村上春樹の日本語はなぜ面白いのか---文体を中心に--牧野成一
プリンストン大学
要旨
私は「文体」を「表現者が個人的に特定の言語の中から言語形式を繰り返し選んで表現する様
式で，基本的には話し手/書き手個人に属する」と定義する。この定義に基づいて、村上春樹と
いう世界的なレベルで未曾有の活躍をしている作家の文体的特徴を探り、どうして彼の作品が世
界の読者を魅了しているのか、作品の内容ではなく、内容を盛る器の特徴を考えていきたいと思
う。今までの文体の定義を検討し、次に村上自身が様々な対談で発言している自分の好みの文体
が何かを追跡する。その次に村上文学の翻訳者/評論家が村上の文体をどう考えているかを見て
いく。その上で、村上本人と翻訳者/評論家の村上文体観を支持する証拠があるのかを調べ、最
後に、日本語教育の中では未踏の分野である「文体教育」がどうしたら可能なのかを探りたい。
キーワード:

文体、繰り返し、リズム、ラング、パロル

（１）文体とは
文体の概念は実にさまざまである。「村上春樹の文体」というと、当然，村上春樹個人が日本
語の文章を書くときの特徴の束を指すという解釈が順当であろう。しかし、村上は勝手に日本語
を変えるわけにはいかない。いかに才能がある作家であろうと、日本語という言語のきまりを曲
げるわけにはいかない。「文体」と聞くと、「文の体」と考えて、すぐ書かれたことばを考えて
しまうが、ある個人が話すときにもその特徴の束がある。スタイルとか様式と呼んだ方がいいよ
うだが、本稿では伝統を踏襲して「文体」と呼ぶ。
現在の日本の文体論学者のリーダーである中村明は一貫して文体を研究してきた学者であるが、
「文体」を次のように定義している。
文章の表現上の性格を他と対比的にとらえた特殊性。文体を類型面でとらえるか個性面でとらえ
るかによって大きく二分され、現実に次のように多様な意味で用いられている。(1)文字表記の
違い（2）使用語彙の違い（3）語法の違い（4）文末表現の違い（5）文章の種類の違い（6）文
章の用途の違い（7）ジャンルの違い（8）調子の違い（9）修辞の違い（10）文章の性格の違い
（11)時代の違い (12)使用言語の違い (13) 表現主体の属性の違い (14)文学史上の流派の違い
(15) 作家ごとの文章や表現の違い (16)執筆時期の違い (17)作品ごとの文章や表現の特徴の違
い。
（中村明『日本語の文体・レトリック辞典』(2007:365-366) 下線は筆者）
中村の定義は網羅的に文体とは何かを捉えている定義である。村上の文体というときは中村式
に言えば、「文体を個性面でとらえる」のであって、類型面で捉えているのではない。定義の冒
頭の「対比的にとらえた特殊性」という部分はそれが類型的な文体であれ、個性的な文体（つま
り個人の文体）であれ大事な点である。
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フランスの著名な文体論者のピエール・ギロー (Pierre Guiraud (1954:109)は実に簡潔に次の
ような定義をつけている。

文体とは話し手か書き手の性格と意図によって決まる表現手段の選択から出てくる表現様式であ
る。(下線/訳は筆者) [原文：Le style est l’aspect de l’enonce qui resulte du choix des moyens
d’expression déterminé par la nature et les intentions du sujet parlant ou ecrivant. 太字は筆者]
この定義では下線の部分の「表現手段の選択」という部分が中村の定義には欠けている部分で
ある。選択は話し手/書き手個人が行う表現手段の選択である。いかにもフランス人らしく焦点
を個人の選択に当てている。類型的な文体の場合は個人が主体的な選択をしていない場合で、す
でに、慣習的に決まっていて選択の余地はないのである。ここで筆者が考えたいのはフェルディ
ナンド・ド・ソシュール
(Ferdinand de Saussure) の『一般言語学講義』（小林英夫訳 (1972) ) (Cours de Linguistique
Générale (1916)) に出ているラング (langue)とパロル(parole) の区別である。ラングとはある言
語のきまりの総体である。この部分は個人は勝手に変えるわけにはいかない。つまり、生れ落ち
た社会にすでに存在していたきまりである。パロルとは話し手/書き手が個人のレベルできまり
を繰り返し使い、個人の特徴を発揮する部分である。この概念を使って筆者は文体の定義を次の
ように提案したい。
文体とは表現者が個人的にラングの中から言語形式を選んで表現する様式で，基本的にはパロル
に属する。その選択がくり返されると，その総体は個人の認知的な視点を表現する。個人を越え
ると，時代の様式，ジャンルの様式，待遇表現の様式（です・ます体），口語体 vs. 文語体，
韻文 vs. 散文の様式，共通語 vs. 方言の様式などに広がるし，書くことと話すこと，つまり言
語様式を離れれば，非言語様式から文化様式（例えば，建築でいうゴシック様式，バロック様式
など）のように拡大して解釈することが可能になる。
(２) 村上春樹は自分の文体をどう捉えているか。
研究者にとって幸いなことに村上春樹は自分の文体についてさまざまな対談で言及している。
それを３つ取り上げ、村上の翻訳者たちの村上文学の文体観をとりあげ、最後に筆者の言語学的
な裏付けをしたい。

(２−１) リズム
村上がジャズにしろクラシック音楽にしろ驚嘆するような知識を持っていることはよく知られ
ている。音楽ではリズム、メロディー、ハーモニーが三大要素であるが、その中で村上はリズム
を自分の文章の必須の要素だと言っている。話しことばはもちろん、書きことばも声に出せば、
リズムと抑揚の有無がわかる。リズムをめぐる村上のことばを聞いてみよう。
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「文章を書くときにプライオリティのトップにくるものが、それぞれあるはずです。僕の場合は
それはリズムなんです。」(村上春樹・柴田正幸『翻訳夜話』(2000:21)下線は筆者)
「僕は文章を書く方法というか、書き方みたいなのは誰にも教わらなかったし、とくに勉強もし
ていません。で、何から書き方を学んだかというと、音楽から学んだんです。それで、いちばん
何が大事かっていうと、リズムですよね。文章にリズムがないと、そんなもの誰も読まないんで
す。＜中略＞新しい書き手が出てきて、この人は残るか、あるいは遠からず消えていくかという
のは、その人の書く文章にリズム感があるかどうかで、だいたい見分けられます。でも多くの文
芸批評家が、僕の見るところ、そういう部分にあまり目をやりません。文章の精緻さとか、言葉
の新しさとか、物語の方向とか、テーマの質とか、手法の面白さなんかを主に取り上げます。で
もリズムのない文章を書く人には、文章家としての資質はあまりないと思う。もちろん、僕はそ
う思う、ということですが。」
(村上春樹・小澤征爾『小澤征爾さんと、音楽について話をする』(2011:129-130)下線は筆者)
村上文学を韓国語に翻訳している キム・チュンミ（金春海）、フランス語に翻訳しているコ
リーヌ・アトラン (Corinne Atlan) は翻訳者の立場から村上のリズミックな文体について次のよ
うに言っている。
A. キム・チュンミ
「村上春樹を翻訳するとき、私は、第一にその文体に魅せられます。スピーディーというより、
彼の文章のもつリズム、その快さが魅力です。一度そのリズムに乗ってしまえば、心地よい旅を
しているように、ぐんぐん引き入れられて、一気に、夜明かししてでも読んでしまうのです。で
すから、翻訳するときは、何よりもまず原文のリズムを活かすように細心の注意を払います。自
分が読んで楽しんだものを、読者にもきちんと伝えたいですから。」(柴田正幸編『A Wild
Haruki Chase ---世界は村上春樹をどう読むか---』(2006:84) 下線は筆者)
B. コリーヌ・アトラン
「とにかく村上作品を翻訳するのはとても楽しくて、あまり難しさは感じませんが、文体のスタ
イルに共通した音楽性があるので、そこをどうフランス語にするかには留意します。自然なリズ
ムができあがっていて、それがどの作品にも通じる、統一された個性になっているのです。」
(同掲書：92)
筆者は実験音声学や楽理の専門家ではないので、音楽のリズムの分析はできないが、たしかに
村上の文章はリズム感のある音楽的な文章だ。声に出して彼の文章を読むとそれがよく分かる。
では、具体的に何がリズムのもとになっているのだろうか。まずは、名詞を中心とする文の要素
の「繰り返し」であろう。村上のミリオンセラーの小説『ノルウェーの森』(1987)の原型で「螢」
という短編がある。ほかの作品でもそうだが、その中には異常なほどの繰り返しがあり、それが
文のリズムを作り上げている。参考までにアルフレッド・バーンバウム(Alfred Birnbaum) の英
訳をつけておく。彼は『螢』を直接翻訳したのではなく、『ノルウェーの森』の２章と３章にふ
くまれている『螢』を翻訳している。なお『螢』では「彼女」が 『ノルウェーの森』では「直
子」となっているので、例文の d と e の日本語では「彼女」が、英訳では「直子」が使われて
いる。括弧の中の訳文はすべてそこから取った。⇒ がついている文は筆者が反復文を非反復文
に書き換えた文である。
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(例１)
a.
学生服が桐の箱を開ける。箱の中にはきちんと折り畳まれた国旗が入っている。
⇒ 学生服が桐の箱を開ける。[その] 中にはきちんと折り畳まれた国旗が入っている。
(Uniform opened the box to reveal a neatly folded banner. )
b.

c.

そして服を着て洗面所に行き顔を洗う。顔を洗うのにすごく長い時間がかかる。
⇒そして服を着て洗面所に行き顔を洗う。[それ] にすごく長い時間がかかる。
(He’d get dressed, go to the bathroom and washed his face---for ever.)
死は生の対極存在ではない。死は既に僕の中にあるのだ。
⇒死は生の対極存在ではない。[それは] 既に僕の中にあるのだ。
(Death was not the opposite of life. It was already here, within my being.)

d.

彼女と会ったのは半年ぶりだった。半年のあいだに彼女は見違えるほどやせていた。
⇒彼女と会ったのは半年ぶりだった。[その] あいだに彼女は見違えるほどやせていた。
(Almost a year had gone by since I had last seen Naoko, and in that time she had lost so
much weight as to look like a different person.)

e.

僕は何百回となくこの彼女の手紙を読みかえした。そして読みかえすたびにたまらな
く悲しい気持ちになった。
⇒僕は何百回となくこの彼女の手紙を読みかえした。[その] たびにたまらなく悲し
い気持ちになった。
(I read Naoko’s letter again and again, and each time I would be filled with that
unbearable sadness ….)

f.

僕は螢の入ったインスタントコーヒーの瓶を持って屋上に上った。屋上には人影はな
かった。
⇒僕は螢の入ったインスタントコーヒーの瓶を持って屋上に上った。[そこ] には人
影はなかった。
(I took the bottled firefly to the roof. No one else was up there.)
この原文のリズミカルな反復の翻訳を見ると、そこでは原作の繰り返しはすべて省略されて

いて、原作のリズムは翻訳には移し替えされていないと言ってよかろう。
次に、村上の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013:307) からの例を見
てみよう。反復表現には同じアルファベットがつけてある。
（例２）
過ぎ去った時間が鋭く尖った長い串となって、彼の心臓を刺し貫いた。無音の銀色の(a)痛み
がやってきて、背骨を凍てついた氷の柱に変えた。その(a)痛みはいつまでも同じ強さでそこに
留まっていた。彼は息を止め、目を堅く閉じてじっと(a)痛みに耐えた。アルフレート・ブラン
デルは端正な演奏を続けていた。曲集は「第一年・スイス」から「第二年・イタリア」へと移っ
た。
そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくる
は理解した。(b)人の心と(b)人の心は調和だけで(c)結びつい(d)ているものではない。それはむ
しろ(e)傷と(e)傷によって深く（c）結びつい(d)ている(f)のだ。(a)痛みと(a)痛みによって、
(g)脆さと(g)脆さによって繫がっ(c)ている(f)のだ。悲痛な叫びを含まない静けさ(h)はなく、
血を地面に流さない赦し(h)はなく、痛切な喪失を通り抜けない受容(h)はない。それが真の調和
の根底にあるものな(f)のだ。
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この文章には実に多くの繰り返しが出ている。アルファベットで示したように、(a) から(h)ま
で名詞、モダリティ，否定辞など８つの繰り返しがでてくる。さらに、１つ目の段落ではすべて
過去形の「た」を使い、２つ目の段落では最初の２文以外はすべて現在形にシフトしている。
この場面では多崎つくるは著名なピアニストのアルフレッド・ブレンデルの演奏するリストの
ピアノ曲 「巡礼の年」（あるいは「巡礼の年譜」）（Années de pèlerinage ）を高校時代の友人
エリのすすめで聞いている。つくるが経験したいじめの真実をエリはつくるに語っていた。この
曲はリストが若いときから晩年にかけての長い年月の間に作った曲を集めたもので、大げさに言
えばリストの魂の遍歴を表現したものである。スイスとイタリアでの経験をピアノ曲にしたもの
で、筆者には生と死が大きなトピックになっているように思われる。１番目のスイスでの体験を
もとにしたものは 1855 年に出版され、イタリアの体験をもとにしたものは２番目と３番目で、
それぞれ 1858 年と 1883 年に出版されている。筆者はこの部分をブレンデルの演奏する「巡礼の
年」を聞きながら読んでみたが、心に沁み入る音楽の中の繰り返しと村上のテキストの中の繰り
返しが不思議と連動していた。文体は書き手が繰り返す特徴であるが、村上が繰り返し使うリズ
ム自体が繰り返しであることが興味深い。
筆者は『くりかえしの文法』(1980)を書いてから今まで、言語だけでなく非言語（とりわけ音
楽、建築、衣服、料理など）の繰り返しを考えてきているが、ことばの繰り返しの機能の根幹は
聞き手/読み手との相互作用 (interaction)の強化だというのが現在の結論である。村上作品の
翻訳者金春海（キム・チュンミ）の次のことばは村上文体がいかに相互作用の力を持っているか
を物語っている。
「春樹は、読者自身があたかも作品のシチュエーションに直接参加しているような錯覚を、さり
げなく抱かせます。近親感というか、身内意識というか、ある種の仲間意識をもたせてくれるん
です。そのうえで、予想外の冒険に満ちたストーリーが展開する。知的で礼儀正しい登場人物た
ちの発言、発想をともに追いかけることは、読者にとって、また翻訳する私にとっても、スリル
と楽しみを覚えるものです。 」（柴田正幸編『A Wild Haruki Chase ---世界は村上春樹をどう読
むか--- (2006:85)下線は筆者)
もし言語から相互作用がなくなったら、われわれの人間関係はなくなり、「個」の殻だけにな
り、会話はもちろん対話もないことになるであろう。さらに、劇作家の平田オリザはで繰り返し
のもつ冗長率（筆者は「冗長度」という）が相手と考えをすりあわせる「対話」ではその重要度
があがるということを次のように指摘している。
「対話のなかには、言いよどみ、戸惑い、ぼかし、謙遜など、意味と関係ないが、人間のコミュ
ニケーションには深く関わる要素が、日常の「会話」よりも多く入らざるを得ない。私の戯曲は、
できるだけ、この対話を描いているのであって、当然、「あぁ」「えぇ」「まぁ」が連発される
のも、この対話の場面においてである。
というわけで、この冗長率を意識的に高めていくというのが，日本語の話し言葉、特に対話の
描写においては重要なポイントとなる。ただ、まぁ、こんな技術や知識は、日常の言葉遣いの上
では、あまり役に立たないだろうが。」 (2001:132 下線は牧野)
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小説は「対話」ではないが、読み手を納得させるためにはキーワードは繰り返さなければ伝達
できない。繰り返しの機能は相互作用だと述べたが、それはどちらかというとパトス的な小説だ
けではなく、ロゴス的な対話でも必要なのである。

（２−２）英語的な文体
村上は自分の文体が英語的だという意識を強く持っていて、それを自分の文体のフォルテだと
認めている。そのことは彼の発話に耳を傾けるとすぐ分かる。時代を追って、英語的な文体に関
する村上の発言を見ていこう。
まず A~F の引用の内容 を読んで考えてみよう。
A.
「あっちの世界のものごとをこっちの世界に移し変えるというのが、僕の考えでいうと文章を書
くということなので、それは翻訳でも小説でもそうなんです。」
(村上春樹「僕がはじめる場所」『翻訳の世界』(1989 年３月号)
B.
「要するに基本的には、その当時の僕が日本の小説の文体や視点や主題の据え方にうまく馴染め
ないものを感じたということなのだろうと思っています。」
（村上春樹『若い読者のための短編小説案内』(1997:9))
C.
「最初に申し上げたいのですが、僕は実を言うと之までの人生の大半にわたって、日本の小説の
あまりよい読者ではありませんでした。十代のはじめから二十代、三十代にかけて、だいたいに
おいて外国の小説を読む、それも多くの場合英語でそのままがりがり読むという体験を通して、
日本語の文章の書き方を確立してきた人間です。これは日本語で小説を書く日本人として、正当
的な文章体験だとはとてもいえないでしょう。」
（村上春樹『若い読者のための短編小説案内』(1997:9)下線は筆者)
D.
「結局僕は、日本語を自分で作ってきたから、外国語的な発想、外国的なものがずいぶん多い
んですね。」(村上・柴田『翻訳夜話』2000:218-219)
E.
「僕の場合は、日本の作家から小説技法を学んだというのがまったくなかったから、自分で自
分の文体というのを作らなくちゃいけなかったわけですね。で、その叩き台になったのが英文の
文章だったからね。」(同掲書：219 下線は筆者)
F.
「だから、やっぱり自分の文章のモデルというのは最初に必要ですよね。自分でゼロから作る
わけにはいかないから。だから、僕の場合は枠組みをもってきて中を分断して臓物を入れ換えて
いったということがあって、翻訳というのは、自分の文体を作るプロセスの中ですごく大きな意
味をもっていたということなんですね。」(同掲書：220 下線は筆者)
G.
「文章の説得力って語彙が少なくても関係ないんですよね。語彙が少なくてすごくいい文章を書
く人もいっぱいいるし。だから、僕も最初の小説を書いたときは、とりあえず英語で書いて、そ
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れを全部日本語に訳し直して日本語にしたんです。つまり、英語で文章を書くときは、当然のこ
とながら日本語に比べて語彙が少ないんですよね。で、少ない語彙でも書こうと思えば書けちゃ
うんですよ。だから、あまり語彙とかのことは考えない方がいいんじゃないかなと思う。」
(同掲書：(2000:235)下線は筆者)
村上は翻訳と創作を同じ次元に置いている。今までにこのような作家はいただろうか。いると
したら、明治初期にシェクスピアを翻訳した坪内逍遥 (1859-1935)、トルストイ、ツルゲーネフ、
ゴーリキーなどを翻訳した二葉亭四迷 (1864-1909) がいたぐらいで、その後、芥川龍之介や谷崎
潤一郎，最近ではヴォネガット、アップダイクなどアメリカ作家の翻訳をしている池澤夏樹
(1945- ) もいるが、村上ほど創作と翻訳に同じような比重をかけている作家はいないのではない
だろうか。「日本経済新聞」(2013・10・19) の文化欄では、岩崎貴行（文化欄担当記者）が村
上春樹と池沢夏樹を取り上げて、「文学の翻訳

創作の糧に: 村上春樹、池澤夏樹…小説執筆と

両立」という記事を文化欄に書いている。しかし、翻訳をすることによって自分の文体を磨く作
家、つまり「作家翻訳」は消えつつあるという。村上は日本語の母語話者ではあるが、実質日本
語と英語の間を翻訳を通してたえず行き来しながら創作に深みをつけているバイリンガルでハイ
ブリッドな 多和田葉子（詩人、小説家）、水村美苗 (小説家)、田原 (Tian Yuan 詩人)、アーサ
ー・ビナード (Arthur Binard 詩人)，楊逸 (Yang Yi 小説家)、リービ英雄 (Hideo Levy 小説家)，デ
ビッド・ゾペティ (David Zoppetti 小説家) など一連の日本語作家の一員とみなしていいと思う。
筆者はこの中の１人のリービ英雄の日本語がいかに日本語を異化し、多様化しているかを拙稿
(2013: 47-73) で論じた。さらに付け加えると、村上は言語的に日本語を英語という異言語の視
点で再構築するばかりでなく、彼は日本に根深く横たわっている文壇から完全に遊離していて、
むしろ日本のソトの読者との小説や随筆を通しての交流によって文体だけでなく、書くテーマを
選び取っていっているのではないだろうか。同時に、文壇と断絶しているということは何が純文
学か、何が大衆文学か、何が時代小説家、などという日本の文壇が保守しているウチ向きの文学
概念のソトにいるわけである。
ロシア、ポーランド文学を専門とする東大教授沼野充義 (1954-)は村上文学の第一印象につい
てこう語っている。
「日本文学の伝統から完全にふっきった，外国風の作家というのが、圧倒的な第一印象だっ
た。」 ( 同上: 321 下線は筆者)
おそらくかなりの村上読者は同じような第一印象を持ったにちがいない。
村上作品の翻訳者のジェー・ルービン (Jay Rubin（1941-)) は村上の文体について次のような
ことを言っている。
「村上春樹の文体は、英語から影響を受けていて、バタ臭いと言えるんじゃないでしょうか。翻
訳は簡単だと言いましたが、あの独特なバタ臭さは完全に消えてしまう。村上春樹の文体のフレ
ッシュなところ、一番中心の、大事な部分がなくなる。」 (柴田正幸編『A Wild Haruki Chase
---世界は村上春樹をどう読むか---』(2006:94-95) 下線は筆者)
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ジェイ・ルービンのことばでおもしろいのは、普通は翻訳をすると言語のさまざまな部分が
失なわれてしまうのに、村上の文体があまりにも英語的だから、失われるものは少ないが、英語
らしさを持った原文の文体は失われてしまうということである。もっとも、村上の文体は英語的
であるばかりでなく、（２−１）で考えたように、リズムの問題もある。実はリズムと英語らし
さの両方がからんでいる例文がある。
（例３）
いったい自分が今何をしているのか、これから何をしようとしているのか、僕にはまるでわか
らなかった。僕は大学の講義でクローデルを読み、ラシーヌを読み、エイゼンシュタインを読ん
だ。彼らはみんなまともな文章を書いていたが、それだけだった。僕はクラスでは殆どともだち
を作らなかった。寮の連中とのつきあいもだいたい同じようなものだった。僕はいつも本を読ん
でいたので、みんなは僕が小説家になりたがっているのだと思っていたが、僕は小説家になんか
なりたくはなかった。(村上「螢」)
(I had no idea what I was doing or what I was going to do. For my courses I would read Claudel and
Racine and Eisenstein. They all wrote decently, but that was all. I made no friends at the lectures. My
relationship with others in the dorm was about the same. I was always reading books, so everybody
thought I wanted to become a novelist, but I had no such ambition. )
（Alfred Birnbaum の訳。英語の１人称のイタリックは筆者。])
英語では１人称は非常に重要なのでめったに省略できない。上の例の英訳では 1 人称は省略で
きない。日本語では文脈で復元できる限り、人称詞はすべて自由に省略するのが普通で、繰り返
すのは異常である。どうして村上は１人称代名詞を繰り返すのだろうか。英語化のためだけの繰
り返しなのだろうか。村上にとって 1 人称を繰り返すことは日本語の１人称の自己をソト向きに
打ち出すことではないのだろうか。 すでに引用した村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年』 (2013:322) の主人公の多崎つくるは前にも (例２)との関連で出てきた高校時代
の友人のエリに向かってこう言っている。
「僕にはたぶん自分というものがないからだよ。これという個性もなければ、鮮やかな色彩もな
い。こちらから指し出せるものを何ひとつ持ち合わせていない。そのことがずっと昔から僕の抱
えていた問題だった。僕はいつも自分を空っぽの容器みたいに感じてきた。」
この田崎つくるに比べて、（例３）の「僕」は自分を持っている。そのような自分をいつもソ
ト向きに表現できる英語の視点に村上は魅力を感じ、それを日本語の脱構築の一部として試みた
たのではないか。「僕」の繰り返しは読み手にも「僕」の主体的な認知が伝わりやすいと思った
のではないか。
村上は英語の文体を使って日本語をすべて再構築しようとしたのではない。 少し長くなるが、
村上の『１Q８４』Vol. 2 (319-320) から取った二つの例を読んで、主人公の「青豆」をどのよう
に指示しているかその変え方を見てみよう。
（例４）
[1]青豆が戸口に近づくと、ポニーテイルが椅子から立ち上がり、ドアを開けてくれた。[2]そ
して小さく会釈をした。[3]この人はとうとう一言も口をきかなかった、と青豆は思った。[4]彼
女は会釈を返し、彼の前をすり抜けようとした。
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[5]しかしその一瞬、暴力的な思念が強烈な電流のように青豆の肌を貫いた。[6]ポニーテイル
の手がさっと伸びて、彼女の右腕をつかもうとした。[7]それはきわめて迅速で的確な動作であ
るはずだった。[8]空中の蠅をつかめそうなくらいの速さだ。[9]そういう生々しい一瞬の気配が
そこにはあった。[10]青豆の全身の筋肉がこわばった。[11]鳥肌が立ち、心臓が一拍分スキップ
した。[12]息が詰まり、背筋を氷の虫が這った。[13]意識が激しい白熱光に晒された。[14]この
男にここで右腕をとられたら、拳銃に手をのばすことができなくなってしまう。[15]そうなった
ら私には勝ち目はない。[16]この男は私が何かをおこなったことを感じとっている。[17]この部
屋の中で何かがもちあがったことを直感的に認知している．[18]何かはわからないが、ひどく不
適切なことが。[19]彼の本能は「この女を捕らえなくてはならない」と告げている。[20]床にね
じ伏せ、思い切り体重をかけ、ひとまず肩の関節を外してしまうことを命じている。[21]しかし
それはあくまで直感に過ぎない。[22]確証はない。[23]単なる思い違いであった場合には、ひど
く面倒な立場に置かれることになる。[24]彼は激しく迷い、そして結局あきらめた。[25]判断し
指示を下すのはあくまで坊主頭であり、彼にはその資格はない。[26]彼は右手の衝動を必死に押
さえ込み、肩の力を抜いた。[27]青豆はポニーテイルの意識がその一秒か二秒のあいだに通過し
た一連の段階を、ありありと感知することができた。(村上春樹 (2009:319-320) Vol.2) 下線は筆
者）
( [1] As Aomame neared the door, Ponytail stood and opened it for her. [2] Then he bowed slightly.
[3] That one never said a word, Aomame thought. [4]She returned his bow and started to slip past
him.
[5]In that moment, however, a violent urge presented Aomame’s skin, like an intensive electric
current. [6]Ponytail’s hand shot out as if to grab her right arm. [7]It should have been a swift, precise
movement –[8]like grabbing a fly in thin air. [9] Aomame had a vivid sense of its happening right
there. [10]Heavy mustle in her body stiffened up. [11]Her skin crawled, and her heart skipped a beat.
[12] Her breath caught in her throat., and icy insects crawled up and down her spine. [13]A blazing
hot white light poured into her mind: [14]If this man grabs my right arm, I won’t be able to reach my
pistol. [15]And if that happens I have no hope of winning. [16-1] He feels it. [16-2]He feels that I have
done something. [17]His intuition recognizes that something happened in this hotel room. [18]He
doesn’t know what, but it is something that should not have happened. [19/20]His instincts are telling
him, “You have to stop this woman,” ordering him to wrestle me to the floor, drop his whole weight on
me, and dislocate my shoulders. [21/22]But he has only instinct, no proof. [23] If his feeling turns out
to be wrong, he’ll be in big trouble. [24]He was intensely conflicted, and now he’s given up. [251]Buzzcut is the one who makes the decisions and gives the orders. [25-2]Ponytail is not qualified.
[26] He struggled to suppress the impulse of his right hand and let the tension go out of his
shoulder.[27] Aomame had a vivid sense of the stages through which Ponytail’s mind had passed in
that second or two.) (1Q84 Jay Rubin 訳(Volume 2, 2011:488) イタリックは翻訳者で、下線は筆
者。)

日本語には出来事性が高ければ高いほど、その文の時制は過去形になり、それが低ければ低い
ほど現在形 (非過去形) になるという修辞的な談話文法がある。過去の物語で登場人物の行動が
からまない部分、とりわけ状況描写は現在形にシフトする傾向が強い。この箇所では文 [8]を別
とすると、[1]から[13]の文はすべて出来事を描写する過去形になっている。[14]から[18]までは
青豆の意識の流れであって、出来事性が低いので現在形が使われている。この時制のシフトと青
豆を指すことばが「青豆」、「彼女」、「ゼロ代名詞」、「私」のどれになるかが呼応している点が大
事な点である。つまり、主人公の青豆と関係している文で、述部が過去形であるときは、[1]、
[3]、[5]、[10]のように名前の「青豆」か、[4]、[6]のように３人称の代名詞の「彼女」かであり、
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[11]-[13]では「皮膚」、「心臓」、「息」、「背筋」、「意識」といった青豆とは分離できない体の部分
であるとか、意識に何が起こったかを示す文ではゼロ代名詞が使われている。[1]の文にちょっ
と戻ってみよう。ここでは文末の述部は「開けてくれた」となっている。従属文では「青豆」が
主語となっていて客観描写のようであるが、述部は青豆寄りの視点で作者村上が書いていること
が分かる。「〜てくれる」という助動詞は受け取る人が「ウチ人称」である。その意味は「話し
手自身か自分の属するウチの人の一人が何かをだれかから貰いありがたいと思う」である。この
文の英訳も As Aomame neared the door, Ponytail stood and opened it for her となっていて原文のニュア
ンスを出している。[13]と[14]まで行くと、それぞれ、「晒された」と「とられたら」で分かるよ
うに、この二つの受け身表現は作者が青豆の視点をとっていることを明示している。村上はそう
することによって、[15]と[16]の文での「私」へのシフトへのなだらかな下準備をしていたわけ
である。[13]の文の英訳を見ると、A blazing hot white light poured into her mind となっている。
これを日本語に逆翻訳すると、「白熱光が彼女の意識に流れ込んだ」となり、青豆の視点ではな
く作家の視点になってしまっている。つまり原文の視点が失われていると言えよう。[14]の原文
は受け身だが、これは ”If this man grabs my right arm, I won’t be able to reach my pistol “となってい
て、原文の受け身に限りなく近い翻訳ではあるが、１人称へのシフトが原文よりも一歩先に起き
ていることになる。英訳が出ない前は、筆者は[15]と[16]の「私」へのシフトの部分がどのよう
に英訳されるかに非常に興味を持っていた。ひょっとして失われてしまうのではないかと思った
が、翻訳者はこの部分を視覚的にイタリックにして人称を 3 人称の”she“から１人称の “I” にシフ
トさせることに成功している。[19]~[26]はポニーテイルの描写であり、ゼロ代名詞も入っては
いるが、基本的には「かれ」が代名詞として使われている。最後の文 [27] では、ウチ人称化し
た青豆は再びソト人称化して「青豆」となっている。このような指示詞のシフトは日本語では伝
統的な部分で、村上もそれを踏襲しているのであるが、ひとつ違うのは、今までは同じ段落でこ
のように３人称が１人称にシフトすることはなかったのを村上は同一の段落の中でシフトをさせ
ているという点がユニークである。
次の例も上の『１Q８４』(2009:321) から引用したものである。登場人物も青豆である。まず
読みながら、[1] の「彼女」が[7]、[8] で「私」にシフトしている道筋をたどってみよう。
（例５）
[1] 彼女（＝青豆）はふと思い出してコットンパンツのポケットの中を探り、二枚のチューイン
ガムをそこに見つけた。[2] 細かく震える手で包装紙をはぎとり、口に入れてゆっくり噛んだ。
[3] スペアミント。[4] 懐かしい香り。[5] それがなんとかうまく神経をなだめてくれた。[6] 顎を
動かしているうちに、口の中の嫌なにおいも少しずつ薄らいでいった。[7] 私の身体の中で何か
が 実 際 に 腐 っ て い る わ け で は な い 。[8] 恐 怖 が 私 を お か し く し て い る だ け だ 。(村 上 春 樹
(2009:321) Vol.2)
([1] It suddenly occurred to her to search in her pants pocket, where she found two sticks of chewing
gum. [2-1] Her hands trembled slightly as she tore off the wrappers. [2-2]She put the sticks in her
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mouth and began chewing slowly. [3] Spearmint. [4/5]The pleasantly familiar aroma helped to quiet
her nerves. [6] As she moved her jaw, the bad smell in her mouth began to dissipate. [7] It’s not as if I
actually have something rotting inside me. [8] Fear is doing funny things to me, that’s all.)
(1Q84 Jay Rubin & Philip Gabriel 共訳(Volume 2, 2011:489) イタリックは翻訳者)
[1]の文では青豆は「彼女」と３人称で呼ばれていて客観描写になっている。[2]の文も客観的な
描写と解釈できる。[3]では、「スペアミント」だけで、青豆の味覚と嗅覚を指すかのように名詞
をむき出しで使っている。[4]まで来ると「懐かしい」という「-しい」で終わる情意形容詞が出
てきて、作者が青豆の中に入ってきているな、という感じになる。 [5]では「くれた」という青
豆を共感の焦点として明示する助動詞が使われている。英訳では [4]と[5]が１文にまとめられ、
The pleasantly familiar aroma helped to quiet her nerves. となっている。そこでは [5]の原文の
「くれた」の視点性はほぼ保たれている。原文の [6] は文末に「〜て行く」という助動詞が使
われていて、青豆の口の中の嫌なにおいが口から出ていくにつれて薄らぎつづける様を青豆の感
覚的視点から描写している。[5]と[6]は [7]と[8]の１人称化の下準備になっている。ところが、
英訳の[4]/[5]も[6] の As she moved her jaw, the bad smell in her mouth began to dissipate も下準
備にはなっていない。英訳では [7]と[8] があまりにも唐突なシフトになるために、翻訳者は先
例とおなじくこの例でもイタリックの視覚のトリックで言語的には不可能な１人称へのシフトを
成功させていると言っていいだろう。シフトの不得意な英語では、どうしても、自然なシフトを
言語的に表現することはできないのである。この部分でも、村上は同じように同一の段落の中で、
３人称から１人称へのシフトをさせているが、倍の早さでそれをやってのけている。村上は人称
のシフトをしているという点ではバイリンガルな意識のない日本の小説家と同じであるが、それ
をもっと小さい表現空間の中で行うことにより、シフトの再構築をめざしていると言えるだろう。
（２-３）シンプルな文体
村上の文章は読みやすいと言われる。村上文学の翻訳者たちも口をそろえて翻訳がしやすいと
言っている。筆者も村上文学を読みはじめてから、分かりやすい和語系統の語彙、あるいは脱文
化的な語彙の選択、迷路のない構文の選択などに気がついていた。すでに引用した『A Wild
Haruki Chase 世界は村上春樹をどう読むか』(2006) から「シンプルな文体」について村上文学
の翻訳者がしているコメントを３つ引用する。
A.「村上さんの作品を訳す上での難しさは、その「簡単さ」にあると思います。彼はいわゆる文
学的な文章を書きません。飾りがなくすごく新鮮な文体を、翻訳で伝えるのはひじょうに難し
い。
」(イカ・カミンカ(Ika Kaminka (1958-) ノールウェイ 下線は筆者。以下同様。p.164)
B. 「他の作家と違って、村上春樹は、文章の巧みさを見せつけることなく、どちらかといえば、
ごく簡単な表現を使います。自分の文章はそんなにうまくないかもしれませんけれど、言いたい
こと、正直な気持ちはちゃんと伝えたいと言っているような気がします。」(ライ・ミンチュ(頼
明珠 (1947-) 台湾, p. 87)
C.

「村上作品が世界文学になってから、日本文学の言語ルーツが失われつつあるとか、「村上
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言語なら機械でも翻訳できる」とまで言う激しい意見を聞いたことがあるんですけど、私はまっ
たくそれに賛成できません。村上さんはむしろわざと簡単な表現を使う---昔の言葉とか伝統的
な比喩や表現を、あまり使わないように努力していると思うんです。そうでないと世界レベルに
はならない。どこの国に訳されてもすぐ通じるような言葉を使うことが、逆に彼のチャレンジだ
ったのではないか。」(ドミトリー・コヴァレーニン (Dmitry V. Kovalenin) (1966-) p. 270)

A と B のコメントは、村上が文の構文だけに凝らないで、簡単な表現を使うと言う点を指摘し
ている。C のコメントは、村上の文体の簡潔性は苦もなく自然に出てくるのではなく、世界的な
レベルで自分の作品の考えを伝えたいという努力をしているのだ、としている。３人とも直感的
に村上の表現の形は簡素にしているということを言っている。おそらく、この考えに反対する者
はいないだろう。現に当の村上が次のように言っているのだから間違いなかろう。
「じゃあもっとシンプルに書いてみようと僕は思った。これまで誰も書いたことが無いくらいシ
ンプルに。シンプルな言葉を重ねることによって、シンプルな文章を作り、シンプルな文章を重
ねることによって、結果的にシンプルではない現実を描くのだ。」
(村上春樹『風の音を聴け』(1979)についている「自作を語る」の中から．下線は筆者)
「文章の説得力って語彙が少なくても関係ないんですよね。語彙が少なくてすごくいい文章を書
く人もいっぱいいるし。だから、僕も最初の小説を書いたときは、とりあえず英語で書いて、そ
れを全部日本語に訳し直して日本語にしたんです。つまり、英語で文章を書くときは、当然のこ
とながら日本語に比べて語彙が少ないんですよね。で、少ない語彙でも書こうと思えば書けちゃ
うんですよ。だから、あまり語彙とかのことは考えない方がいいんじゃないかなと思う。
(村上春樹・柴田正幸『翻訳夜話』(2000:235)下線は筆者)
つまり、あまり手のこんだ形にはせず、語彙もできるだけ基礎語彙のようなものを使い、一見
入りやすくしておいて、読者を自分のウチにいざない、複雑な意味を描くという手法なのである。
例えば、作品の冒頭文をいくつか見てみよう。
（例６）
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

大学二年生の七月から、翌年の一月にかけて、多崎つくるはほとんど死ぬことだけを考えて
生きていた。(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013))
よくいるかホテルの夢を見る。（『ダンス ダンス ダンス』)
僕が生まれたのは 1951 年の一月四日だ。（『国境の南、太陽の西』)
エレベーターはきわめて緩慢な速度で上昇をつづけていた。(『世界の終わりとハードボイ
ルド・ワンダーランド』)
台所でスパゲッティをゆでているときに電話がかかってきた。(『ねじまき鳥クロニクル』)
二十二歳の春にすみれは生まれて初めて恋に落ちた。(『スプートニクの恋人』)
タクシーのラジオは、FM 放送のクラシック音楽番組を流していた。(『１Q８４』)
これらの冒頭文はすべて読み手の心をつかむ力を持っている。語彙も d の「緩慢な」と「上昇」

ぐらいが少し難しい漢語で、あとはいたって簡単な和語である。構文の「〜ていた」という過去
進行形や、「〜てきた」と省略された主語に起こった出来事を記述している。そして、従属節な
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どひとつもなく、読み手はストレートに興味深い冒頭文によって引き込まれ、好奇心をかきたて
られる。
村上のシンタックスは例えば、大江健三郎やリービ英雄のシンタックスが示す迷路性はない。
日本語の構造としては箱の中の箱の中の箱式に、いわゆる「左枝分かれ構造」を持っている。
Kuno (1973:7)の例を使って説明しよう。「ジョンが飼っている猫が殺したネズミが食べたチー
ズは腐っていた」には連体修飾が３つある。その被修飾語は左の方から下線を引いた名詞、すな
わち、「猫」、「ネズミ」そして「チーズ」である。その構造式は次のようである。

[s0(n1[s1(n2[s2(n3[s3 ジョンが飼っている]猫が) 殺した]ネズミが)食べた]チーズは]腐って
いた。

この文には(n3 [s3 ジョンが飼っている]猫)が一番深くはめ込まれている連体修飾節である。そ
の次に深くはめ込まれているのが(n2[s2 ジョンが飼っている猫が殺した]ネズミ)で一番浅くは
め込まれているのが（n1[s1 ジョンが飼っているネコが殺したネズミが食べた]チーズ）の３つ
の名詞節があり、全体は s0 になっている。日本語の文法では、このようなはめ込み文を限りな
くつくることができるが、３つの名詞節がはめ込まれるぐらいが限界であろう。『１Q８４』の
冒頭から取った次の例を見てみよう。
（例７）
[1]タクシーのラジオは、FM 放送のクラシック音楽番組を流していた。[2] 曲はヤナーチェック
の『シンフォニエッタ』。[3] 渋滞に巻き込まれた[1 タクシー]の中で聴くのにうってつけの
[2 音楽]とは言えないはずだ。[4] 運転手もとくに熱心にその音楽に耳を澄ませているようには
見えなかった。[5] 中年の運転手は、まるで舳先に立って不吉な潮目を読む老練な[3 漁師]のよ
うに、前方に途切れなく並んだ車の列を、ただ口を閉ざして見つめていた。[6] 青豆は後部席の
シートに深くもたれ、軽く目をつむって音楽を聴いていた。
（『1Q84』(2009) Book 1, p.11 下線は筆者)
[1] The taxi’s radio was tuned to a classical FM broadcast. [2] Janacek’s Sinfonietta ---[3] probably not
the ideal music to hear in a taxi caught in traffic. [4] The middle-aged driver didn’t seem to be
listening very closely, either. [5] With his mouth clamped shut, he stared straight ahead at the
endless line of cars stretching out on the elevated expressway, like a veteran fisherman standing in
the bow of his boat, reading the ominous confluence of two currents. [6] Aomame settled into the
broad back seat, closed her eyes, and listened to the music. ( IQ84 (2011:2) Jay Rubin 訳、下線は筆
者)
複文になっているのは[3]の「渋滞に巻き込まれた[1 タクシー]の中で聴くのにうってつけの
[2 音楽] 」と[5]の「舳先に立って不吉な潮目を読む老練な[3 漁師]「 の三つだけで、[3]は
「タクシー」と「音楽」の２つの名詞が文修飾を受けているが、難解ではない。[5]は「漁師」
だけが連体修飾を受けている。同じく村上の次の例はどうだろうか。
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(例８)
大学二年生の七月から、翌年の一月にかけて、多崎つくるはほとんど死ぬ事だけを考えて生
きていた。その間に二十歳の誕生日を迎えたが、その刻み目はとくに何の意味も持たなかった。
それらの日々、自らの命を絶つ[1 こと]は彼にとって、何より自然で筋の通った[2 こと]に思えた。
なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか、理由は今でもよくわからない。そのときなら生
死を隔てる[3 敷居]をまたぐ[4 の]は、生卵をひとつ呑むより簡単な[5 こと]だったのに。(村上
春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(2013) 下線は筆者)
この文章には形式名詞（nominalizer)の「こと」が３つ、と「の」が１つと、名詞「敷居」が
あるが、読み手は滑らかに目を左から右へ移動することができる。つまり読書時の眼球の動きの
実験をした場合、眼球が止まって逆戻りをすることはないだろう、ということである。
これに対して、大江健三郎とリービ英雄はしばしば込み入った迷路のような複文構造を使うた
めに眼球は文字通り右往左往してしまう。まず大江の文章を二つ考えてみよう。はじめのは随筆
からの引用である。
（例９）
トロントはバーバーフロントという場所で毎年行われる[1「国際フェスティバル」]に参加する
ため、バンクーバーで入国手続きをしてさらに飛行する、カナダの旅客機の[2 機上]主催者から
の手紙を改めて読み直した[3 際]、そこにサインしている、アイルランド系じゃないかと思うゲ
イトウンビイという[4 名]に、さきの記憶との重なり合いをはじめて見い出したのであった。(大
江健三郎『カーヴ湖居留地の「甘い草」』(1988))
I was to participate in the International Festival of Authors being held at a place called Harbor
Front in Toronto: to this end I had flown to Vancouver to complete customs procedures and was now
on a further flight aboard a Canadian passenger jet. I was re-reading a letter from the organizer,
when I caught sight of the signature the --- possibly Irish, I thought ---name Gatenby, and suddenly I
remembered the mental note I had made before. (Kevin Steinbach 訳)
この文章は理解可能ではあるが [ ]で示した被修飾語が４つ（[1「国際フェスティバル」、[2
機上]、[3 際]、[4 名]]もあり、そのウチの[3 際]は単なる名詞ではなく、時間を表わす従属接続
詞である。こうなると、英訳で分かるように、この長文の１文を４つの文に分けて翻訳せざるを
得ない。次のは大江の小説の１節である。
（例１０）
異様な事件だらけのこの二十世紀後半でも、ほかにそのような例はあるまいと思われるほどの、
文字通り人類全体をまきこむ規模の気狂い騒ぎの[1 恐怖]を、憐れにもただひとり味わって極点
まで苦しみ、ついに彼独自の自己救済への道を歩みはじめた[２一個人]について僕は語りたいと
思う。（大江健三郎『月の男』英訳なし。下線は筆者）
この文も、長文で、とくに[２一個人]の修飾部分は文の初めからずっと続いている。大江はあ
る被修飾語に焦点をおくと、それを徹底的に修飾語で切り詰めていくという文体を好んでいる点
で村上とは対蹠的に異なる。どちらがいい文体かという客観的な文体批評はできない。「文は人
なり」(Le style c'est l'homme meme)と言ったフランスの博物学者のビュフォン(Leclerc, George-
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Louis Buffon (1707–1788)) の明言は文体の違いを作家の人となりに帰しているが、筆者も同感で
ある。筆者は村上、大江と同時代の作家のコーパスを統計的に調べたわけではないので、今まで
読んだ小説家の文章の複雑度を直感的に判断しているのに過ぎないが、このような大江的な文体
を持った作家は大江だけではない。日本語作家として著名なアメリカ人リービ英雄(1950-)も複
雑な文を構築するのが巧みである。次の例を見ていただきたい。
（例１１）
半旗の硫黄島戦記念像の前に立っている角刈りの、ベンよりも倍ほどの背高の[1 男]が、その大
きくて不器用な手で目を拭っている[2 光景]を目撃した[3 とき] アストロノートが地球を憂えて
いる希有な[4 瞬間]を思わずのぞいてしまったような気がした。 （リービ英雄『星条旗の聞こえ
ない部屋』 p.119 下線は筆者)
But then he witnessed something extraordinary: [a man] with a crew cut and nearly twice
Ben’s height was standing in front of the Iwo Jima Memorial ---its flag at half -mast --- and wiping
tears from his eyes with his large, clumsy hands.) (Christopher Scott 訳 (2011: 69) 下線は筆者)
この文章の被修飾語のなかで重要なのは時間を表わす従属節の[3 とき]である。その従属節の
中に[1 男]と[2 光景]の２つの被修飾語がはめ込まれている。最後の被修飾語の[4 瞬間]は３番目
の「とき」の副詞節の外にある。このような埋め込み構造は今に始まったのではない。北原保雄
は『達人の日本語』(2005) で、芥川龍之介の作品から複雑な連体修飾構文を数多く引用しながら
分析を加えている。下の例で＜

＞の中の部分は述部の部分である。芥川の文章の複雑さは下線

を引いた述部が複数、被修飾語に係っている点であろう。 a. では形式名詞（nominalizer) の
[2 の]の修飾部は文頭の方の「所々」から始まっている。 b. の文では[2 と]の修飾部が文頭から
はじまり、その「と」節の中に[1 所]がある．大江、リービのような連体修飾の文が複数はめ込
まれている文よりは読みやすいが、b のように述部が３つもつながると、かなりサスペンスが続
くことになるだろう。
（例１２）
a. 唯、 ＜所々、崩れかかった＞、そうして＜その崩れ目に長い草のはえた＞[1 石段]の上に、
鴉の糞が、点々と白くこびりついている[2 の]が見える。（（=北原『達人の日本語』:110 (2)
「羅生門」)
（Here and there [the stone steps,] beginning to crumble, and with rank grass growing in their
crevices, were dotted with the white droppings of crows.) (Kojima 訳 (1952:36))
b. ＜雨風の患のない、＞ ＜人目にかかる惧のない、＞ ＜一晩楽に寝られそうな＞[1 所]があ
れば、そこでともかくも、夜を明かそう[2 と]思ったからである。
（（=北原(同上:111 (8)
[羅生門])
(He decided to spend the night there, if he could find a secluded [corner] sheltered from wind
and rain.) (Kojima (ibid: 38))
作家には日本語のラングに備わっている「はめ込みの文法」をパロルとして大いに活用してい
る作家と、村上春樹のように、その文法をあまり利用しないことによって読み手の理解度を高め
る文法を多用している作家がいる。著名な作家としては志賀直哉は村上と類似していると言って
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よかろう。しかし、両極端に走らない、どちらもケースバイケースで使っている作家もいる。
さて、本節の「シンプルな文体」に付け加えるべきか、あるいは、別の節にした方がいいのか、
迷いがあるのだが、ここでは「シンプルな文体」の一部と考え、本節に付け加えておくことにす
る。それは本来なら先行文の中にあるべき文とか句が、先行文にぶらさがるような形で文末に倒
置される場合である。 言語学ではそれを「後置文」(Right Dislocation) として久野（1978:67-80)
が会話文における後置文を分析している。久野の機能論的分析の結論は二つある。一つ目は「話
し手が最初、聞き手にとって、先行する文脈、或は非言語的文脈から、復元可能であると判断し
て省略したものを、確認のため、文末で繰り返したもの」で、二つ目は「補足的インフォーメー
ションを表わすもの」というものである。村上の文章では会話文にも地の文にも久野の言う二つ
の機能が出ている。村上の場合、「補足的インフォーメーションを表わすもの」は、正確に言う
と、補足的ではなく、文末のあとに、重要な情報を読み手にサスペンス的に与えながら最後に文
と切り離して付け加えるのである。筆者はこの後置文が村上のさまざまな作品に出てくる文体の
１つであることに気づいていた。実は後置されるものは「文」ではなく、「句」とか「節」で、
それも先行文の述部に係る副詞句か副詞節である。ここでは、すでに引用した『色彩を持たない
多崎つくると、彼の巡礼のとき』から後置文を引用する。下線部が補足的後置を表わす部分であ
る。
(例１３)
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか、理由は今でもよくわからない。そのとき
なら生死を隔てる敷居をまたぐのは、生卵をひとつ呑むより簡単なことだったのに。
(p.3)
そして新しい（変更を加えられた）自分という存在に少しずつ心を馴らしていった。新し
い言語を習得し、その語法を暗記するのと同じように。
（p.51)
そして彼は鏡に映った自分の裸身を、いつまでも飽きることなく凝視していた。巨大な地
震か、すさまじい洪水に襲われた遠い地域の、悲惨な有様を伝えるテレビのニュー
ス画像から目を離せなかくなってしまった人のように。(Ibid: 45)
しかし父親はその名前の由来について一度も語らなかった。つくるにも、あるいは他の誰
にも。(p.59)
その四人は今でもまだ彼の背中に張り付いている。おそらくは沙羅が考えている以上に
ぴったりと。
（p.111)
行こうと思えばどこにでも好きなところに行ける。ほとんどどこにでも。でも実際にど
こに行けばいいのか、つくるには具体的な場所が思いつけなかった。(p.149)
そして演奏をする前に必ずピアノの上にそれ (=六本目の指を)を置いた。護符のように。
(p.216)
針がレコードの溝を静かにトレースし、ラザール・ベルマンが演奏を繰り返した。どこま
でも繊細に、美しく。
（p.246)
二人は手を繋ぎ、スカートを翻して広場を走って去っていった。風に吹かれる草玉のよう
に。(p. 267)

これらの後置された句と文はすべて先行文の述部を修飾する副詞的な機能があり、単なる補足
機能があるのではない。なぜならば、もし後置された副詞句と副詞節を先行文のしかるべき場所
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に戻すと、意味がとりにくくなるし、後置した場合のようにその情報を書き手がとりわけ重要だ
と思っていることを読み手にコミュニケートできないからである。村上が文体ストラテジーとし
て狙っているのは、構文をシンプルにすること、日本語のような文末重視のラングの文体を利用
して読み手を引き込むこと、つまりパトス化のストラテジーではないだろうか。 今、最初の３
文の後置文を先行文に入れ込んでみよう。
（例１４）
a’ そのときなら生死を隔てる敷居をまたぐのは、生卵をひとつ呑むより簡単なことだっ
たのに、なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか、理由は今でもよくわからない。
b’ そして新しい言語を習得し、その語法を暗記するのと同じように、新しい（変更を加え
られた）自分という存在に少しずつ心を馴らしていった。
c’ そして彼は鏡に映った自分の裸身を、巨大な地震か、すさまじい洪水に襲われた遠い地
域の、悲惨な有様を伝えるテレビのニュース画像から目を離せなかくなってしまった
人のように、いつまでも飽きることなく凝視していた。
（例 14)の後置された副詞節を先行文に戻すと、二つのことが起こる。一つは後置バージョンの
もつパトス性が消えてしまうこと、もう一つは文が複雑になり鮮明度が薄くなる。つまり、文全
体がシンプルではなくなってしまう。このことは村上が追求している「シンプルな文体」の趣旨
に反するわけである。
以上、村上の文体を（１）リズム、（２）英語的な文体、（３）シンプルな文体の３つに焦点
を合わせて分析してみた。これ以外に分析を要する村上の文体は、語彙の選択、比喩の特徴、句
読点の特徴など、まだたくさんあるが、今回は村上のシンタックスの選択による文体効果のみを
探ってみた。
文体は文体として小説の内容と切り離せるわけではない。文体は形であり、それと小説の内容
がうまくマッチしなくてはならない。村上はリズムのある，シンプルな、そして脱日本語・脱日
本文化的な文体で、今まで通り普遍的な生死の哲学，現実と反現実の問題，人間が必要としてい
る癒しの物語を深く描き続けることだろう。
２０１３年１０月３１日にハワイ大学マノア校で「旅するテキスト」という題で村上文学が東
アジアでどのように受容されているかというシンポジウムがあった。そこで村上は「小説の目的
は人々（これを村上は「私の人々」（my people) と呼ぶ）を動かすことであり、作品を通して
人々をポジティブな場に連れ出したい）と述べている。村上の文体はそのために強力な方略であ
るとともに、人々の心をとらえる平和的な武器となるのではないだろうか。

（３）文体教育は可能か
さて最後に付録のようになってしまうが、ここで文体を日本語教育の一部に組み込めるかとい
う問題について考えてみよう。文体は日本語のラングを学び、その選択肢をできるだけ自由に使
って書くことを通して学んでいけば、日本語の個人化、つまり「パロル化」ができる。それが最
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終の目標である。学習者が自分の文体で日本語が書けるようになるまでは、次のような道筋があ
るかもしれない。日本語の教師は学習者が短編小説でも読めるようになったら、文体への教育を
はじめるべきであろう。
Step 1.
村上のようなシンプルなシン タックスで内容の面白い短編小説か長編の一部を精読させ
る。語彙（固有名詞を含む）、シンタックス、比喩、表記，直接引用の中の話しことば、などで
くり返し使われている文体的特徴に気づかせる。
Step ２.
文体は特定の作品だけの文体かもしれないので、抽出した文体が同じ作家の他の作品にも見られ
るかどうかを他の作品を読ませて考えさせる。
Step ３.
読んでいる作家の文体とおぼしきものをみつけたら、その文体のもつ意味を学生同士で対話式討
議をさせる。その文体が好きなのか、嫌いなのかも理由をつけて討議させる。文体と小説の内容
との関係を考えさせることも大事であろう。
Step ４.
まるで写経をするようにその文体を真似して学生に短いストーリーを書かせ、お互いに読み合い、
討議をする。この時点でリービ英雄、アーサー・ビナード、シリン・ネザマフィー、田原、楊逸
らの日本語作家の小説や詩を読ませるといいだろう。

筆者の知る限り、日本語教育の枠組みで「文体」教育をした先例を知らない。筆者としてはこ
れを
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