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トピックチェーンの原理

１．トピックとトピックチェーン

　中国文法における“話題”概念の現れは、『馬氏文通』（1898）の後、その影響下において、む

しろ馬建忠とは異なる方法論を提示した陳承澤による『国文法草創』（1922）まで遡ることがで

きる。陳承澤は印欧語研究の模倣ではなく、中国語の特徴に基づく独自の研究を主張したが、言

うところの“標語”及び“説明語”の概念は、基本的に今日の“話題”及び“説明”にそれぞれ

相当すると見ることができる（１）。しかし当時は胡適等の反対もあり、また陳自身の理論の構築

も十分とはいえなかったことから、この概念は中国文法の基本的枠組みを目指す研究としては進

展しなかった。

　七十年代に、印欧語の主語─述語よりも話題─陳述（説明）という枠組みを基底とすべき

topic-prominent の言語として中国語が特徴づけられて以来、中国語の“話題”についての研究は、

特にテクスト分析や談話文法において大きな進展を見たことは周知の通りである。一方で、機能

主義や語用論の観点からは“話題”の概念そのものはどの言語にも適用されるという意味におい

て、この枠組みは中国語の独擅場ではない。とはいえ、中国語の“話題”についての理解が深ま

るにつれ、例えば英文法の“topic”との違いはより明白になった。所謂トピックチェーンとい

う特徴もその一つであろう。トピックチェーンというと、一般にディスコースにおける“話題”

の延伸や支配機能に焦点が当てられることが多いが、話題と陳述がチェーン状に連なるというス

タイルもトピックチェーンの構造と見ることができる。即ち、話題─陳述構造が連続する文段の

中で、前の構造の陳述が後の構造の話題になるというものである。

　“頂針”と呼ばれる修辞法としても知られるこのような話題─陳述構造は、いったい古代漢語

に多く見られる。董秀芳（2012）は、上古漢語の議論文の特徴の一つとしてこのような構造（董

の用語では話題─述題）を取り上げ、二つに分類した。一つは A,（則）B; B,（則）C; C,（則）

D……というように順次に進めていく形式で、もう一つは A,（則）B; C,（則）D. B,（則）E; D,（則）

F. E,（則）G; F,（則）H.……というように前の“述題”部を分けて承けながら進めるという形

式である。そしてこのような構造を可能にするのは、一文が短く、述語部分が一語から成ること

もできる、従って重複が容易である等の理由が考えられるとする。
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　現代語に目を転ずれば、廖秋忠（1984）は、テクスト・談話における動詞の支配成分の省略と

いう観点からこのような構造を取り上げている。それはある物事の過程を描写する文体に多く見

られるという。実際の用例を見てみよう。

　　红水河是珠江水系干流西江的上游。它发源于云贵高原云南省沾益县的马雅山。源头开始

叫南盘江，向南流至开远折转向东，在罗平县接纳黄泥河，流经贵州、广西两省区的边界。至

望谟县与北面来的北盘江汇合，从此便称为红水河。流至天峨县接纳格凸河后进入广西境内，

至象州石龙镇与柳江汇合，称为黔江。后与郁江汇合，称浔江。进入广东境内后改称为西江。

 （下線は筆者）

　これは“红水河”について、雲南省の源流から幾つかの地域を経て名称を変えながら広東の西

江まで、その流れに沿って順々に描写している文章である。廖によれば、ここでは前句の結果が

目的語の位置に置かれ、後句の起点となっているという。源の南盘江から各地域を経て红水河、

黔江、浔江と名前を変えて西江と呼ばれるまで、それぞれの句は終点の名詞（河の名）が次の句

の起点となるが、いずれも省略されている。既述のように廖の観点は、動詞の支配成分の省略と

いうことだが、これは前の陳述（C）を話題（T）として承けたトピックチェーンと見ることが

できる。ここにはまず C を T として引き継ぐことと、その T を省略するという二重の操作が働

いていると言えよう。

　陳平（1987）は、テクストにおけるアナフォリック形式についてゼロ・アナフォラを含む構造

を“平行推進”と“層継推進”の二つに分類した。前者は一つの T に対して複数の C が順次続

く展開方式、後者は前句の C が後句のゼロ・アナフォラ T となる展開方式である。

　沈家煊（2012）は、趙元任の“零句”説（Chao, 1968）を踏まえて、二つの相前後する無主語

／述語文は、中間のポーズと終結のイントネーションを取り去れば一つの主述文になると説く。

言い換えれば、無主語／述語文はいずれも潜在的に主述文の主語になることができ、それが中国

語では構造上繰り返されるというのである。C を T として承けるトピックチェーンの構造を主

語と述語の関係にも適用できることを示したものである。このような構造が“流水句”の成因に

大きく関わることは言うまでもない。

　このようにトピックチェーン研究の射程は広範囲に及ぶが、トピックチェーンの現象を成り立

たせているものは何であるのか。その根底にあるものについて、本稿では字本位理論に基づく表

現論の観点から考えてみたい。

２．構造の不均衡性と言語変異

　徐通鏘（1990）は、言語変異の基礎構造を考える上で、ソシュールの連辞関係（rapport syn-
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tagmatique）と連合関係（rapport associatif）の場及びアメリカ構造主義の意味を排除した線的

な構造概念のいずれも適切な根拠にはなり得ないとする。言語変化の因果関係を追究するには、

非線性の構造から出立すべきであると説く。例えば、北京語の塞擦音・擦音の子音体系の中で、

/ʐ/ は不均衡であり非対称を呈している。このような構造上の不均衡性、非対称性を明らかにす

ることが言語変異及び言語変化の研究には重要であると言うのである。構造上不均衡、非対称の

位置にある単位は最も変異を生じやすく、従って、非線性構造における構造の不均衡性は変異の

源であるという説を提示し、現在少なからぬ方言の中で /ʐ/ が変異の状態にあることを証左と

して挙げる。

　言語構造の不均衡性は言語システムが自ら調整・改造を行う機構であり、言語が活力を保持す

るための条件であるとするならば、このような変異は、音声の面だけでなく語彙や文法にも認め

られることになる。徐は、音節と語（“詞”）との一対一の対応関係は中国語構造における重要な

特徴であるが、発展の中で多くの複音語が生じ、この対応関係に不均衡をもたらしたと説く。

　徐（1991）では、この構造上の均衡を常数“１”で表し、それが中国語では１字・１音節・１

概念として“字”に集中していることを明らかにした。中国語の基本的構成単位を“詞”ではな

く“字”とする字本位理論の基底をなすものである。このことは中国語を語義突出型の言語とし

て特徴づける一方、“詞”（“字”に相当する単位として）ではなく“句子”に“１”を置く印欧

語とは、文法研究の方法においても大いに異なることを示している。英文において、１主語×１

述語＝１文という均衡は単にシンタックス内に収まらず、品詞と文構成要素との連関を統御する

均衡でもある。徐が中国語の基本的枠組みとして提示するのは、主語─謂語ではなく、話題─陳

述である。これもまた、字本位理論の礎石である。七十年代の話題─陳述研究と異なるのは、“字”

の働きを基本的構成単位としてだけでなく、音声・意味・語彙・文法の各層の結合点として認め

たことである。それによれば、中国語の話題─陳述のフレームワークでは常態としての均衡性は

設定されておらず、従って、話題と陳述との一対一の対応関係は求められていないということに

なる。

　T と C には、S－P における構造上及び形式上の一致関係の制約がないので、両者のつながり

は緩やかで融通性に富む。対応というより独立性を維持しながら両者はそれぞれの単位を構成し

文を生成してゆく。その文は構造規則により設定される強固な枠組みを持つS－Pの文とは異なり、

T－C 全体が次の T を形成するような重層的構造を持ち、どこまでも開放的に展開する。中国語

の文は印欧語のディスコースと似たところがあると言われる所以である。“字”を基本的構成単

位として形象や概念をつないでゆく中国語の表述方法において、重要な担い手となるのは名物で

ある。S－P の文に見られるような動詞中心ではないため、C の核心も離散性質を持つ名詞が担

うことが多い。トピックチェーンはこのような T－C の不均衡な枠組みの中で、表述法の特徴を

巧みに利用した連鎖であるように思われる。更に、古典から現代まで継承されていることを考え
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ると、中国語の表述展開における不変のメカニズムであるとも言えよう。

３．不変のメカニズムとしてのトピックチェーン

　話題─陳述の不均衡性を基盤に意合法による表述を支えるメカニズムの一つと考えると、ト

ピックチェーンの意義を理解するには、線性の構造規則ではなくむしろ意味構造の動的な把握が

必要になる。

　その働きの有様をここでは王蒙の『蝴蝶』を資料として見てみよう。文学作品を資料として話

題─陳述構造を考察することの難しさについては、既に W.Li（2005）が『骆驼祥子』を題材と

して論じているが、字本位理論の観点からは作家の主観に基づく表述を丁寧に考察する必要があ

る。

　王蒙による1980年の作品『蝴蝶』は、言うまでもなく荘子の「胡蝶の夢」の故事をモチーフと

している。王蒙はそれを中国建国後の激動期における一人の人物（党幹部）に結びつけ、彼をめ

ぐる三人の女性や彼自身の子との関わりを通して政治と社会の混乱を描いた。主要人物を簡単に

紹介すると、まず主人公の張思遠は、文革中の労働改造を経て今再び中央政府の指導幹部になっ

ているが、老張頭と呼ばれて村人たちに慕われていた山村での生活を忘れることがない。彼の最

初の妻、海雲は優秀な女学生であったが、結婚後思想上の問題で非難され自殺してしまう。美蘭

は二番目の妻だが、張が文革で糾弾されると自ら離婚を申し立てた。秋文は山村の医者。村人か

ら信頼されている。張は求婚するが、断られる。冬冬は海雲との子供。張にとってはたった一人

の息子だが、母の死をめぐる個人的な苦悩だけでなく、若い世代としても父に反抗し、互いにな

かなか心を通じさせることができない。

　まずは T と C が三組シークエンスで現れる例を見てみよう。

　　然而他

T₁
挂牵着冬

C₁
冬，冬

T₂
冬还只是一颗在地平线上闪烁，远远还没有升起来的小

C₂
星星。

这

T₃
颗星星总会照耀他

C₃
的（２）。

　冒頭の“他”とは張思遠のこと。休暇を取り、かつて過ごした山の村を訪れた張は、帰りのジー

プの中で息子冬冬に思いをはせる。冬冬はいつになったら自分を理解できるのだろうかと。過激

ともいえる冬冬に深い不安を感じながらも張は、地平線上にきらめき、遙か遠くでまだ昇ってい

ない小さな星、しかしこの星はいつかきっと彼を照らすはずだと信じるのである。

　記号 C は、陳述部分の核となる名詞成分に付した。話題“他”に始まり、陳述“他”に終わ

る二文の中で、話題─陳述が三組、且つ一端帰結した陳述は後続の話題となり、再び発端となる

構造が繰り返されている。但、繰り返されるとは言っても、注意すべきは話題と陳述それぞれの
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役割の違いである。

　C₂“小星星”は、T₂“冬冬”と結びつけるために初めて導入された。それが再び話題として

提示されるには、限定的に捉え直される必要がある。T₃“这颗星星”に指示詞が付いているこ

とからもわかるように、この T₃は“小星星”を限定的に捉えた、既知の情報として発端を担っ

ている。だとすれば、形式上は C₁と違わない T₂“冬冬”も同様に、C₁とは異なる情報を既に担っ

ているはずである。読者としては、C₁に連想を重ねて個別に限定的に捉え直すことが許される

とも言える。C₁と T₂、C₂と T₃はいずれも非線性、重層的に把捉されよう。この二文は英訳でも

二文に収まっているが、T と C とのつながりは全く異なる。

　　T
T₁

he ties that joined him to Dongdong were u
C₁

nbroken. D
T₂

ongdong was only a
C₂

 tiny star 

glimmering on the horizon, not yet ready to rise into the sky, but someday t
T₃

his star would 

shine d
C₃

own on him.

　英訳では“The ties”を最初の話題としているので、その陳述部分は“Dongdong”ではなく

“unbroken”で終わる。C₂の“a tiny star”は but 以下の節で“this star”として限定され受け

継がれる。原文とは異なり共に一文の中に収まってはいるものの、両者の間には距離があり、C

と T との連鎖とは捉えられない。

　次の例。

　　更

T₁
使他清醒的是他

C₁
的家，他

T₂
的家已经没

C₂
有了，在他监禁期间，美

T₃
兰已经去法院正式办理了

离

C₃
婚手续，带走了他尚存的全

C₄
部家产。

　張思遠は階級闘争の中で裏切り者として監獄に入れられた。しかし、この鉄のような息を詰ま

らせる夢も醒める時がきた。七十年に突如釈放されたのだ。そして彼を一層はっきりさせたのは、

自分の家庭のことである。彼が収監されている間に二番目の妻美蘭は、既に裁判所へ行き、正式

に離婚の手続きを済ませ、彼のまだ残っていた財産のすべてを持って行ってしまっていた。自分

の家庭がもうなくなってしまっていたことを張思遠は知るが、その消息は山泉で沐浴したかのよ

うに爽やかに彼の心を落ち着かせるのである。

　“他的家”から“美兰”へと話題が転じていることからいえば、T₂と T₃との間は文を区切って

もよさそうなところである。しかし、作者はそうはしない。C₂と T₃との間を挿入句で離しなが

らも、最後まで一気に述べる。ここでも C₁から T₂へと受け継がれるトピックチェーンに注目し
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たい。“他的家”は新たに話題として捉え直されると同時に、それ以降の描写全体に延伸される

テーマでもある。“美兰”は言ってみれば“他的家”を全体として見た場合の部分であり、構成

要素である。全体である“他的家”の作用が及んでいるので、“美兰”は急に出てきても読者に

唐突感を与えず滑らかに連想を促す。

　次の例。

　　其实 , 她比老张要小好几岁呢 ! 其实，老

T₁
张已经是快

C₁
六十岁的人了。快

T₂
六十的人了，在

他那圈子里却还算作“年

C₂
轻有为”。

　“她”とは秋文を指す。彼女は張思遠より幾つも年下なのだが、別れの時の態度はとても落ち

着いていて、まるで張の姉のように微笑み、ねんごろに話すのだった。“其实”を対のように使

うことで、秋文と老張が対照的に提示されている。第二文の C₁は老張を六十近い人たちの範疇

に入れる。一旦文は終わり、C₁を T₂と捉えて始まる後続の文では、T₂は既に限定された老張の

ことを指すと考えられる。その後段は彼についての情報を別の観点から補充している。六十近い

人間だが、彼の周りではまだ若く有為だと見なされていたと。前文の C₁としての「六十近い人間」

といえば、どんな連想が引き起こされるだろうか。もう年だ、若くはないと受け取れば、続く文

では活動が制限されるような、どちらかといえば否定的な現象に基づく情報が続くことも予想さ

れる。しかし作者はそうではなく、むしろ反対の意味づけを行う。逆説関係による断絶という点

で、ここの句点は明快である。C と T との間を連想でつないでい、逆説の接続詞も使わない。

トピックチェーンの手法が端的に示されていると言えよう。

　英文では、最初の秋文の描写も含めて二文に掌握されている。“快六十的人”については“a 

man under sixty”と訳し、“young”を引き立てるようなディクションである。一方で、“man”

に不定冠詞を付しているのは注目される。原文解釈の可能性としてこのような限定法を否定はし

ないが、原文のトピックチェーンによる効果とは相反して、老張への焦点が弱まることは確かで

あろう。

　T-C 不均衡の中では、トピックチェーンも対応的に顕示されるとは限らない。次に隠されたト

ピックを含む例を見てみよう。

　　父亲，谢谢您。不要再给我送吃的了，请您不要生气。他

T₁
生

C₁
气了，他

T₁
已经越来越习

C₂
惯把人

分成上级和下级，下

T₂
级对于他都是毕

C₃
恭毕敬的，他

T₁
轻易地向下级发脾

C₄
气而不

Ø T₃
会有任何不良后

C₅
果，

而且脾

T₃
气是威

C₆
严、是权势的一个不可或缺的部

C₇
分。
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　冒頭の二文は冬冬が父に宛てて書いたもの。ある年の春節に、張思遠は人をやって冬冬にデコ

レーションケーキを届けた。しかし、ケーキはもとの包装のまま戻される。我が父を“您”と呼

び、どうか怒らないで下さいと言う冬冬。しかし、彼は怒った。既に益々人を上級と下級とに分

けることに慣れてしまっている。下級の者は彼に対していつでも恭しく、彼が自分勝手に下級の

者を叱りつけても、別にまずい結果も起こらなかった。その上、怒って叱りつけることは威厳で

あり、権勢の不可欠の部分なのであった。

　自分の気持ちが通じない張のストレートな怒りが伝わってくるようだ。“他生气了”以降、話

題は“他”から“下级”そして“脾气”へと転ずるのだが、作者は文を区切らない。冬冬の言葉

“请您不要生气”の後、接続詞もなくいきなり“他生气了”で始まる。逆説の意外性が強調され

ている。その後“他”は“下级”を挟んで再び現れ、彼に対する連続性も強調される。その連続

性が途切れるのは、“而且”によってポーズが入り、話題が“脾气”に転ずるところである。し

かし、この“脾气”は C₄を受け継いだトピックチェーンであることに注目したい。C₄を承けて

いるので、この“脾气”には“发脾气”の意を持たせているということがわかる。と同時に、こ

こで話題が“脾气”へ転じても文は統合され結束性は保たれると言えよう。実は、“脾气”は T₃

の前にカヴァートの T として現れている。従って、C₄－Ø T₃－T₃のトピックチェーンの中で“脾

气”は繰り返され、その度に彼自身が腹を立てるという行為からその影響、そして腹を立てるこ

とについての判断というように、少しずつ意味範疇を変えてゆき、この話題は終わる。

　なお、“他生气了”全体として T を担うと解釈することもできる。この後のポーズが読点で示

されていることもそれを支持している。その場合、後続の各節はそれぞれ C と捉えることがで

きる。それでも“他”の連続性が“而且”によって途切れるところでは、やはり新たな T を設

定した方がよさそうだ。いずれにせよ、C₄－T₃のトピックチェーンは変わらない。

　カヴァートトピックを含む連鎖について、もう一例を挙げる。

　　父

T₁
子两人向前走了几步就来到了老

C₁
杏树下，老

T₂
杏树依然是流出了那么多树胶

C₂
，象

Ø T₃
是多感的

老年人的泪

C₃
水，叫人心

C₄
疼。树

T₄
胶的颜色、多少、部位和形状完全和四年前一

C₅
样，昨天老

T₅
张头还

在这棵杏树底下抽旱

C₆
烟。

　四年ぶりに再会する父と子。冬冬は成長して小学校の教員になっている。山村を再び訪れた張

を冬冬が迎えに来ている。二人は杏の老木の下まで歩いてきた。杏の老木は以前と同じようにた

くさんの樹脂を流していて、多感な老人の涙のようでもあり、胸を疼かせる。樹脂の色や形など

は全く四年前と同じであり、ほんの昨日老張はこの杏の木の下で刻み煙草を吸っていたかのよう

であった。いまだわだかまりが解けない二人だが、穏やかな一時が流れる場面である。
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　ここには二つのトピックチェーンが働いている。一つは、C₁－T₂と続く“老杏树”である。

一見何気ない繰り返しだが、この杏の木は二番目の文の最後にも現れ、話題が“老张头”に転じ

てもトピックチェーンとの連関を示している。次に、C₂－Ø T₃と続く“树胶”である。ここで

樹脂全体が描かれた後、続く文では樹脂の色、量、部位、形状というように部分へと視点は移動

し、無生物描写の空間順序に沿って描かれる。この話題 T₄は C₂－Ø T₃の“树胶”がこの順序に

沿って再び捉え直され現れたものと見ることができる。その意味において C₂－Ø T₃－T₄の

チェーンメカニズムを形成していると言えよう。

　このように見てくると、トピックチェーンにおける T と C の連鎖は、単なる繰り返しではなく、

また線的構造規則の具現化でもなく、作者と読者相互の連想が大いに働き、非線性の動態を形成

していることがわかる。

　更にまた、トピックチェーンの作用は読点や句点を超えて及ぶ、言い換えればトピックチェー

ンで文の展開を捉えると読点や句点を超えるということも改めて認識される。中国語の「文の終

わり」は談話研究の単位を考える上でも重要な論題である（３）。王洪君、李榕（2016）は、談話

の基本的な単位を確定する必要性を英文との比較や中国における種々の本位説の検討を基に論じ

ている。その中で、中国語の書面語における句点、疑問符、感嘆符は、大多数の中国語話者が一

致して句点等を付す「真句点」と多くの話者が読点にする比率の高い「準句点」の二つに分類で

きるとし、その上で真句点と話題の転換との対応関係を指摘している（４）。確かに中国語のディ

スコースにおいて句点は必ずしも読点より大きい単位を表すとは言えないことを考えると、句点

を一律に扱うことは有効ではないかもしれない。とはいえ、前述の引用例で見た通り、トピック

チェーンの観点からは話題の転換のみで単位を判断する基準とはなり得ず、句点に作者の意図を

推測する試みも依然として必要である。今後このような作品も含めて母語話者による調査や分析

が行われるならば、二分類の意義もより明確になると思われる。

４．字組における意味解釈と表述における文生成機能

　話題─陳述は、話し手／書き手の表述であり、情報伝達の枠組みであるからには、文構成にお

ける主観的要素にもっと踏み込んだ考察が必要なのではないかと考える。字本位理論における字

組の構造は、核心字を想定し、その位置により義象と義類に分ける。両者は、非線性であり

reason を持つ“字”の構成及びその組み合わせを中国人の伝統的思惟方法に基づき二分した概

念である。最も基本的な二音節の字組の場合、前字は義象、後字は義類の作用をそれぞれ成すと

考えられる。核心字が後ろに来ると、前字による限定や支配を受ける。前字は核心字の意味範囲

を限定し、その抽象的な意味を具体化する。一方、核心字が前に来ると、今度は後字の意味範囲

を限定し、字組としての意味の重点は後字に移る。核心字が前後のどちらに来ようと意味解釈の

上で重要なことは、顕示されている二点を手がかりに、暗示的部分を知識や既知の情報で補うこ
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とが求められるということである。単字の意味は時に抽象的であり曖昧であり、従って字組の意

味解釈には単に両者の意義素を合成するのではなく、より高いレベルで統合する働きが必要にな

る。“字”と“字”の文法的関係よりむしろ意味関係に注目するということである。

　“字”は形・音・義のコンフォメーションであるだけでなく、語形論とシンタックスの交差す

るところでもある。基本的に字組の連続が文を生成すると考えると、字組の構造と同様に中国語

の文の生成もまた重層的であり開放的であることは既に述べた。主語─謂語の一致関係に規制さ

れた謂わば表層的な枠組みに当てはめて完結させるのではない。核心字の位置を軸としてトピッ

クチェーンを考えると、一つの話題が一旦帰結したところから、またそこにスポットを当てて注

目させる発端へと義象と義類は転換する。そこが情報の中継点なのか或いは終点なのか、ここに

は複数の主観がオーバーラップし、時に衝突する。文の書き手と読み手の間で読点と句点の位置

に違いが生じる所以である。読み手の連想、想像を含めた読者意識を考えるということは、意味

解釈というより意味生産のレベルの問題であり、言い換えれば、字組の意味解釈を動態化するも

のである。情報伝達のやりとりという、より高いレベルにおいて複数の主観が介入する余地を提

供しているとも言える。表述における文生成とその意味生産性について、統計的な定義づけの一

方で個別の作品を対象とした文体論的な考察も更に進める必要があるであろう。

５．Tと Cとの相互作用

　トピックチェーンにおける、T を引き起こす C と読者を連想へと導く T の両者の相互作用に

ついて考えてみたい。T として新たに捉え直すとはどういうことなのだろうか。再び『蝴蝶』か

ら用例を挙げる。

　　张思远沉默了，他转过身，凝视着对面山坡上的小

C
松树，默默地把儿子分给他的两颗酸果

放到嘴里。夕阳照耀着小

C
松树，小

T
松树拖下了比自身长得多的影子。

　復職後、再び山村で会った息子の冬冬との話し合いは、なかなか張の思い通りにはいかない。

既に大人になった冬冬は、解放後の世代として自分が受けた教育に疑問を抱き、また張のような

高級幹部の子になるのも嫌悪している。革命について論じる父を横目に、冬冬は、ある一本のサ

ンザシの木に赤い実がなっているのを見つけ、打ち落とそうとしている。張思遠は口をつぐんだ。

彼は向きを変えて向かい側の山の斜面の小さな松の木をじっと見ていた。黙って息子が分けてく

れた酸っぱい果実を二つ口に入れた。夕陽が小さな松の木を照らし、小さな松の木はそれ自身よ

り長い影を垂らしていた。

　父と子の心の隔たりを描くこの場面で、作者は“小松树”を象徴的な要素として使う。最初に
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登場する、張が見つめる先にある“小松树”は読者にとっては新しい情報である。この“小松树”

は、次の文では T である“夕阳”の C として再び現れ、更に続く節の T として受け継がれる。

この C としての“小松树”は既出の“小松树”と同じなので、情報としてはさほど重要ではない。

その役割はむしろ続く T を引き起こしてトピックチェーンを形成することにあると言えよう。

そのための“小松树”であり、更に言えばそのための“夕阳”なのである。最後の“小松树”は

文中で“夕阳”と同様に T を担っているが、その重要性ははるかに増すと見られる。張の視線

を留め、夕陽を受けとめ、そして長い影を引く主体。作者は山村の“小松树”に張の心を重ねな

がら捉え直して描く。英文ではこの松の木をどのように扱っているのかを見てみよう。

　　Thang Siyuan was silent. He turned and gazed at the pine s
C

eedlings on the facing 

slope as he quietly ate the two sour fruits his son had given him. The l
T

ittle pines were 

casting shadows much longer than themselves.

　同一語句の繰り返しを嫌ってか、原文の“小松树”に対して“the pine seedlings”と“The 

little pines”の二つの語句が使われている。“the pine seedlings”は最初の“小松树”に、“The 

little pines”は最後の T としての“小松树”にそれぞれ相当すると見られる。原文の二つ目の“小

松树”はどうか。英訳では“夕阳”から始まる前節を訳出していないので、その中に含まれる“小

松树”も現れていない。後節の“小松树”に相当する“The little pines”を T として新たに文

を始めている。既述のように、この“小松树”は既に登場しているので（原文では最初の文、英

文では第二の文）、新情報を伝える C としての重要度は低い。むしろ原文では、続く T を引き起

こす役割を担っていると思われる。シンタックスの異なる英文に中国語のトピックチェーンを求

めることはナンセンスだが、原文のトピックチェーン構造を把握しておくことは作者の表述方法

を理解する上で必要であろう。“小松树”に対する言い換えと T を引き起こす C としての“小松

树”の作用が見いだせないということは、C－C－T と続く原文の連想の筋を追うことを難しく

している。作者により場面の一構成要素として山村風景の中から取り上げられた“小松树”の役

割は、トピックチェーンの相互作用の中で捉えてこそ理解し得るのではないだろうか。

　次に、連想を導く T の観点から考えてみよう。

　　他看见了海云的激动的泪

C
花。泪

T
花在女学生们的睫毛中间滚动。泪

T
光里闪耀着红旗、灯塔、

军号和水电站。
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　張思遠と海雲との出会いである。建国後の凱歌と興奮が溢れる中、ある学校の生徒自治会の委

員長だった海雲は、彼に講演を依頼した。彼が講堂に入ると女生徒たちは潮のような拍手で迎え

た。そして彼の発する言葉を一字一句ノートに書きつけている。絶え間ない熱烈な拍手。彼は海

雲の感激の涙を見た。涙のしずくが女学生たちのまつげの間を転がった。きらきらした涙の中に

赤旗、灯台、軍隊ラッパそして水力発電所が輝いていた。

　作者は、最初の文の C の主要な要素である“泪花”を後続の文の T として文頭に置く。同じ

語でありながら、しかし同じものを指してはいない。C として登場した涙は、海雲の感動を描く

涙であるが、続く涙は、海雲の目からその場の女学生たちに視点を移した、そこに見られる涙で

ある。海雲の目に浮かんだ涙は、一端そこを離れ女学生たちにも浮かぶ涙として捉え直される。

“泪花”は T となり、既にもたらされた情報とともに読者の連想を導いてゆく。最後の文の頭に

も涙（泪光）は現れ、連想は作者により限定された場から次元を変えて拡張され、読者のイメー

ジを喚起する。

　次の例。

　　他们的分别是沉重的。他们的分别是轻松的。这样，如秋文说的，他们可以更勇敢地走在

各自的路

C
上。路

T
啊，各式各样的路！

　政務次官として復職した張思遠と、夫と離婚して娘と山村で暮らす医師の秋文。農民との折り

合いもよく信頼されている秋文は、張とともに山村を去ろうとはしない。むしろ張に立派な官僚

になってほしいと言う。彼らの別れは重いものだった。彼らの別れは軽いものだった。このよう

にしてこそ、秋文が言うように、彼らは一層勇敢に自分の道を進むことができる。道よ、種々様々

の道よ！

　最初の「道」は、限定語が示す通り、張と秋文それぞれの道である。続く文頭の「道」はどう

か。C から T へとトピックチェーンを組みながらも、作者はこの「道」を裸の普通名詞“路”

として提示している。この「道」はもはや二人の個別の道ではなく、道というものを普遍的に捉

えたものである。道とは種々様々の道があるのだと。個別の道から視点は一端離れるが、確実に

存在する現象としての「道」である。前例の「涙」と同様の働きがここにも見られる。いずれも

C から T へとトピックチェーンが形成されるが、前文の話題の帰結を担う C と情報伝達の起点

として引き起こされた後文の T との間は線条的につながってはいない。マルチレベルの連想へ

と読者を導く、作者による仕掛けとも受け取れる。両者の間の句点はそのためのものであると解

釈することも可能である。

　字本位理論における字組の構造を踏まえ、中国語の表述における文生成について考える時、
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T－C 構造が基本的な枠組みになる。そして常に変異の危機に晒されている不均衡性という局面

から捉えると、表層的には更に複雑な様相を呈することも予測される。人と人とのコミュニケー

ションの発達はそれを促す一つの要因である。そのような中で、トピックチェーンを不変のメカ

ニズムとして捉えることは、従来の談話分析とは異なるアプローチで表述の文生成について理解

し、情報伝達の機能を把握し直す契機となると言えよう。

注
（１）　《国文法草创》研究法大綱。
（２）　下線及び記号は筆者が付した。以下同様。
（３）　字本位理論の観点から文の展開を捉え直したものとしては、内藤正子「字本位文法と談話論」を参照され

たし。
（４）　同論文によれば「真句点」と「準句点」の分類及び調査は、杜艳冰「汉语主语在篇章中的省略」、北京大学

汉语教学中心1998年修士論文に基づく。
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