
212

賀　文静：テキストにおける三人称代名詞の中日対照研究

１．はじめに

日本語においては、三人称代名詞として、「彼」と

「彼女」の二つがある。中国語の三人称代名詞の中に

は、“ta（他 / ）” の二種類がある。これまで、筆者の

知っている範囲では、日本語や中国語において、三人

称代名詞に関する研究がそれほど進んでいないといっ

てよい。

日本語の三人称代名詞に関しては、奥村（1954）の

ように、主に「彼 /彼女」が使われる場面について記
述したものが見られる。中国語の “ta（他 / ）” につ

いての研究としては、木村（1990）があげられる。木

村（1990）では、敬語の制約との関連から、“ta（他 / ）”

の使用状況について考察を行った。

一方、三人称代名詞に関して多くの用例を集め、中

国語との対照研究をなされたものもまだまだ十分とは

言えない。中国語と日本語の三人称代名詞を対照研

究したものには、中畠（1985）、田窪・木村（1990）、

張（2007）などがある。田窪・木村（1990）には対

話における三人称代名詞の用法に関してはたいへん精

密な分析がされているが、テキストにおける三人称代

名詞の用法は調査対象とされていない。テキストにお

いての三人称代名詞については、中畠（1985）と張

（2007）で示唆されているものの、十分に踏み込んだ

研究はなされていない。

本稿では、先行研究を綿密に検討したうえで、テキ

ストにおける日本語と中国語の三人称代名詞の用法差

を明らかにしていきたい。

２．先行研究と本稿の立場

２．１　日本語

日本語の三人称代名詞に関しては、奥村（1954）が

ある。奥村（1954）は、口頭語より文語の中に「彼」、
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「彼女」が多く使われていると指摘した。

２．２　中国語

木村（1990）では、“ta（他 / ）” を用いる際の目

上に対する不躾さ・無礼さ―即ち “ta（他 / ）” の「マ

イナス敬語」性に関わる状況を、語用論的、談話論的

及び構文論的環境のそれぞれにおいて観察し、それら

の環境と “ta（他 / ）” の敬語的制約の相関性を考察

することによって、中国語の三人称代名詞による指示

現象の一端を明らかにしたと言える。

中国語の三人称代名詞に関しては、敬語との関連性

に拘らず、その使用の実態を語用論的、構文論的な角

度から、網羅的・体系的に考察していく余地がまだま

だあるのではないかと思う。

２．３　中日対照研究

２．３．１　中畠（1985）の説

中畠（1985）は、中国語においては、三人称の照

応表現として “ta（他 / ）” が多用されているが、そ

れに対して、日本語には三人称代名詞の「彼」、「彼女」

よりも、ゼロ照応、「コソア」や普通名詞による照応

の方が好まれていると述べている。

中畠（1985）は太宰治の『斜陽』とその中国語訳を

分析の資料に考察を行ったが、それは、実例が少なく、

緻密な議論になっていないと思う。

２．３．２　田窪・木村（1990）の説

田窪・木村（1990）では、中国語、日本語、英語、

フランス語の三人称代名詞の用法を、対話における知

識の導入という観点から比較対照し、これらの言語に

おける対話構造の差異を明らかにした。要点は次の通

りである。

要　　約

日本語においては、三人称代名詞として、「彼」と「彼女」の二つがある。中国語の三人称代名詞の中には、“ta（他 / ）” の二種類が

ある。これまで、筆者の知っている範囲では、日本語や中国語において、三人称代名詞に関する研究がそれほど進んでいないといって

よい。そして、テキストにおいての三人称代名詞については、中畠（1985）と張（2007）で示唆されているものの、十分に踏み込んだ

研究はなされていない。本稿では、先行研究を綿密に検討したうえで、テキストにおける日本語と中国語の三人称代名詞の用法差を明

らかにしていきたい。

【キーワード】

テキスト　三人称代名詞　照応
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１）日本語の「彼/彼女」は、対話以前から共通の知
識となっているものを指す。つまり、対話の際に新

規に持ち出された対象には、その対象の導入の際に

も、導入の後にも「彼/彼女」と用いることができ
ない。それに対して、中国語、英語、フランス語の

三言語では、対話の際に新規に持ち出された未知要

素であっても、対話において適切に導入された対象

については三人称代名詞を用いることができる。

２）英語では、指示対象が言語表現によって明示的に

導入され、文脈での共有が話し手・聞き手の間で共

通に認識されていた上で、三人称代名詞を使うこと

ができる。これに対して、中国語では対象の明示的

な導入は必要ではなく、対象の共有は話し手自身の

みに認識されていればよい。

３）英語のhe/sheは真の意味で文脈指示的であり、指
示対象に関する知識は関与しない。それに対して、

中国語、日本語、フランス語では、三人称代名詞の

使用には、その指示対象に関する知識が関与的であ

る。

２．３．３　張（2007）

張（2007）は両言語における三人称代名詞による指

示現象を二つのケースに分けて考察した。

１）小説の地の文の場合は、日本語、中国語のどちら

においても、三人称代名詞が自然に使われる。

２）会話の場合は、日本語と違って、中国語では前出

の名詞句が新情報でも三人称代名詞が「基本的に」

使える。

張（2007）は老舎の《駱駝祥子》とその日本語訳を

データーに一応分析をしたが、三人称代名詞について

具体的な考察を行ったわけではなく、示唆するにとど

まっており、検討が十分であるとは言いがたい。両言

語における三人称代名詞の使用状況を全般的に把握し

ていくには、更なる検討が必要であるのではないかと

思う。

そこで、本稿では、小説の中の用例を分析の資料に、

テキストにおける日本語と中国語の三人称代名詞の用

法差を探っていきたい。

３．材料

対照研究のため、北京日本学研究センターによって

つくられた中日対訳コーパスを使うことにする。

４．考察

　分類の仕方は張（2007）に従い、「地の文」と「会話」

の二ケースに分けて見ていく。

４．１　日本語の場合

４．１．１　地の文の場合

今まで300あまりの用例を見てきたが、それらの中

には、「彼」、「彼女」が主題として現れたのが一番多く、

130例という結果であった。ついでに多いのは所有格

の場合である。

４．１．１．１　主題として現れる場合

⑴　列車が浜名湖の鉄橋にさしかかった時､曾根二郎

は､後尾に近い三等車の一隅から腰を上げた｡食堂車

へ行くためである｡通路に立つと､彼は合外套のボタ

ンを外し､両手でズボンをすり上げながら､はみ出し

ているワイシャツをズボンの中に押し込み､それか

ら大きい伸びを一つした｡

 ――『あした来る人』

列 抵浜名湖 的 候、曾根二郎从靠近 尾的

三等 一个角落里站起身来、准 到餐 去。他站在通

道上、解 大衣 扣、一手提起 子、另一只手把露出

的 衣底襟掖 内。而后伸了个 的 腰。

 ――《情系明天》

⑵　声をかけたのは席がなくて通路に立っている中年

の洋服の男である。彼は､曾根二郎が次の浜松の駅

ででも降りると思ったらしい。それもそのはずであ

る。彼の立った後には､彼の持物は一物も残ってい

ない。外套は着ているし､リュックは肩にしている。

 ――『あした来る人』

搭 的是通道上一个没有座位的身穿西服的中年男

子。他大概以 曾根二郎在下一站－－浜松站下 。

也不无道理：曾根身后 一件物品也没留下。大衣穿在

身上、背囊 在肩 。

 ――《情系明天》

⑶　曾根二郎は笑い顔を作った。その笑い顔がひどく

人なつっこかった。彼は数え年で三十八歳だが､笑

うか､口をきくかしないと､正確な年齢は現われな

い。黙っていると､その律儀で素朴な感じの顔はひ

どく老けてみえる。四十二､三と言っても通りそう

だ。曾根が歩き出すと､その周囲の四五人の乗客の

目はいっせいに彼の背に注がれた。何となく周囲の

人の視線を集めても､いっこうさしつかえないよう

な多少とぼけた感じのものを､彼は身体のどこかに

つけている。

 ――『あした来る人』
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　曾根二郎露出笑容。那笑容十分 人喜 。虽然他才

三十八虚 、但若不笑或不 口、便 不出 年 。

默的 候、那 人以古板而朴 之感的 看上去甚

是 老、 四十二、三 也会有人相信。曾根 一移步、

周 四五个乘客的 便一 朝他背后 来。无 怎

惹人注目、他也毫不在乎－－他身上多少有 么一股

乎乎的 。

 ――《情系明天》

⑷　そのとき奥から、軍服の若い陸軍士官があらわれ

た。彼は礼儀正しく女の一二尺前に正坐して、女に

対した。しばらく二人はじっと対坐していた。

 ――『金閣寺』

正 、一位年 的 士官穿一身笔挺的 服自

内室走出。他在离女子一二尺 的地方端端正正地坐了

下来。二人相互凝 着、好久没有做声。

 ――《金 寺》

⑸　鶴川はいつもこうして、私の誤解に充ちた解説者

であった。が、彼は私には少しもうるさくない、必

要な人間になっていた。彼は私のまことに善意な通

訳者、私の言葉を現世の言葉に飜訳してくれる、か

けがえのない友であった。

 ――『金閣寺』

川 来如此、 我的 会作出全然相反的解 。

不 、他却是我最喜 、最离不 的一个人。他好象是

我最善意的翻 、能把我的言 翻 成 的 言、是

一位任何人也替代不了的朋友。

 ――《金 寺》

用例がまだまだ不十分で、今まで見てきた限りで

は、三人称代名詞が主題の形をとる場合は、日本語、

中国語の両方とも三人称代名詞が「基本的に」自然に

使われる。

４．１．１．２所有格の場合

⑹　コーヒーを注文して､三十分程そこに居たが､克平

も､彼の仲間も姿を現わさなかった｡杏子はホボーイ

を呼びとめて､｢今日､大貫さんたちはいらっしゃる

んでしょうか､知りません?｣と聞いてみた。
 ――『あした来る人』

要了一杯咖 。 了三十分 、克平和他的 伴

是没有露面。于是杏子叫住男侍 ： “你可知道今天

大 君他 来 里 ？”

 ――《情系明天》

⑺　一言わびを言うと､曾根はこんどこそ本当に舗道

へ出た｡烈しい夏の陽が照りつけている｡片側の商店

が濃い影をくっきりと適に投げかけている｡その影

の部分だけを選んで曾根は歩いた｡どこへ行こうと

いう考えもなかった｡八千代と克平を仲直りさせる

ことだけが､彼の上京の目的だった｡

 ――『あした来る人』

道完歉、曾根 回才真正上了街道。盛夏炎 的 光

劈 射下、 旁商店将 重的 影清晰地投在路面上。

曾根只 那 部分一路前行。没有一定的地方可去、

他 次来京的唯一目的就是使八千代和克平言 于好。

 ――《情系明天》

⑻　氏家喜左衛門は、竹藪の中で生きたような男で

あった。彼の手は子供のように小さく、細い指をし

ていたけれど、竹にふれると、まるで憑かれたよう

に、器用に動いた。喜左衛門は大正十一年の秋末に、

六十八歳で死んだが、死ぬ間際まで、しめっぽい杉

皮屋根の下の作業場で、竹細工の轆轤をまわしてい

た。

 ――『越前竹人形』

　氏家喜左 像是竹 之子、他的手小得像孩子、

着 的手指、可是一触及竹子 手 直像着了魔似地

巧无比。大正十一年暮秋 、喜左 离 了人世、

年六十八 。一直到 死 止、氏家喜左 在杉

皮屋 下的 湿作 操作竹工 具。

 ――《越前竹偶》

⑼　｢―カジカね｣と､梶は感にたえぬように口の中で､

もう一度つぶやいた｡本当にそんなに豪いというの

なら､棄ておけないといった顔つきだった｡自分が初

めヤミ屋と間違えた､素朴な､若い学徒の風貌が､こ

の時初めてくっきりとした映像で彼のまぶたに浮び

上がって来たのである｡

 ――『あした来る人』

“－－杜父 、” 梶不 感慨地 声自 。神情似乎在

、果然如此不 、那么不可等 之。自己最初

以 是黑市商人模 的 朴面孔此 第一次 切地在眼

前浮 出来。

 ――《情系明天》
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上の例で示したように、日本語の三人称代名詞が所

有格で現れた場合の中国語訳文は、“ta（他 / ）” の形

による指示形式も見られ、⑼のように、ゼロ照応の形

も見られる。

５．これからの課題

より多くの用例を収集し、観察し、整理したうえで、

検討していきたい。
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