

詞の形態的な変化ではなく，文の類型性や人称制限において端的に人称の範疇がは

たらくなど，言語によって人称のとらえかたに異なりが生じるのも事実である。

そのように考えると，人称は形態論のレベルから社会言語学のレベルにまで広が

りが認められ，個々の言語において文体論上の効果や機能がどのレベルでどのよう

に発現するかが改めて問われてよいことが理解される。

そこで本フォーラムでは，複数の言語（日本語・英語・フランス語・ドイツ語）

で，人称の表現が小説の文体を規定する現象をとりあげ，それぞれの言語に特徴的

な側面と共通する要因とを浮き彫りにすることを目的として議論を展開する。

(1) オックスフォード英語大辞典(NED)では，文法に用いられる“person”という語は次

のように定義されている：「人称代名詞の三つの種類のうちのおのおの一つ，および

それに対応する動詞における区別で，それぞれ，話し手（一人称），話しかけられる

人（二人称）ならびに話題にのぼる人または物（三人称）を表示もしくは指示する」，

これと同一の定義が NED 以外のよい辞書や大抵の文法書にも見られるが，この定義は

明らかに誤りである。なぜなら，私が“ I am ill”または“you must go”と言う場合，話

題とされているのは疑いもなく“ I”であり“you”である。それゆえ，実は（1）話し

手，（ 2）話しかけられる人，および（ 3）話し手でもなく話しかけられる人でもない

もの，という区別になる。一人称では自分自身について，二人称では話しかけられる

相手について，三人称ではそのどちらでもないものについて語るのである。

（ Jespersen 1924: 212，半田訳 : 292）

１．人称の範疇の認識

(2) 人代名詞は，人名に代ふる詞にして，これに，第一人称。第二人称。第三人称の別

あり。

第一人称は，対話中，演説する人名に，代ふる詞なれば，即自分の名に，代ふるな

り。これに，ワ，ワレなる詞を用う。［中略］

第二人称は，説話に対する人名に，代ふる詞なれば，即話を聴く人の名に代ふるな

り。これに，ナ，ナムヂ，なる詞を用う。［中略］
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第三人称は，人，獣，事，物，を論せず，普く説話に，関係したる事物を，示すも

のなれば，其襲用最広大なるを以て，此に用うる詞も亦数多にして，コレ，ソレ，カ

レ等なり。 （田中義廉 1874: 二 24 ｵｳ）

(3) 英語に Worldly てふ語あり，訳して世間的とでもいふ可きか。人の一生は殆ど全く世

間的なり。世間とは一人称なる吾，二人称なる 爾 ，三人称なる彼，此三者を以て成立
われ なんぢ もつ

せる場所をいふ。人，生れて此場所に生育し，其感情全く此場所の支配を受くるに至

る。何時しか爾なく彼なきの此天地に独り吾てふものゝ俯仰して立ちつゝあることを
い つ ふぎやう

感ずる能はざるに至るなり｡ (国木田独歩 1906(執筆は 1896 頃)『岡本の手帳』)

(4)▲会話文には 第一には，句頭に，人の第二人を用ひて，其の格は，主格に，呼格に見
．．．．． だい く とう ひと だい にん もち そ かく しゆかく こ か く あら

はるゝ者なり。第二には，其の第二人に就いていふべき作用言，形 状言は，時は，大率，
だい そ だい にん つ さ ようげん けいじやうげん とき だいりつ

現在のみに見はれて， 専 ら，語尾に，敬語を添ふ者なり。然かして，
げんざい あら もつぱ ご び け い ご そ もの し

▲記録文には 第一には，句頭に， 専 ら，人の第三人を用ひて，其の格は，主格に，
．．．．． だい く とう もつぱ ひと だい にん もち そ かく しゆかく

事主格に見はるゝ者なり。第二には，其の第三人に就きていふべき作用言，形 状言は，
じ しゆかく あら もの だい そ だい にん つ さ ようげん けいじようげん

時は，現在，過去，未来にも見はれて，多くは，語尾に，敬語を措かぬ者なり。され
とき げんざい く わ こ み ら い あら おほ ご び け い ご お もの

ば，会話と記録とは，人 称同じからずして，格も，亦た異なるに，時も異同ありて，語尾
くわいわ き ろ く にんしやうおな かく ま こと とき い ど う ご び

の 趣 も相違せるを，いかでかは，打混じて，一筆に書くを得ん。 (物集高見 1902)
おもむき さ う ゐ うちこん ふで か え

(5)此の一人称小説は自己の心理を描くには，非常に便利だ。ある人間のある時の感情と

か悲劇とかと書くには，無駄を書かなくつても好いので，此法を用ゆるを便とする。
ママ

短篇に此種の法を用ゐたものゝ多いのは，自然の勢である。ツルゲネーフなどは此の

描法を発達させて，自己以外の人間をも社会をも此一人称小説で充分に描いた。され

どこれはツルゲネーフのやうな天才で始めて出来ることで複雑した社会人間を描くに

は，一般に三人称を用ゆるのが普通になつて居る。

一人称小説が何うかすると，作者の立場と余り密接に過ぎることがあると共に，三人

称小説は余りに客観に過ぎるといふ弊があつて，作者の立場が余り離れ過ぎるといふ

ことが往々にしてある。前者は同情の弊に陥り易く後者は軽 佻の弊に陥り易い。こ
けいちやう

の二者は互に其長所を利用して，互に其短所を補つて行くやうにすることが必要だ。

今少し工夫を積んで見たら，一人称小説に客観的描写を加へ，三人称小説に主観的描

写を加へて，打つて一丸と為したやうな文体が出来るかも知れぬ。(田山花袋 1909: 258)

(6) 私の言う本格小説というのは，形の上からだけで言えば，一人称小説に対する三人

称小説のことである。主観的行き方に対する，厳正に客観的な行き方の小説である。

作者の心持や感情を直接書かないで，或る人間なり生活なりを描くことに依って，そ

こにおのずから作者の人生観が現れて来るような小説である。［中略］

心境小説というのは，本格小説の全く正反対の立場に立つ小説である。作者がじか
、、

に作品の上に出て来る小説である。作品の上で作者が直接ものを言って居る とい

うよりも作者が直接ものを言うことが作になったような小説である。書かれてあるこ
、、

とよりも，誰が書いたかということの方に，主として意義の力点が置かれて居るよう

な小説である。 (中村武羅夫 1924: 139f)

(7) 「心境小説」即ち「私小説」のことである。或は「私小説」は「心境小説」の元で

あるともいえる。その「私小説」の元は私は白樺派ではないかと考えている。もっと

も白樺派以前にも，或は西洋にも，「私小説」が断然なかったなどというのではない

が，大略にいって，私は「白樺」という雑誌が出た時に，初めて「私小説」らしい「私

小説」を見た気がするのである。但しここで「私小説」らしい「私小説」というのは，
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従来の一人称小説の見地からすると，桁の外れた，幾分無茶な私小説という意味もあ

る。今はもうはっきり誰と誰との作などということを覚えていないがこの雑誌に出て

いる幾つかの小説の中で，「自分」とか「俺」とかいって，一人称で書いてあるもの

を読むとこれまでの自然主義派の小説で見た同じ一人称のものと，ひどく趣きが違っ

ているのに私は驚かされた。つまり，これ迄の一人称小説では，その一人称の人物と

作者との間が，その小説に出て来る他の人物と作者ほどではなくても，可成り離れて

いたし，作者も離れようと心がけていたようだった。でなければ，一人称は一人称で

も作者とは全く別の人であったり，又は作者が構想上の都合で使っているという程度

のものだった。詰り作者の態度は三人称の小説を書くのと同じ態度だった。所が，今

いう白樺派の或小説では，はっきりそれ等の一人称の人物が作者その人らしく書いて

あるのに私は驚かされたのである。［中略］

さて，私が「私小説」と「心境小説」と同じものと見ながら先に「私小説」を「心

境小説」の元と書いたのは，後者は前者の進歩した形であると見られるからである。

初心な読者のためにいっておくが，「私小説」とはいうものの「私」という一人称で

書いた小説に限らないのである。 (宇野浩二 1925: 173f)

２．日本語の人称表現―問題の所在―

２．１ 三人称で書かれた「私」小説

(8) [田山花袋 1907]『蒲団』では「かれ」を「私」に置き換えても，多くの場合は意味

が変わらない。自由間接話法（三人称過去時制の語りを用いながら，その語りのなか

に，報告された人物の発話を，｢と彼は考えた」のような導入の標識を置かずに組み込

む話法）で英訳するほかない多数の文も，日本語原文ではもっと直接性の感覚が強く，

一人称による内的独白に似ており，バルトのいわゆる「人称をもつ語りの体系」の効

果をいっそう強めている。それゆえに『蒲団』の語りの声はしばしば主人公のために

話しているように見え，時には主人公自身の声と完全に同化するかにも見えるのだが，

一方，人物間の対話や，人称を持たない全知の語りを通して，主人公自身は共有しな

い，もしくは持ち得ないパースペクティヴが控えめながら提供されている。たとえば，

中村光夫も引用する，泥酔した時雄が神社の境内に横たわる次のシーンを見よう。

悲しい，実に痛切に悲しい。此悲哀は華やかな青春の悲哀でもなく，単に男女
かなしみ

の恋の上の悲哀でもなく，人生の最奥に秘んで居るある大きな悲哀だ。行く水の
かなしみ さいおう ひそ かなしみ

流，開く花の凋落，此の自然の底に 蟠 れる抵抗すべからざる力に触れては，人
てうらく わだかま

間ほど 儚 い情ないものはない。
はかな

汪然として涙は時雄の髭面を 伝 つた。*
わうぜん ひげつら つたは

英訳すると三人称の主語「彼」と過去時制が必要となるが，原文では最初の節の各文

は明示的な文法的主語を含まないし，過去時制でもない。その結果，時雄の思考と感

情がより強い直接性をもって現れることになる。 （鈴木登美 2000: 98f）

* He was sad, truly deeply sad. His sadness was not the sadness of florid youth, nor simply the

sadness of lovers. It was a more profound and greater sadness, a sadness inherent in the innermost

reaches of human life. The flow of water, the withering of blossoms － when one encounters that

irresistible force that is deep within nature, there is nothing as wretched or as transient as man.

Tears fell in torrents down Tokio's whiskered face. (Suzuki 1996: 72)
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２．２ 人称制限と文体に関わる指摘

(9)【五三】希望の「たい」

「たい」の活用はク活用で，すべての点において形容詞と一致しますが，単独で用

ひられる事なく，必ず動詞又は助動詞に附く点が，形容詞と異なる所です。これがま

た助動詞に編入される所以です。意味は，話手又は筆者自身の希望する事を示します。

［中略］

〔「たがる」〕

ラ行四段と同様に活用します。但し命令形は普通用ひられません。「たい」が，話

手又は筆者自身の希望する事を示すに対して，「たがる」は他の者が希望する意味を

表はします。 (橋本進吉 1938: 133)

(10) In Japanese certain words of sensation exist in pairs, one member of a pair being morphologically

an adjective and the other a verb, and this morphological distinction corresponds exactly to the

epistemological one indicated here. Thus, we have the adjective form atui in (1) but the verb form

atugatte in (2) and (3):

(1) Watasi wa atui

'I am hot'

(2) Anata wa atugatte iru

'You are hot'

(3) John wa atugatte iru

'John was hot'

And one cannot use atui with second or third person, as indicated in (4) and (5):

(4) *Anata wa atui

(5) *John wa atui

On the other hand, the grammatical status of sentence forms such as (6), with a first person subject and

the verb form, is somewhat subtle:

(6) Watasi wa atugatte iru

The sentence sounds odd, perhaps because it implies a split ego-one is simultaneously the subject of a

sensation and the objective observer of the subject of this sensation. (Kuroda 1973)

(11) We have observed that the restriction on the subject of a sensation adjective need not be applicable

when a sentence form with such an adjective is contained within a larger sentence．Another qualification

to be made about the same restriction relates to style．Consider (22) and (23):

(22) Mary wa sabisii

'Mary is lonely'

(23) Mary wa atukatta

'Mary was hot'

Contrary to what was said earlier， forms like these and like (5) are actually permitted as independent

sentences, provided that they are used in a particular style, which, for the lack of a better name, I shall

call the nonreportive style, to contrast with the reportive style. (Kuroda 1973)

(12) The distinction I intended to make in terms of nonreportive style, however , seems to be of a more

general character than that made by erlebte Rede. (Kuroda 1973)
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２．３ 人称表現の広がり

(13) まず年齢四十歳の小学校の先生のケースをモデ

ルにとって調べた結果を第 9 図に示そう。これは

決して網羅的にすべてのことばを記録したもので

はなく，普通の情況ではなんと言いますかという

質問に対しての答をあげてあるに過ぎない。同一

人物に対し，二つ以上あげてあるものは，場合に

より使い分けることばで，直ちに思い浮かべて答

えたものを記録した。

この例で見ると自称詞については，「わたくし」

「ぼく」「おれ」「おじさん」「おとうさん」「先

生」「兄さん」の七種が用いられており，対称詞には「あなた」「おまえ」「きみ」と

いった代名詞の他に，名前，「おじいさん」「おとうさん」「にいさん」および「先生」

「ぼうや」などが用いられている。 （鈴木孝夫 1973: 148）

(14) 日本語の小説の地の文に使用される人称表現

人称

１人称 ２人称 ３人称

｜

人称名詞 人称名詞 固有名詞 人称名詞 固有名詞 親族名称 普通名詞

（呼びかけ） （人間名詞）

２．４ 事例

【 表 1】 小 説 の 地 の 文 に お け る 作 中 人 物 の 人 称 の 組 み 合 わ せ

人 称 A B C D E F G H

１ 人 称 1 1 1 1 0 0 0 0

２ 人 称 1 1 0 0 1 1 0 0

３ 人 称 1 0 1 0 1 0 1 0

(15) それに，私は，まだ，亡妻の墓を，知らない。私は，もうフランスを訪れる機会も

あるまいから，麻理に，墓参をさせたい。その墓のある村は，現在，フランソアたち

が住んでる隣村で，遠くはないのである。 （獅子文六『娘と私』【C】）

(16) 私には時計に目をやることすらできなかった。懐中電灯で地面を照らしながら両足

を片方ずつ前に送っていくだけで精いっぱいだった。私は少しずつ白んでいく夜明け

の空が見たかった。（村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』【C】）

(17) 志野田の郷里は四里ばかりの山奥で，老父母がまだ農業をやっていた。長男の嫁が

親孝行をしてくれないということが，この父母の第一の不平だった。独身の次男が農

業を手伝ってはいるが，彼も家を出たがっている。 （石川達三『人間の壁』【G】）

(18) 父は自分の生まれた鎌倉に帰つて近代的な歯科診療所を開設したがつてゐた，その

診療所がまづできあがり，半年ののちあなたがたの住む家も稲村ヶ崎に新築された…

…… (倉橋由美子『暗い旅』【E】）
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(19) あとになって思うと，父は自分の命のあるあいだに，私を金閣寺の住職に引合わせ

たかったのである。［中略］父は多分顔を利かして，只で，参観門をくぐるところを，

息子の私に見せたかったらしい。 （三島由紀夫『金閣寺』【C】）

(20) 母はどうしても二人を呼びたいらしい。多実子の感情はだんだん意地わるくなって

きた。本当は，母は二人を呼びたいのではなくて，ただ章之介だけに会いたいのだ。

母には章之介と自由に会える機会はない。法事を口実にして，小松鉄太郎を呼ぶこと

をも口実にして，伊原章之介に会いたがっているに違いない。多実子は腹のなかが熱

くなってくるような気がした。母を章之介に会わせるくらいなら，自分は小松鉄太郎

に会わなくてもいいから，母の邪魔をしたかった。（石川達三『自分の穴の中で』【G】）

(21) この年の四月から，就学困難な児童のための（教科用図書の給与に対する国の補助

に関する法律）が施行された。志野田先生はその補助を，クラスの三人の子供のため

に申請してやりたい。しかし新しい規定であるだけにその手続きが解らない。教育委

員会へ出すのか民生委員に出すのか市役所へ出すのか，まだだれも知らないらしい。

（石川達三『人間の壁』【G】）

(22) 乗った人間が一人だから，一つの名前で通したと思いこんでいたのが錯覚であった。

どうして早くこれに気がつかなかったのか。三原は人目がなかったら，自分の頭を拳

でなぐりたかった。どうも頭が硬化しているぞと思った。 (松本清張『点と線』【G】）

(23) 世界を見渡せば，ストライキなどできない惨めな国もあるのだ。そういう国では，

お客さまにそんな迷惑をかけるくらいなら，わたくしメが失業して餓死します，と言

って自殺してしまうような可哀相な職員だって出てくるのだ。それに比べれば，誇り

高くお客を夜行列車から追い出すフランス鉄道職員は健康で気持ちがいい，ああ，だ

から，あなたはストライキを応援したい。 （多和田葉子『容疑者の夜行列車』【E】）

(24) それまでは，その訊問がどのようなものであるのか，想像もできないだけにそれだ

け怖ろしく，夜もろくに眠れない思いをし，しかもミスター・ミラーや孫氏にかつて

思いもかけなかった壁を発見してきた，その三日間のあとだ。お前は，娘が帰ってき

たという安堵より，これまでどう過ごしてきたかを，まず知りたかった。

（大城立裕『カクテル・パーティー』【E】）

(25) 私はふと，彼女[ミセス・ミラー]が英語会話を教える合い間に，沖縄人の大人の生

徒たちとの間に子供のことなど語りかわしている姿を想像した。それから，かの生徒

たちのうちの男が彼女の豊麗な肉体に感じいるとき，罪の意識をもつであろうか，ど

うか，詮索しはじめた。

後章

その蒸し暑い夜，たぶんお前がミスター・モーガンの幼い息子を探しあぐねて，家

族部隊の金網の内側で孫氏の思い出話をきいていた時分に，M 岬でお前の娘の身の上

の事件はおこっていた。 （大城立裕『カクテル・パーティー』【C】→【E】）

(26)問題：日本語における人称制限とその解除，人称の組み合わせの類型，作中人物の関

係性，人称表現の選択などが，小説のスタイルを構築する要因として，どのよ

うな機能と効果をもたらすのか。
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３．人称からとらえた日本語の小説―人称表現の文体的な機能と効果―

３．１ 自由間接話法（描出表現），内的独白および自己観察の表現

(27) 本当は彼は弟と胸襟をひらいて語りたかった。弟がどんなに酔っぱらっても，思う

存分酔わしておき，その呂律のあやしい懐かしい故郷の言葉を聞き，自分もその故郷

の言葉で応じたかった。徹吉は以前，実母が死んだとき帰省して以来，ずっと故郷を

訪れたことがなかった。だが，彼もまた特殊な立場にしばられている存在である。そ

うした個人的な願望は楡病院の記念の晩餐に対しては席をゆずらなければならない。

そのことを徹吉はよく理解していた。なにはともあれ彼は，山形の僻村を離れて，東

京に，楡病院に，すでに二十年余をすごしてきた人間なのだ。

（北杜夫『楡家の人びと』新潮文庫【G】）

(28) 言われてみると，そういう危険な心理ははたらいていた。

が，三原は，この底をもっと突っこんでみたかった。その上で，だめなら諦めよう。

このままでは，なんとも落ちつかない気がした。

三原がそう言うと，主任もうなずいた。 （松本清張『点と線』【G】）

(29)「はあ，分かりました。もしそういう時があれば，何とか考えまして……」と真田佐

平は，坂出範吉をそこに残したまま，足早に歩き去った。

彼は，自分がその話を彼にした坂出範吉自身であったかのように恥ずかしかった。

（伊藤整『氾濫』【G】）

(30) 八時半，まだ《第一つばめ》は入線してゐない，おそらく発車の十分ほどまえには

いってくるのだらう，さうだとして，それまでにまだ二十分あるわけだ，風はないが

烈しい寒気があなたを冷凍し，あなたの内臓まで氷漬けにする………あなたは白いマ

フラーを首に巻きなほすと，もう一度新橋寄りの階段をおりていく，下のミルクスタ

ンドで温い牛乳でも飲むことだ………あなたはフルーツ牛乳を一本飲み，《五十円ハ

ウス》の隣にある売店，本屋をのぞく，いくつかの週刊誌を手にとるが，あなたはや

める。食欲がないのとおなじやうに，ものを読むことにたいしても全然欲望がない，

なにも読みたくない，しひて読むとすれば推理小説かＳ・Ｆだが………あなたはカラ

ー・テレビのまへの椅子に腰をおろす。 （倉橋由美子『暗い旅』【E】）

(31)「どんな散歩だって，しようと思えば出来るさ」

私はまだ不満らしく，お前のいくぶん気づかわしそうな視線を自分の上に感じなが

ら，しかしそれよりももっと，私達の頭上の 梢 が何んとはなしにざわめいているのに
こずえ

気を奪られているような様子をしていた。 （堀辰雄『風立ちぬ』【A】）
と

３．２ 内なる声（同意要求）

(32) しかし貴様だって，あまり立派なことは言えまい。不意に胸の奥からそうささやく

声を聞いたのは，そうして仰向けに寝て，静かな呼吸を繰り返していたときだった。

又左衛門は両掌をにぎり合わせ，身体を固くした。それは自分の胸の中から，立ち

のぼる気泡のように湧いて来た考えだったのに，あたかも野瀬市之丞が耳もとでそう

ささやいたような，一瞬の錯覚に襲われたのである。又左衛門はすぐににぎりしめた

手をはなし，身じろぎして身体の凝りをほぐした。だが，胸に高い動悸が残った。

（藤沢周平『風の果て』【G】）
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(33) おまえは，大学の教師という職業に，少しばかり惨めではない仕事を感じて，いそ

いそと転職したんじゃなかったかね？ つまり，おまえは少し，立派になったんじゃ

なかったかね？ （清岡卓行『フルートとオーボエ』【E】）

(34) 朝食をとった後，君は，テーブルを片付け，洗濯をする。よく乾きそうな天気だ。

九時を過ぎたら暑くなるだろう。

「さあ，作戦会議だ。皆な集まって！」

君，一人だろう。

「 そうだけど」

紅茶をいれて，テーブルに着く。

「まず，水，電気は今のところ，普通に使えます」 （北村薫『ターン』【E】）

３．３ 呼びかけと問いかけ（注目要求と情報要求）

(35) シュウジ，おまえは臆病な少年だ。優しい少年だということも わたしは知って

いるのだ。 （重松清『疾走』【A】）

(36) 原口統三。

きみは二十五日の夕方，渋谷に出てどこに行ったのか？ （清岡卓行『海の瞳』【E】）

３．４ 場所・方向の移動とそれにともなう知覚

(37) 店や銀行の建ち並ぶ賑やかな広い道を横に折れ，狭まったなりに活気の密度を上げ
にぎ せば

た商店街を行き，さらにそこからひげ根のように脇へ伸びた何本もの細い道を，右左

と覗き見ながら歩く。とある路地の突き当たりでは，宵闇にほんのり 橙 色の軒灯の
だいだいいろ けんとう

灯る昔風の造りの銭湯があり，歌舞伎座のような堂々たる瓦屋根の下へと，紺の短い

暖簾を頭で押し分けながら，まだ若さを残す男が小さな息子と手をつないで，今しも
の れ ん

吸い込まれて行こうとしていた。サンダル履きの父と息子は一瞬目を見交わし，微笑

みあう。下足箱はふたりでひとつ。ああ，毎晩そこへと向かって収束していく，そん

な暮らしもあったんだ。

ぼくが立ち止まって路地の突き当りを眺めていると，君も隣でそれを見ていた。ね
なが

え。君は言った。今度は星を見ているの。一瞬耳を疑ったが，確かに君はそう言った。

ぼくは内心の動揺を抑えて答える。

「そうです」

ぼくらは肩を並べ，路地の果てに揺れる紺暖簾を見ているのだった。

（領家高子『サン・メルシ』【A】）

(38) 南の丘の斜面を離れたあたりからはもう獣の姿を見ることはなく，はっきりとした

道もそこで終っていた。人影のない枯れた野原や荒れた廃屋の集落をつっきって西に

進むうちに，たまりの水音の響きが少しずつ耳に届くようになってきた。
、、、

それは僕がこれまでに耳にしたことのあるどんな音とも違っていた。滝の音とも違

うし，風のうなりとも違うし，地鳴りでもない。それは巨大な喉から吐きだされる粗

いため息に似ていた。その音はある時は低くなり，ある時は高まり，またある時は断

続的に途切れ，何かにむせぶように乱れもした。

「まるで誰かにむかって何かをどなっているみたいだな」と僕は言う。

彼女は僕の方を振り向いただけで何も言わず，手袋をはめた両手で藪をかきわけな

がら，僕の先に立って歩きつづける。

(村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』【C】）
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(39) 翌朝，早朝の汽車に乗り，ふたたび関門海峡をわたる。今日もまたどこまでも突き

ぬけるように澄みわたった空である。右手にはのどやかな海が展けている。左手には

ゆるやかな起伏をもつ中国の山々が連なっている。それにしても，なんという罪のな

い，なごやかな，眠気をもよおさせる眺めであろう。昨日は周囲にいた同僚はすでに

いない。汽車にゆられているのは城木ただ一人である。漠然としたいらだち，かすか

な不安につきまとわれながら，城木はこの冬を迎えようとしているおおらかな自然を

眺めた。群がり立つ松の緑が柔らかい。松はこれほどまで親しみぶかい色彩をしてい

たものか。 （北杜夫『楡家の人びと』【G】）

(40) 山科通過。

またトンネルにはいる。最後のトンネルだ，このトンネルをでたとき，あなたは右

手に黒ずんだ民家を，灰色の鴨川を，七條大橋をみるだらう，それらは京都があなた

を迎へるときいつもみせてきた陰気な表情の断片だ，それはあなたをいくぶん感傷的

にし，あなたを無気力にするが，やがてあなたは京都の街をすこしづつ愛撫し，その

手ざわりをとほして京都への熱つぽい情念を恢復し，やがてあなたは京都といふ有機

質の容器のなかに存在しはじめる自分をみいだすだらう。

立ちあがつてあなたは棚の旅行鞄をおろし時刻表と手帖をいれる，窓の外に灰色の

民家がみえはじめる………

京都だ，《第一つばめ》は電車らしい軽快さでぴたりと止まり，ホームのスピーカ

ーが，京都，京都とゆるやかにくりかへしてゐる。 （倉橋由美子『暗い旅』【E】）

４． まとめ

(41)a. 「人称」の範疇や名称は，洋文典を参照する過程で導入された。

b. 近代口語文体を構築する過程で，一人称小説と三人称小説が認識された。

c. 小説の類型と表現方法の認識が人称の理解と相関し，特に私小説に関する議論が

人称の理解を深化させた。

d. 日本語における人称制限の現象は自由間接話法（体験話法・描出話法，描出表現

・自由間接表現）の生成に機能する。

e. 日本語の人称表現は対人関係によって選択され，小説の地の文では作中人物の相

互関係に応じて階層性が仮定される。

f. 二人称の導入は，語り手の存在を前景化し，通達的な枠組みを再構築する効果を

有する。

g. 一人称小説・二人称小説・三人称小説の類型と人称表現の選択は，語り手・受け

手・作中人物間の関係性と共感度，自己観察・他者観察，人物・ダイクシスの中

心性を差異化し，人称制限の現象と相関する。
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