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よう「第1章」などと示すこともある。
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一、分析で用いるインドネシア語の文章には日本語訳を付す。
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1

序論

1. 研究の目的と背景

本研究では、社会的関心事についての主張を論理的に伝えることを主眼とした論説文1と

しての社説を取り上げ、日本語とインドネシア語における文章の構造を文章論の観点から

比較対照する。その際、本研究の課題では、「反復表現から見た文章構造」、「提題・叙述表

現の関係から見た文章構造」、「見出しの反復から見た文章構造」、「叙述表現の観点による

開始部と終了部の構造」、「開始部と終了部との呼応関係による文章構造」という 5 つを課

題とし、両言語における文章構造の特徴を明らかにしていくことを本研究の主要目的とす

る。

本研究の主な研究対象は、日本語の論説文の文章構造類型であるが、特に、文章の統括

性がどのように構成されるかを明らかにし、その統括性のあり方によって文章構造を類型

化することである。以下、本研究の背景・動機について述べていく。

本章では、本研究の背景・動機を述べると同時に、本研究の課題を提起する。ここでは

まず、インドネシアでの日本語学習の状況を簡単に紹介し、そのうち、読解と作文の授業

においてインドネシア人日本語学習者が抱えている学習上の問題について論を進めていく。

インドネシアでの日本語学習は一般に、大学と高等教育機関（一般の高等学校と専門高

等学校を含む）で行われている。しかし、現況について述べれば、日本語学習は大学と高

等学校（高等専門学校を含む）のみならず、数か所の小・中教育機関でカリキュラムの中

に選択科目として位置づけられている。国際交流基金で発刊した調査資料（2011）におい

て、世界の日本語学習者の 2009 年の調査結果を見てみると、インドネシア人日本語学習者

は、2006 年調査結果の世界順位 4 位から順位を一つ上げて 3 位となっており、学習者の数

が約 71 万人にのぼった。2006 年の調査結果の数と比べて 162.7%増と急速に増加している。

これは 2004 年度のカリキュラム改訂において英語以外の外国語学習が必須となったため、

外国語の学習意欲がより一段と高まり、特に日本語が多くの小中高等学校や大学で教えら

れるようになったためと考えられる。現在、日本語は英語に次いで 2 番目に人気の高い外

国語となっている。

このように、インドネシアでの日本語の教育は発展しつつある。しかし、日本語の学習

には問題がないわけではない。インドネシアの日本語学習の内容項目は語彙、表現、文型、

文法、モデル会話を中心に行なっており、文法知識と運用はある程度のレベルを経れば到

1 『日本国語大辞典第二版』第十三巻（2002）を参照されたい。
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達できるが、コミュニケーション重視の教育や文章による言語の運用の演習は十分に行な

われているわけではない。日本語学習の現状を見ると、インドネシア人日本語学習者にと

って、日本語の文章を理解する際には大きな困難が存在する。そしてその困難とは、文章

の文脈、即ち段落と段落との関係から生じることが多いと考えられる。というのは、日本

語学習者に対し、読解の授業の中で、日本語の文章の全体的内容を聞くと、「文章の展開が

理解できないため、文章の全体的意味が分からない」、「この話題がどうしてここにあるの

かわからない」という悩みをしばしば耳にするからである。インドネシア人日本語学習者

には、文章を構成するそれぞれの文の意味は理解できるのに、日本語の文章に内在してい

る文脈展開形態や書き手の主張する意見などがよく分からないのである。これは、日本語

の文章構造にある文脈展開の問題と関わっているのではないかと思われる。また、これに

は日本語の文章には構造上の特徴があること、そしてその特徴を明らかにする研究が求め

られる。

また日本語学習者が日本語の文章を理解し難いという問題について、宮谷（2005）も指

摘しているように、日本語の読解授業において、日本語学習者はよく「文の意味は分かる

が、全体で何を言っているのかわからない」と述べる。その原因の一つとして、田川（2012）

は、日本語での読解力が低い学習者の場合、全体的に首尾一貫した（coherence）理解が難

しいことを述べている。では、インドネシア語を母語とする学習者の日本語読解力を向上

させるためには何が必要だろうか。

これに具体的な対策を講じるには両言語の共通点と相違点の把握が欠かせない。しかし、

日本語とインドネシア語の文章をとりあげ、両言語における文章構造の特徴を明確にした

研究は皆無に等しい。そのうえ、日本語の学習を支援する多くの教材は日本語の文法が中

心である。日本語の学習内容が文法を中心とすることは避けられないが、両言語における

文章レベルの究明は十分に検討されていないため、現状では効果的な教育方法が提示され

ていないのもまた事実である。

従来までの先行研究を調べると、特に日本語とインドネシア語の対照研究は文法論や語

彙論・意味論に限定されており、文章レベルでの検討はされていない。その結果、文法規

則及び語彙レベルについては研究成果が得られているが、文章を取り上げ日本語とインド

ネシア語との共通点や相違点を明らかにした研究は管見の限りでは見当たらない。以上の

理由により、特に文章の対照研究の必要性が高いと考えられる。

日本語と他の外国語との対照研究は、これまでに多くの蓄積がある。これは、日本語を

学ぼうとする学習者が急激に増加したことと無縁ではないと考えられる。世界のどこでも、

日本語が教えられているということは、日本語と当該の他の諸言語との対照研究の必要性

が要請される大きな契機の一つになる。なぜならば言語の学習は母語との違いを発見しや

すく、対照研究は比較対象とされる言語の間に類似点と相違点を発見し、説明を与えるも

のだからである。対照研究の蓄積によって、学習者が外国語としての日本語を学習する際
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に起こりやすい問題の対策を見いだすことができる。

本研究はそのような教育への寄与をも目指した対照研究の一つである。日本語・インド

ネシア語の比較対照を、文章を対象として行うことによって、両言語の相違点を把握し、

日本語文章の文脈展開における特徴を明らかにすることが第一の目的である。将来的には、

本研究の成果は教育方法の提示にも貢献できる。学習者の読む能力を高められるだけでは

なく、日本語の作文能力などを高める効果が期待できると考えられる。さらに、一般言語

学的には、文脈展開形式の角度から見た文章構造の考察は、文章の構造における「まとま

り」を形成するそれぞれ文や段落（段）の相互関係に関わる原理の一端を明らかにできる。

更に、情報時代のグローバル化が進む中で、誤解を招かないコミュニケーション能力、文

章構造についての知識の重要性は改めて考えるまでもないであろう。

インドネシアでの日本語学習の需要はインドネシア全体に広まりつつある。インドネシ

アは世界的に見ても日本語学習者数が多い国であり2、興味のある外国語、あるいは第 2 外

国語として日本語をあげる人が多い。さらに教育以外の経済などでも日本語を使う機会が

非常に多くなってきており、日本人とのコミュニケーションの必要性がさらに求められて

いるであろう。

その一方で、インドネシア人日本語学習者の初級・中級レベルでは日本人とのコミュニ

ケーションはできても、上級レベルになるとうまく取れない。その理由の一つとしてはコ

ミュニケーション能力の養成を促す文章・談話の取り扱いが不十分である点が考えられる。

また、対照研究の観点から文章・談話を検討する研究がないという現状も無視できない。

インドネシア語の表現方法は日本語の表現と違っている。例えば、インドネシア人ははっ

きり主張そのものを言うのが一般的であるが、日本人はそれほどでもなく、文章中に主張

されることが明確でないことが多い。このような表現上の違いを理解することがインドネ

シア人にとっては難しい。日本語の、主張を含む文章・談話の表現のあり方について、異

なる特徴を持った言語との比較対照を通じ、現象面から観察し解明する必要があるのでは

ないか。さらに、日本語での表現能力の不足はコミュニケーションでの誤解を招くケース

も少なくない。これは、学習者の能力の不足から生じる問題と考えられるが、その背景に

はそれらの問題を解明する研究が不十分であることが指摘できる。

以上のような状況にあって、本研究で日本語とインドネシア語の文章を研究対象とする

に至った。直接的なきっかけは、前述のように、インドネシア人日本語学習者から、「日本

語の文章の理解が難しい」などという悩みを打ち明けられたことによる。しかし、インド

2 『海外の日本語教育の現状』日本語教育機関調査（2009 年）では、日本学習者数の上位 20 カ国につい

て、学習者数を 1998 年の調査結果と比較している。ほとんどの国で学習者数が増加しているが、世界の

学習者数の順位では、韓国（964.014 人）で最も多く、次いで中国（827.171 人）、インドネシア（716.353

人）、オーストラリア（275.710 人）となっている。
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ネシア語の文章との対照研究を行うことは、様々な観点から日本語の文章構造の特徴を体

系的に記述することにつながる重要な課題の一つであり、発展性の高い課題であると考え

られる。

以上、インドネシアでの日本語学習の低い文章理解の現状を踏まえながら、日本語学習

者の低い文章理解の現状をはじめ、日本語とインドネシア語の文章レベルの対照研究が不

十分であることを指摘した。これを受けて、本研究では、日本語とインドネシア語の文章

を対象とし、文章論の様々な観点から考察し、両言語間の異同を明らかにしつつ、特に日

本語の文章の特徴を描き出すことを目的とする。

2. 文章論における重要な研究課題

日本語の文章論の中心的な課題について、永野（1986:79）は「究極において文章の構造

の解明を目的とする」と指摘し、「文章構造」とは、「文章を全体として眺め渡したときに

見られる構造」と定義している。まず、「文章」とは何かを把握するために、以下において

文章における代表的な先行論の要点を紹介する。

時枝誠記は、『国語学大辞典』（1980）の「文章」の項目において、「それ自身完結し統

一ある言語表現」（p.813）と定義し、さらに時枝（1950）は、これまでの文法研究におけ

る「語」、「文」に次ぐ、最大言語単位として「文章」を規定している。そこから文章論に

おける課題3をどのようにして探究するべきか、またその課題をどのように展開すべきかに

ついての課題を論じている。

寺村（1990）は文章の定義について、以下のように明らかな概念を述べる。

…あるとき、ある場所での二人または数人の会話や、ある人のいくつかの文からなる

一連の話、また書き言葉でいえば、いくつかの文が連なって、全体で一つのたとえば

新聞記事、社説、あるいは一日の日記、短編小説、さらには何千枚もの長編小説や

論文といったものがまとめあげられていく、そういう文の集合を「談話」とか、「文

章」「テクスト」と呼ぶ。 （寺村 1990：10）

寺村（1990）は、文章論の課題として、「（省略）談話、文章のような大きいまとまりを

考える場合は、個々の文と文とのつながりかたよりも、その文章全体の構造を考えること

が中心的な課題になってくる」（p.11）と指摘している。この寺村（1990）の立場に従い、

3 時枝（1954）『日本文法 文語篇』においては、文法論に属する文章の課題として「連歌俳諧における

附句による文章の展開」、「散文中にしめる韻文の位置と機能」、「文章展開における冒頭文の意義」、「言

語における主体的なもの」、「接続詞と感動詞との文章論的意義」の 5 つの研究課題を取り上げている。
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文章構造の解明は文章論の研究において重要な役割を果たしており、さらに文章構造の対

照研究、例えば日本語とインドネシア語の文章を比較対照することによって、両言語にお

ける類似点と相違点を解明することができ、異なる言語を使用する社会の文化的な違いな

どをも理解し合うことが期待できると考える。

以上、日本語の文章論における文章の定義と概念を簡単に提示した。特に永野（1986）

と寺村（1990）によれば、文章の構造に関する考察は文章論における重要な研究課題とさ

れる。つまり、ひとまとまり言語表現としての文章はどのようにして全体として一つの統

一体をなしているのかという点である。

次に文章の性質と構造について述べる。文章とは、上で見たように文字言語における文

の上位の最大のレベルの言語単位として位置づけられ、文章の具体相は通常、文の集合統

一体である。1 文から構成される文章がありうるが、これは本質的ではない。現実の文章

のあり方は通常、2 つ以上の文から構成され、それらが全体で大きいまとまりを成す文脈

を持つことによって統合されると解釈される。市川（1978）によると、文章の統一がどの

ように形成されるかを考えることは文章の認定に関わる重要な課題であるとし、このこと

から文章の一般的性質について、「（a）通常、二文以上から成り、それらが文脈をもつこと

によって統合されている（文章における統合性）、（b）その前後に文脈をもたず、それ自身

全体をなしている（文章における全体性）」と指摘している。

本研究では、永野（1986）の立場と同様に、文章が複数の文及び段落の連続によって成

り立つとすれば、文章をまとめる機能を果たすものは、連続する文及び段落の相互関係か

ら見いだされるはずだと考える。これは、要するに、文章を構成する文及び段落の相互関

係においていかに文章のまとまりを形成するかという問題に関わっているのである。

寺村（1990）は文章の構造を研究課題とする時に、以下のことを述べている。

文章をそのような構造体として考えるということは、それがまずどういう部分から

成っているか、それがどのような成分を構成し、どのように層をなしているか、

それぞれのレベルでの部分の役割は何か、それらがお互いに、あるいは他のレベルと、

あるいは文章全体と、どのような関係をもっているか、といったことを考えること

である。 （寺村 1990：11）

以上の先行研究より、文章を研究する中心的な課題は文章の構造についてであり、その

構造を考える時には、文章を構成する個々の文や段落の関係による文脈のあり方をとらえ

ることが求められ、この関係の理解を通してひとまとまりとしての文章の全体的構造がど

のように形成されるのかを考察することが重要な研究課題であるといえる。これは、本研

究で文章の統括性と呼ぶものである。統括性は文章における文と文、及び段落と段落の相

互関係によるまとまりを形成するもの、文章の本質である。
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文章の統括性は、文章内部の各部分がどのようにして大小の意味内容のまとまりをなす

かを意味し、「文章内の構成要素の文の間における意味のつながりとまとまり、特に話題の

一まとまりを表す「文段」を作り上げる働きのことである」（p.119）と定義している（佐

久間 2011）。

また、佐久間は中村他編『日本語文章・文体・表現辞典』（2011）における文章論の項目

において、「統一性」と「完結性」が文章の成立条件であるとし、両者を含む概念としての

「統括性」が中心的な課題として重視されている。文章の統括性は「大小様々な話題の相

対的な「まとまり」を示すものであり、文章はそうした意味内容上のまとまりが多重構造

をなすものとして規定される」（p.119）と述べている。

以上の佐久間（2000、2011）の定義は穏当であり、現代日本語の文章研究において多く

の従うところである。本研究でもこれに従い、文章を構成する複数の文や段落の関係から

見いだされる文章のまとまりのあり方を文章構造と定義する。文章構造を把握するための

観点として、佐久間（2000）は接続表現、指示表現、反復表現、省略表現、提題表現、叙

述表現を規定し、そのうち、本研究では第 2 章での批判的検討を踏まえ、関連語句の反復、

提題表現・叙述表現の関係、文の叙述表現から捉えられる開始部と終了部、開始部と終了

部の呼応関係、見出しの反復表現を文章論の観点とする。これらの分析観点を援用するの

は、従来の文章論の研究課題が主に、文章の中心段の配置や出現頻度（マクロレベルの観

点）による文章構造を検討することに偏っており、文脈展開の観点（ミクロレベルの観点）

から文章の統括性がどのように構成されるかを検討する研究は十分とはいえないからであ

る。従って、例えば文章の全体的構造を理解把握して直観で中心段を見つけ出せる母語話

者にとっては理解しやすくなるが、文章の内容の理解把握に問題のある日本語学習者には

なかなかその文章構造類型を理解できず、さらに文章の文脈展開や文章の統括性がどのよ

うに構成されるかという問題も十分に明確されていないようである。

そこで、本研究では以上のような観点をとりあげ、ミクロ分析観点とマクロ分析観点を

合わせて日本語とインドネシア語の文章を比較対照することにより、両言語の文章構造に

おける特徴を明らかにしていく。

3. 本研究の構成

ここでは本研究の構成を紹介する。本研究では、論説文としての新聞社説の文章を分析

の対象とし、日本語とインドネシア語における文章構造の特徴を文章論の観点から比較対

照する。本研究は序論である本章を含めて全 10 章から構成される。

本章では、本研究の課題とする問題の背景・動機などについて述べ、本研究の全体的な

構成を提示する。特にインドネシアでの日本語学習の状況を取り上げ、本研究の課題を提

起する。

第 1 章では、従来の文章論に関わる先行研究を概観し、本研究の立場を述べる。具体的
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には、まず日本語学の観点と対照言語学の観点から文章論に関わる先行論を提示し、その

うち文章構造を抽出した類型に注目して検討する。先行研究の成果を述べてから、本研究

の理論的な枠組みを述べる。第 1 章の最後では、本研究の分析対象と分析方法に関わる一

般論を紹介する。具体的な研究方法は後続する研究課題ごとに詳しく提示する。

第 2 章、また続く第 3、4 章では、ミクロのレベルの観点から日本語とインドネシア語

の文章構造を考察する。ミクロのレベルの観点とは、文章を構成する文相互の関係性や統

語論の範疇を指標とするものに注目する分析観点である。第 2 章では、関連語句の反復の

観点から文章構造における統括性を探り、日本語とインドネシア語の文章構造における類

似点と相違点を検討する。第 3 章では、日本語の文章を分析対象とし、提題表現と叙述表

現の観点から文章における統括性を明らかにし、それに基づき文章構造を検討とする。第

4 章では、インドネシア語の文章を用い、提題表現と叙述表現の観点から文章における統

括性を明らかにし、それに基づき文章構造を検討とする。

第 5 章から後続する第 6 章から第 7 章までは、マクロレベルの観点から日本語とインド

ネシア語の文章構造を比較対照する。マクロレベルの観点とは、文章の全体的まとまり、

あるいは部分的まとまりを形成する中心段の配置の要素というマクロの観点を使用する。

第 5 章ではまず、見出しの反復表現を分析観点とし、文章の中心段を認定して日本語とイ

ンドネシア語の文章構造を類型化し、文章構造の特徴を分析する。

第 6 章では、分析の観点として文の叙述表現を用い、文章の開始部と終了部を構成する

文の叙述表現を分析し、両言語の文章構造における類似点と相違点を検討する。

第 7 章では、日本語とインドネシア語の文章における開始部と終了部との呼応関係を検

討する。ここでは主に、文章全体の構造を構成する部分としての開始部と終了部との呼応

関係がどのようにして文章の統括性を形成するかについて考察する。

第 8 章では、総合的な考察を行う。ここでは、これまでの文章のミクロレベルの分析観

点とマクロレベルの分析観点を総合的に検討し、日本語とインドネシア語の文章構造がそ

れぞれどのような特徴を持つかを比較対照する。

最後に、本研究の結論と今後の課題を述べる。

以上の本研究の構成を図にすると、以下の【図１】のようになる。
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【図 1】論文の構成図

ミクロレベルの構造

マクロレベルの構造
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第１章

文章論の先行研究と理論的枠組み

本章では主に、日本語学に関わる文章論の先行研究を概観する。そこで、従来の先行研

究の成果を提示するとともに、文章構造に関わる分析観点と対照言語学における先行研究

を提示する。文章構造に関わる分析観点には様々なものがあるが、ここでは代表的な分析

観点を取り上げて検討し、本章末では、本研究における理論的枠組みと本研究の対象と方

法を述べる。

1.1 文章論の研究領域

文章論の研究においては、何を研究対象とするのか、以下に先行研究の概観を示す。

1.1.1 辞書の記述による文章論の研究領域

以下の記述では専門的辞書における文章論の研究領域について概観する。まず、文章論

の定義について見ていく。

佐藤喜代治編（1977）『国語学研究事典』では、文章1とは以下のように定義されている。

【定義】それ自身完結し統一ある現実の言語表現を言う。その前後に、内容上の脈絡

である文脈を持たない表現であり、また、その表現の内部では、文法論上の文や段落

などの連接によって認められる文脈が一貫し、かつ、完結しているものである。

国語学会編（1980）『国語学大辞典』では、文章の定義と概念2は以下のように規定され

ている。

それ自身完結し統一ある言語表現。文法学上の文も、それ自身完結し統一したものと

言われているが、例えば、｢私は学生です。｣というような文は、具体的には一連の会

話の中でとらえられたもので、厳密に言えば、それ自身完結し統一したものとは言う

ことができない。（中略）【国語学の対象としての意義】従来の言語研究では、言語に

1 遠藤好英（1977:185）によるものである。

2 時枝誠記（1980:763）によるものである。
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おいて究極不可分単位的要素を摘出し、その結合において言語事象を説明するという

方法がとらえてきた。単語論を出発点として文論へ向かうというのが、それである。

語が材料であって、文あるいは文章は、それの組み合わせから成り立つと見られてき

た。したがって、文章は、国語学あるいは文法論の対象であるよりも、修辞上の問題

として考えられてきた。文章が国語学の対象となるためには、部分の認識より全体の

認識への方向の代りに、全体そのものを出発点とし、全体そのもの構造と、その統一

原理とを明らかにするという全体主義的認識の方法が考えられなければならない。

松村編（1971）『日本文法大辞典』では、文章論とは「文章を対象とする国語学上の研

究」であると規定され、文章論の課題として3以下のようなことが挙げられる。

① 文章の本質

② 文脈展開の形態と接続語句

③ 文と文との関係

④ 文段の成立と文段相互の関係

⑤ 文章の構成（文章の構造）

⑥ 文章の分類

次に、『日本文法大辞典』（1971：734-735）では文章構造を分析する観点として、①全体

の運びのうえからの分析、②全体の統括という観点からの分析、③内容の配列という観点

からの分析、④意味の連接という観点からの分析という 4 点が規定されている。

山口明穂・秋本守英編（2001）『日本語文法大辞典』では、文章論とは「文章に関する

研究の意」であり、文章に関する単語の理解としては 4 つの意味を取り上げているが、そ

のうち、「（4）時枝誠記が文章を語・文とともに言語単位の一つとし、文章を文法研究の対

象として、語論・文論とともに文章論を提唱して以来、文章について国語学的あるいは文

法論的研究が文章論と呼ばれるようになってきた」と規定されている4。

小池清治・小林賢次・細川英雄・犬飼隆編（1997）『日本語学キーワード辞典』5では、

文章に関わる従来の研究基本的枠組みは次のように分類される。

3 市川孝（1971:737-738）によるものである。

4 秋本守英（2001:705）によるものである。

5 小出美河子（1997:378）によるものである。
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1）〈文章の構造による分類〉6

2）〈文章の運びによる分類〉

3）〈文章の性質による分類〉

以下、この 3 つの分類について、その内容を見ていきたい。

まず、2）の〈文章の運びによる分類〉について見ていく。森岡（1965）では、文章の

運びを次のように分類している。

a) 序論 本論 結論

b) 起 承 転 結

c) 時間的順序・空間的順序・一般から特殊へ・特殊から一般へ・原因から結果へ・

結果から原意へ・漸層法・既存から未知へ・問題解決の順序・重要さの順序・動

機づけの順序

また、市川（1978）は、文章の運び（進行）の観点から、文章全体の構成について「冒

頭（文章の初めに位置する部分）」、「展開部（文章の中核を形作る部分）」、「結尾（文章の

終わりに位置する部分）」という三部形式を設定している。

次に、3）の〈文章の性質による分類〉については、『日本語学キーワード辞典』（1997）

において次のような分析観点がある。

a) 文章の調子

b) 表現方法

c) 表現意図

最後に、1）の〈文章の構造による分類〉について概観する。文章構造による分類では、

分析観点として、a) 文章の中心となる段落がどのように位置するか、また b) 文脈がどの

ように形成されるかによって、文章を分析していく、という 2 つの観点がある。

以上の専門的辞書の記述を見ると、日本語学における文章論の研究領域は大きく分けて、

文章の構造、文章の運び、文章の性質と言う 3 つの研究領域に分かれている。しかし従来

の文章論を調べると、文章の構造に注目して取り上げる研究が特に多い。これらの先行研

究の紹介は次節で行うが、ここでは、文章の構造を取り上げた研究が多くなるのはどのよ

うな要因によるものかについて以下のように考える。

6 本研究は文章構造について研究するものなので、以下に説明する文章の構造については、文章の運び

と文章の性質の後に提示することにする。
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文章は多くの場合、複数の文や段落から構成されるというものである。文章の研究にお

いては、それらの文や段落がどのように文章の全体的構造を形成するかを解明することが

最も重要な課題であろう。つまり、文章構造を研究するというのは、文章を構成する複数

の文や段落が相互に関連しあってどのように全体としてまとまりをなしているのかを問題

にすることである。これが文章を研究する根本的な課題である。

本研究では、以上のような立場に従い、上記の 3 つの研究領域の中で、1）〈文章の構造

による分類〉の観点を援用して、日本語論説文の文章構造を明らかにすることを本研究の

主な目的とし、分析の際にはインドネシア語の文章と比較対照する。つまり、本研究の課

題は a)〈文章の中心となる段落がどのように位置するかによる〉分析観点（本研究ではマ

クロレベルの分析観点と呼ぶ）と b)〈文脈がどのように形成されるかによる〉分析観点（本

研究ではミクロレベルの分析観点と呼ぶ）から両言語における文章構造の特徴を明らかに

することである。

1.1.2 時枝誠記（1950、1954）

国語学の研究において最初に文章論を文法論の中に位置づけて提唱したのは時枝（1950）

である。時枝（1950）は、「語論」、「文論」に次いで「文章論」を文法論の一部分としてと

りあげ、その文章論の必要性と文法上の根拠を提示した。時枝説では、「言語の究極的単位

として単語を考え、単語を基本とし、出発点として、その結合に於いて言語を考えていこ

うとする構成的な考え方をとらないで、分析以前の統一体としての言語的事実を捉え、そ

れを記述することから出発しようとする」（p.21）という根本的な概念に基づいていること

に注目しなければならない。さらに、時枝（1950）では、文章論について、「文章の構造或

は文章の法則は、語や文の研究から帰納し得るものでなく、文章を一つの言語的単位とし

て、これを正面の対象に据えることから始めなければならないのである」（p.23）とし、「文

章は何よりも表現の展開と言ふことが、その構造的特質でなければならない」という分析

観点の手がかりとなることまで文脈展開の研究の必要性をも指摘している。時枝の「文章

は何よりも表現の展開といふことが、その構造的特質でなければならない」という立場は、

本研究の分析観点の立場と特に重なるものであり、本研究ではこの立場を明らかにするこ

とをも含めて検討する。

文章論の定義について、時枝（1950）は以下のように述べている。

文章論［意義］語論･文論と並ぶ文法研究の一領域。文章論は言語の単位としての文章

について、その性格･構造等を問題とする。【特性】文章は、それ自身完結し統一ある

言語表現であるから、質的統一一体としての文章の性格を明らかにしようとする

ところにその特性がある。
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時枝（1950）の提唱した文章論の概念は文章の本質についてであり、主に文章論が文法

研究の一領域として位置づけられるためにどのような研究課題があるか、また、どのよう

な意味を持つかを論じた。そして、時枝（1954）『日本文法 文語篇』においては、文法論

に属する文章の課題として「連歌俳諧における附句による文章の展開」、「散文中にしめる

韻文の位置と機能」、「文章展開における冒頭文の意義」、「言語における主体的なもの」、「接

続詞と感動詞との文章論的意義」の 5 つの研究課題を取り上げている。

また、時枝（1950）は、文章論が文法学上の対象となり得るかについて、次のように述

べている。

ここに云ふ文章については、従来、専ら修辞論に於いて取り扱はれてきたことであつ

て、それが果たして、文法学上の対象となり得るかどうかについて疑ふものが多いの

ではないかと思ふ。（中略）もちろん文章成立の条件は、個々の場合によつて異なり、

そこには一般的法則が定立しないやうに考へられるが、文章が文章として成立するに

は、それが絵画とも異なり、音楽とも異なる言語の一般的原則の上に立つて成立する

ものであることは明らかであるから、そこから一般的法則を抽象し得ないとは云ふこ

とが出来ない訳である。文章の構造或は文章の法則は、語や文の研究から帰納し得る

ものでなく、文章を一の言語的単位として、これを正面の対象に据ゑることから始め

なければならないのである。

文章論に関わる時枝（1950）の意義は、「語」、「文」の上位に「文章」という最大の言

語単位を設定している点である。また、文章の性質は、語あるいは文の集まりとして説明

することは不可能であると述べ、文章構造の説明原理は語や文の構造とは異なる別の原理

を持って説明されなければないとしたことにも意義がある。

しかし、残念なことは、時枝（1950）において、文章論における分析観点が出されなが

ら具体的な文章例による分析が皆無であり、日本語文法の一部としての文章論の必要性を

説くに留まっている点である。しかし、時枝が言語研究の一領域として文章論を提唱して

以来、文章論が研究上の対象として認められた。そして、文章論の概念を明確にする諸研

究が次々に積み重ねられている。

最初から文章を取り上げて様々な側面から究明しようとする先行論は言語学だけでな

く、テクスト言語学7、文体論8、あるいは日本語教育9など多岐に渡っている。国語学およ

7 中村他編『日本語文章・文体・表現辞典』（2011）では、テクスト言語学は「テクストの意味・機能」

などを研究対象とし、そこから規則を導く言語学の一分野」と規定されている。

8 文体の定義は研究者によって多様であるが、例えば、時枝（1960）は「文体は、ただ音韻、語彙、語

法において成立するものではなく、表現主体が、素材や題材をどのやうにして把握し、どのやうな態度
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び日本語学の文章論では、時枝（1950、1954）を受け、文レベルを超える文章を対象とす

る研究が盛んになった。その代表的な研究として永野（1972、1986）、市川（1978）、佐久

間（1993、1995、1999、2000）を挙げることができる。これらの研究について次節以下で

詳しく述べる。

1.1.3 永野賢（1972、1979、1986）

永野（1972）は、時枝（1950）の文章論を受け継ぎ、文法論の一領域とする「文法論的

文章論」の立場を提示し、主に文章論を提唱した時枝（1950）の前後の文章概念を検討し

ながら、文章論を文法研究上の課題として、文の連接と連鎖、文章の統括について論じた。

例えば、永野（1979）は文法論的立場における文章論の研究課題の一例について、「文章は、

文から文への連接展開によって成り、段落から段落への連接展開によって成るものである。

だからその連接展開の方式をさぐり、文章構造を類型づける」（p.37）と述べている。

また、永野（1986）は、研究の立場を「文章それ自体を文法論の対象として正面から取

り上げ、分析考察していこうとするもので」と主張し、「文法論的文章論」が対象とする文

章は、「文における秩序を支配する法則が文法の問題であり、その法則を解明する構文論が

文法論の領域に属するものであるならば、文章における秩序を支配する法則もまた文法の

範疇に属せしめてしかるべきであるし、その法則を論ずる文章論もまた、文法論の一領域

と考えてしかるべきである」（p.23）と述べている。

さらに、永野（1986）は、文章論を文法研究の中に位置づける文法論的文章論とし、

「文法論的文章論は、究極において文章の構造の解明を目的とする」（p.79）と指摘し

ている。永野説は、文章構造の解明を「文法論的文章論」の中心的な課題とし、文章論の

基本的観点として「連接論」、「連鎖論」、「統括論」の 3 点を挙げ、文章の構造を明らかに

した。これらの観点については、1.3 節で詳しく述べる。

1.1.4 市川孝（1978）

市川（1978）では、文の本質論と同様に、文章論においても文章の統一が重要な課題と

して捉えられており、文章論の研究内容として以下の課題項目を挙げている。

１．文章とは何か。

で表現するか、また、表現の場面をどのやうに意識し、それによって表現をどのやうに調整するかによ

って、そこに幾つかの類型が存在することになるのである」と定義している。

9 日本語教育の分野は、非母語話者の読解力、作文力、文章表現力などを向上させるという点で、文章

論での研究成果と大きく関わっている。日本語教育における研究内容の具体的な一例としては、文章論

の文章構成が実際の言語教育の現場でどのように応用されるかを考えることが挙げられる。
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２．文章はどのように分類されるか。

３．文と文とは、どのような語句で関係づけられるか。

４．文と文とのつながりかたにはどんな類型があるか。

５．段落はどのようにして成立するか。

６．段落と段落とのつながりかたには、どんな類型があるか。

７．文章全体はどのようにして構成されるか。

さらに市川（1978）は、「文章の一般的性質」を規定する条件として次の 2 つを挙げて

いる。

（a）通常、二文以上から成り、それらが文脈をもつことによって統合されている。

（文章における統合性）

（b）その前後に文脈をもたず、それ自身全体をなしている。（文章における全体性）

市川（1978）の研究課題は、文章の文脈展開の形態として接続詞と指示語、そして繰り

返し語句を視野に入れて考察し、文章の全体的構造における文の連接と配列を見いだして

いる。市川（1978）は、文のレベルからだけでなく、文章を構成する部分としての区分で

ある「段落」の連接と配列を解明することで、文章の構造を分析している。

1.1.5 佐久間まゆみ（1995、2000、2003）

佐久間（1995）は、最大の言語単位としての「文章」を分析する際に、先ず考えなけれ

ばないのはその主要な構成要素である「文章の成分」としての「段」を設定することであ

るとし、文章の「段」の出現頻度と配置によって文章構造の類型を行っている。

佐久間（2000）では、永野（1986）の体系化した「文法論的文章論」としての研究の柱

である「連接論」、「連鎖論」、「統括論」のうち、文章・談話における「段」の統括機能（統

括論）に注目し、文章・談話の構造を検討している。「段」は「文」よりも上位の言語単位

であり、文章構造を解明する上で必要な「文章」と「文」の中間的単位であると規定され

ている。その上で、文章の構造は本質的に、「単独の 1 文が文章全体を統括することはむし

ろ少なく、（中略）文章における複数の「段」が相互に統括関係を形成し、より高次元の「連

段」を成立させ、最終的に、最大の統括力を有する「中心段」が他のすべての連段をまと

め上げて、完結統一体としての文章・談話を成立させる」と述べている。

佐久間（2003）では、文章の統括がどのように成立するかを考察するために、文章・談

話の成分として佐久間（2000）で設定した「段」に注目し、その「段」の統括機能の観点

から文章の構造を考えている。その結果、中心段の統括機能の配列位置と配置度数による

基本的な文章構造類型として、「頭括型」、「尾括型」、「両括型」、「中括型」、「分括型」、「潜
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括型」の 6 つの文章型を設定している。

1.1.6 野村眞木夫（2000）

野村（2000）は、我々の言語的コミュニケーションにおいて、あるまとまった話題を表

わす表現の具体相をテクストといい、そのテクストは書き言葉と話し言葉の両方を包括し

て指す概念であると述べている。また、テクストがどのように組織化されているかについ

ては「関係」、「効果」、「様相」の 3 つの観点を提示している。

さらに、野村（2000）は、テクストがどのように組織化されているかを研究対象とする

時、テクストのサイズに 3 つのレベルを設定し、それぞれのレベルの規定を以下のように

述べている。

a. マイクロのレベル：形式的な特徴や語の意味、統語論の範疇を指標として、発話や

文相互の関係性を規定する。

b. メゾのレベル ：発話や文の意味・機能あるいは表現類型の範疇を指標として

テクストおよび部分テクストのまとまりの組織を規定する。

c. マクロのレベル ：テクスト及ぶ部分テクストの組織や類型性を指標として

テクストを文化的・社会的あるいは制度的に規定する。

（2000：112）

上記の野村（2000）の立場によって文章のレベルを設定することは、文章構造を研究す

るにあたって有効かつ必要であると考えられるが、野村（2000）の分類には 2 つの問題が

ある。1 つ目は、ミクロとメゾのレベルを区別することが困難であることが挙げられる。

これは、上記の定義を参照すれば、ミクロのレベルとメゾのレベルは共に、文レベルの関

係を指標として文章をとらえる方法を指すと見なすことができるからである。上記のミク

ロとメゾのレベルを合わせてミクロレベルとみなすことができると考えられる。

2 つ目は、上記の野村（2000）のマクロのレベルの概念を考えると、文章の類型性を分

析するにあたって、当言語を使っているその社会や文化の関係を考慮に入れて文章と文化

の特徴を見出していくという研究領域が非常に広いため、メゾのレベルとマクロのレベル

の間には飛躍、あるいは大きな差があると考えられることが挙げられる。本研究では、野

村のマクロのレベルは、van Dijk（1980）のスーパー構造として位置づけている。van Dijk

（1980）では、スーパー構造は、テクストを文化的な属性や表現の社会的な要因などの関

係を入れて捉えるレベルを指す。

本研究では文章構造を分析するにあたって、ミクロのレベルとマクロのレベルを想定し、

文章の構造を取り上げる分析方法を 2 つに分ける。
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1.1.7 まとめ

以上、日本語の文章論が言語研究の一分野として占められること、さらに文章論におい

て何が研究対象とされるのかを提示した辞書の記述と先行研究を取り上げて見てきた。こ

こで改めてまとめると、文章構造といった研究課題をとりあげて考察する観点は、文脈展

開形態によるものと文章中のまとまりをなしている中心段（段落）の出現位置によるもの

とに分けられる。しかし、この 2 つの観点はいずれも、文章における文と文あるいは段落

と段落の関係性によるものであると考えられる。文章に見出される構成要素間の関係性は、

文章中の個々の構成要素、いわゆる「文章の成分」がどのように関係しあって、全体的に

まとまりを形成するかによるものであると考えられる。これを茂呂（1982）10に従い、文

章の統括性と呼ぶことにする11。中心段の出現位置によって文章構造を捉える考察と文章

の文脈展開形態を見いだす考察は、実際には文章における構成要素の関係性に基づいて判

断される文章の統括性の考察そのものである。

また、文章構造を考察するということは、文章を構成する要素文や段落がどのように関

係しあって文章の統括性を形成するかを明らかにすることであり、これは文章論において

重要な研究課題であると考えられる。

また、以上の文章構造を指向する分析観点は、van Dijk（1980）と野村（2000）のテクス

トのレベルを参考にし、「文章の文脈によるもの」の分析観点は文章のミクロの分析観点で

あり、「文章の中心となる段落がどのように位置するかによるもの」の分析観点は文章のマ

クロの分析観点であると考えられる。

上記の先行研究と異なる独自の分析観点で文章論を提示する研究として、長田（1968、

1995）と森岡（1965）が挙げられる。長田（1968）によれば、文章はある人が生活におい

て作ったもので、それは何かについての「問」と、それに対応する「答」とが文字表現さ

れたものであるという。更に、長田（1995）は、文章は古くから国語学の研究課題とされ

てきた語、文などとは異なる言語単位であると考え、「文章とはその文章の作り手によるあ

る一つの「答え」であり、「答えとしての文章」を成立させるはずの「問」が存在する」と

述べ、文章論の内容には「文章の成立を記述し説明する分野」と「文章の構造を記述し説

明する分野」の 2 点が挙げられるとする。

森岡（1965）は「コンポジション」の理論を日本語の文章で実現しようという目的で文

10 茂呂（1982）は「統括性とは、一般的にはテクスト内の構成素文（構成素パラグラフ）の他の構成素

文への解釈時の依存と規定している。つまり、テクストとはその構成素が各々孤立して解釈される単位

の集合であるのではなく、相互に相対的に、相互に依存し合って解釈されるような特性を持つ文集合で

ある」と定義している。

11 本研究で用いる統括性は茂呂（1982）によるが、佐久間（1987、1995、2000）の統括機能、市川（1978）

の 整合性、永野（1986）の統括論などの概念と重なり、文章の全体的構造を把握する観点の一つである。
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章作法を詳しく提示し、そのうち「主題、材料、構成、段落、文」などの文章論研究と関

わりの深い様々な概念と課題を多く論じている。

以上、本節では、文章論の領域について概観したが、次節では、文章の成分を見ていく

ことにする。

1.2 文章の成分

本節では、文章構造に関する先行研究を概観する前に、まず文章の成分について概略し

ておきたい。

日本語学では、文章の成分について研究者らの間に一定の概念規定が出来上がってない

ようである。本研究では、以下に、時枝（1950）、佐久間（2000）、永野（1986）、市川（1978）

の概念を順次提示する。

文章は、文字言語もしくはコミュニケーションにおける最大単位であり、最も具体的な

言語表現のまとまりである。通常 2 文以上から成立し、ひとまとまりをなしている表現全

体を文章という。この文章の規定から分かるように、文章の構成要素、即ち文章の成分は、

語、文ではなく、上位単位の「段」（時枝 1950、佐久間 2000）である。

時枝と佐久間の概念とは別に、永野（1979）は、「文章は、内容上のいくつかのまとま

りごとに、行を改めて書かれるのが普通である。そういう一つ一つのまとまりを段落また

は文段という」（p.35）と述べている。この立場から、永野は、文章の成分としての段落と

文段について同類であるという概念を指す。

市川（1978：146）の補説では、段落と文段との概念の違いについて、詳しく述べられて

いる。市川の概念を要約すると、段落とは「表現方法の一種と見、適当な長さに切って改

行し、読み手の便をはかると言う立場で、形態面を重んずる考えかたということである。

それに対して、文段は内容上のまとまり、つまり文章の内部において、内容上の一つまと

まりとして区分される部分を指しているものである」と述べている。

また、佐久間（2000）では、文章の成分としての「段」の概念規定については、市川

（1978:146）の「文段」12の定義に従うとする。「段」とは「文章を直接に構成する言語要

素を指すもの」とされる。また、日本語の「段」は英語のテクストのパラグラフとデイス

コースのパラトーンに相当する言語単位である13。日本語学では、文字言語の文章の成分

として言語単位は順に、文、連文、段落、文段、文塊、連合段落と規定されている。

以上のように、日本語学の研究者らの間では、文章の成分とされる単位の用語は段落、

若しくは文段、或いは「段」と言った単位がそれぞれ用いられており、いずれも概念規定

が一定しない。この課題はただの用語の違いのみの問題であるのか、つまり段落と文段お

12 市川（1978）では、「文段とは、一般に文章の内部の文集合（もしくは一文）が、内容上のまとまりと

して、相対的に他と区別される部分のことである」と定義している。

13 佐久間（1987）参照。
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よび「段」は、実際に同様の概念を指している用語の違いだけなのか、という問題につい

ては、今も確定していない。

従来の文章論における研究では、文章の成分としての段落は形式面の特徴から判断され

る。つまり段落の書き出しの文を改行１字下げのタイプで記し、その段落の書き終わりの

文が句点で標識されている。その句点の後には何も記さずに空白のままにしておくことに

なっている。この特徴は段落の標識として見なされている。段落に対する「段」14につい

ては佐久間（2000）が「内容上、ひとまとまりの話題を現し、形式上、そのひとくぎりを

示す、統括機能を有する言語形態指標を持つ言語単位として」と規定している。

以上、日本語学の研究では、文章の成分として「段落」か「文段」若しくは「段」につ

いては概念規定が一定せず、多くの議論が重ねられ、現在に至っても未解決のままである。

本研究は文章の成分に関わる「段落」か「文段」か、それとも「段」か、という用語の問

題には立ち入らない。本研究では、文章の全体構造を記述するための主要な構成要素とし

て「段落」を使用し、文章の成分としての単位を用いることにする。本研究の「段落」の

定義は森岡（1963）の定義を用いることにする。森岡は「段落」について、以下のように

述べている。

（１） 段落とは、比較的に長い文章の部分として区分され、それぞれ小主題によって

統一されている文集合（特別の場合は文）のことを指している。

（２） 文章は多くの場合、いくつかの段落からなるが、それぞれの段落は、それぞれ

の話題を取り扱い、それぞれ一つの小主題によってまとめる必要がある。

（森岡 1963：112-148）

森岡の述べている「段落」とは、いわゆる英文の「パラグラフ」に相当する概念である

と解釈される。

またさらに、日本語･インドネシア語の社説の文章を分析するに当たって、既に社説本

文の形式上の段落と内容上の段落が一致しているため、社説の文章を形成する段落がその

ままの形で分析対象とされる。その理由は、社説の文章は、1 段落が一般に 2 文か 3 文か

らなり、中には 1 文からなる 1 段落もあるためである。このような社説の文章の段落を考

えれば、形式上の特徴として改行一字下げで特徴付けられることと、内容上の一つの話題

のまとまりを持つという特徴を同時に満たしているため、本研究では段落そのままを扱う

ことにした。

以上、本節では、文章の成分について概観したが、次節では、文章構造に関する先行研

究を見ていくことにする。

14 市川（1978）が述べた「文段」に相当する。
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1.3 文章構造に関する先行研究

1.3.1 文章構造に関わる分析観点

日本語学における文章構造の研究については、主に文章論の原理を見つけ出している永

野（1986）、市川（1978）、佐久間（2000）を中心とした理論的先行研究がある。

市川（1978）は、文法論としての文章論の体系化を主要な研究課題としているが、「文

章の文脈」とは、一般に、文の連接によって成立し、接続詞や指示詞などが示す、順接・

逆接・添加などの文と文をつなぐ形式によって、その展開と統一が形作られると主張する。

また「文と文をつなぐ形式」としては、以下のようなものを挙げている。

（a）前後の文（あるいは節）相互を直接、論理的に関係づける形式

① 接続詞を用いる（例：その計画はなかなか面白い。しかし、実行は困難だと

思う）

② 接続詞的機能をもつ語句を用いる

（ア）接続詞的に用いられる副詞・名詞（例：Ｎさんはみんなに好かれている。

現に、あの人の悪口をいう人に会ったことがない。

兄は右の道を進んだ。一方、弟は、左の道を選んだ）

（イ）接続詞的に用いられる連語（例：兄はやせて背が高い。それに対して、弟

はずんぐりと太っている。

③ 接続助詞を用いる（例：山には雪が降ったが、里には降らなかった）

④ 接続助詞的機能をもつ語句を用いる（例：力が足りなかったため、不成功に

終わった）

（b）前文（あるいは前節）の内容を、後文（後節）の中に持ち込んで、前後を内容的

に関係付ける形式

⑤ 指示語を用いる（例：彼は駅のベンチで本を読んでいた。それを見たものが

あった）

⑥ 前文の語句と同一の語句を用いる（例：窓からは林が見えた。林は、夕日に

美しく照らされていた）。

⑦ 前文の語句に対して同義あるいは類義の語句を用いる（例：山の上には最前

から巨大な入道雲がそびえている。雲の峰は、少しずつ形を変えはじめた）

⑧ 前後関係を説明する表現を用いる（例：そのような理由で）

⑨ 前文の表現を(要約して)接続語的に繰り返す（例：朝から雨が降った。雨に

よって、大会は延期された）

⑩ 特殊な文末表現を用いる（例：私は返答に困った。思いもよらないことだった

からである）

⑪ 何らかの意味で前後関係を表す語（もしくは記号）を用いる
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（ア）ある種の助詞（例：も、さえ）

（イ）ある種の名詞（例：翌朝、次）

⑫ 特殊な活用形を用いる

（ア）連用中止法（例：朝五時に起きて、すぐ支度にとりかかった）

（イ）仮定形（例：行くのがいやなら、よしなさい）

(市川 1978：52-56)

上記のような分類に基づいて、市川（1978）は、文の連接関係として「①順接型、②逆

接型、③添加型、④対比型、⑤転換型、⑥同列型、⑦補足型、⑧連鎖型」といった基本的

な 8 つの分類を設定している。

次に、永野（1986）は、その研究の課題として、「連接論」、「連鎖論」、「統括論」とい

った 3 つの分析観点を設け、文章構造を整理している。永野（1986:104）の説明では、「連

接論」とは、「文章は文の連接として成り立ち、文脈を保ちつつ展開していくものである。

文脈とは、最初の文から次の文へ、さらに次の文へという、隣どうしの文の意味の関係で

ある。その隣り合った二個の文の連接の関係を連接関係と言う」と述べている。「連接論」

では、連接関係を示す指標となる言語形式には、「接続語句、指示語、助詞、助動詞、同語

反復、言い換え、応答詞」の 7 種類があり、それに基づく文の連接を分析して、「展開型、

反対型、累加型、同格型、補足型、対比型、転換型、飛石型、積石型」の 9 つの類型に分

けている。

｢連鎖論」は、連続する複数の文を鎖の輪に見立て、文が連なることによって、文章が

成り立つと考える見方である。永野は、連鎖を示す形式について「主語・陳述・主要語句」

という観点から文の類型を定めている。この類型を前提にして文の連なりを考える。

さらに、「統括論」は、「連接論」、「連鎖論」に加えて、文章内の特定の文が全体を統括

すると考え、文章の統一を確かめる方法である。そして、統括機能を果たす言語形式が文

章中にいかなる位置を占めているかによって、「冒頭統括、末尾統括、冒頭末尾統括、中間

統括、零記号統括」の 5 種の類型を設定している。

佐久間（2000）は、文章の一般的な構造を説明するためには、どの文章成分が有効であ

るのかを吟味する必要があると述べている。すなわち、従来「文章の成分」とされてきた

言語表現の単位は文と段落の 2 種であるが、「不明瞭さ」「曖昧さ」などの面のある日本語

の段落が、英語のパラグラフに対応していると考えていいのか、といった根本的な問題を

指摘する。それを踏まえ、佐久間（2000）では、文章の成分を規定する単位として、段落、

文段、連合段落を広義の「段」の中に含み、「段」の統括機能の配列位置と配置度数によっ

て文章構造の類型を見いだしている。

佐久間は「段」を文章の直接成分として規定し、また、「文章の主題をまとめて一編を

完成させる統括機能を有する段を「中心段」と呼ぶ」という。文章の主題を表す「中心段」
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が主題の統一として、他の全ての段をまとめ上げて、最終的に、完結統一体としての文章

を成り立たせるということである。

佐久間（2000）では要するに、日本語の文章・談話の「段」の構造と機能をテーマ

とし、文章・談話の成分としての「段」の構造と機能の分析によって、日本語の文章

構造を類型化している。

1.3.2 先行研究における文章構造の分類

1.3.2.1 市川孝（1978）

市川（1978）は文章全体を統括する段落の有無、及びいくつの（大）段落に区分されて

いるかによって文章構造の分類を行った。市川は、「統括というのは、何らかの意味で、文

章の内容を支配し、または、文章の内容に関与することによって、文章全体をくくりまと

める機能を言う。文章中のある部分が統括機能を持つことによって、その文章全体は二段

または三段に大きくまとめられる」と定義し、文章構成を以下のように類型化した（市川

1978:156-160）。

一段式（文章全体が段落に区分されないもの）

頭括式

統括型

二段式 尾括式

非統括型

双括式

統括型

三段式 中括式

非統括型

多段式（四段以上）非統括型

(a) 統括型：全体を統括する（大）段落を持つもの

（ｱ）冒頭で統括するもの（冒頭式）全体は二段に分かれる。

（ｲ）結尾で統括するもの（尾括式）全体は二段に分かれる。

（ｳ）冒頭と結尾とで統括するもの（双括式）全体は三段に分かれる。

（ｴ）中ほどで統括するもの（中括式）全体は三段に分かれる。

（b）非統括型：全体を統括する（大）段落を持たないもの

冒頭･結尾があっても、それが統括機能を持たないもの。全体は、二段、三段、
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多段（四段以上）などに分かれる

市川（1978）の文章構成の類型は、文章の構成の形式において統括機能を持つ（大）段

落の有無により、文章全体を統括する（大）段落がある文章を統括型、統括する（大）段

落がない文章を非統括型と区分する。その上で、統括型を統括性のある（大）段落の配列

位置から 4 類に下位分類している。

また、市川（1978）では、段落数の観点から見た文章の構成を 4 種に分類し、一段式と

多段式（四段以上）の文章の構成については統括機能がない文章であるとしている。その

残りの二段式と三段式の文章構成もそれぞれ統括型と非統括型に下位分類されている。二

段式の統括型の文章は、頭括式と尾括式に 2 分され、三段式の統括型の文章は双括式と中

括式に分類されている。

以上の 2 種類の文章構成のあり方は、主に文章中に統括機能をもたらした（大）段落の

有無を主な分類原理としている。

1.3.2.2 永野賢（1972、1986）

永野（1986）では、文章構造を解明するに当たって、研究の柱とした「連接論」「連鎖

論」「統括論」という研究の観点として文章構造を類別している。これらの定義については

前節で触れたので、ここでは省略する。ここでは、連鎖論と統括論の観点から文章の構造

を提示する。

永野の説では、連接関係とは、「基本的には文と文との間に適用されるべき概念である

が、実際上は、段落と段落との関係に応用することができる。その際、段落の要約文を作

り、要約文と要約文との連接関係を考えることによって段落と段落との連接関係を見るの

が便宜である」（p.110）と述べられている。

永野（1986）は、連鎖論の観点から、文章の構造について「主語･陳述･主要語句」の 3

点をもとに文章の連鎖を考察している。まず、文章を構成する全ての文の主語の関係、す

なわち主語の連鎖に注目する。そして、主語の連鎖を元に、文章の典型として次の 4 つの

型を挙げている。

（1）現象文の連鎖を基調とする文章

（2）判断文の連鎖を基調とする文章

（3）現象文と判断文との交錯を基調とする文章

（4）無主題文を基調とする文章

基調とは、たとえば、現象文の連鎖の中に判断文が交じっていても、全体としてみれば、

その判断文の役割は軽い（または主流からはずれている）といったような場合、文章とし
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ては〝現象文を基調としている”と考えるということである。

4 つの型は以下のように説明されている。

（1）現象文：新しい事象を読み手に提示する。文脈上では、主語に力点がかかる。

（「が」の主語の文）例：雨がふっている。

（2）判断文：既出の事象、あるいは一般的な命題、さらには指示語で提示した

物事などを題目として提示し、その題目についての説述をなす。

文脈上述語の方に力点がかかる。（「は」の主語の文）例：二たす二は

四である。

（3）述語文：事象を事象として叙述するのであるが、題目を欠くという意味で

は現象文に近い。ただ、その事象の主体が何であるかを取り立て

て言わなくても表現として機能を果たす。（もともと主語のない

文）例：悔しい。

（4）準判断文：先行する文の主語を引き継ぐという関連から主語の省略された

文であって、文脈に題目を依存させることによって主語を暗示し、

述語のみを提出する。（「は」の主語が省略された文）例：千五

百円です。

（永野 1986：145-146）

次に、陳述の連鎖の概念について、永野（1986）は、「文章は二つ以上の文の連結によ

って成り立つものであるから、一つ一つの文の述語のかかわりによって文章全体の表現意

図を担っている。文章を構成する全ての文の述語の持つ文末の陳述形式が文章全体を通し

て、どのように相互関係をなしているかによって、「陳述の連鎖」ができる」（p.232）と述

べている。

そして、主要語句の連鎖による文章構造についてであるが、永野（1986）では、主要語

句とは、「文章の主題やモチーフにかかわりの深い、いわば中核となる語句が、文章の叙述

の中で繰り返して用いられたり、その類語や対義語が提示されたりして文脈を支えている

連鎖の全体を文章構造の骨格として捉えたものである」（pp.295-296）と述べている。主要

語句の連鎖を通して、書き手は主題と題材に即して客体界をどのようにとらえ、どのよう

に分節し、どのような語句の連結を中核に捉えて整理配列をするかという点を、文章の全

体構造の骨格についての一つの観点として立てている。

最後に、永野（1986）では、統括論に基づく文章構造について、文章の統括の形態的特

徴を解明することとし、「連接論」、「連鎖論」における統括の類型との対応関係が主張され

ており、統括の原則をまとめて、次のように述べている。
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（一） 位置による統括

（1）展開型・反対型・累加型・・・・・末尾統括

（2）同格型・補足型・・・・・・・・・冒頭統括

（3）対比型・転換型・・・・・・・・・零記号統括

（二） 文法的特徴を持つ言語形式による統括

（1）主語の連鎖の観点から見いだされる統括

（i）現象文による統括・・・・・・末尾統括

（ii）判断文による統括・・・・・・冒頭統括・末尾統括・冒頭末尾統括

（iii）述語文による統括・・・・・・冒頭統括・末尾統括

（2）陳述の連鎖の観点から見いだされる統括

（i）陳述部の重層構造における統括

（ii）陳述部の同位の層における統括

（iii）零記号の辞によって統括されるものがある

（永野 1986：327-328）

以上に提示したことをまとめると、文章構造を究明する観点として「連接論」「連鎖論」

「統括論」が規定されているという点が特徴的である。これらの観点はそれぞれ独自の特

徴を持ち、文章構造を分解するのに有効な手がかりとして解釈されている。永野の研究で

は、とくに連鎖論を中心とし、日本語の文章構造を検討している。連鎖論は、一つ一つの

文を鎖の輪に見立てて、文章の全体構成に文がどのようにつながっていくかに注目する立

場であるということである。

1.3.2.3 佐久間まゆみ（1993、1995、1999、2000）

佐久間（1993）は、文章構造を分析する観点として、「文の連接関係」、「段」、「中心文」

「統括」などを挙げている。これは市川（1978）15、永野（1986）16をはじめとする文章論

にほぼ共通する分析項目である。

佐久間（1999）は、文章の主題をまとめて一編を完成させる統括機能を持つ段を中心段

と呼んでいる。この統括機能とは、同一の話題を表す文集合をくくりまとめる力を意味す

る。また、佐久間（1995）は、文章の直接成分である段は、一個以上の中心文が他の複数

の文を統括することにより成立すると述べている。以下は、中心文の分類とその形態的特

徴である。

15 市川（1978）は、繰り返し語句、文の連接と配列、段落の連接と配列、統括などをとり挙げている。

16 その一方で、永野（1986）は、主語の連鎖、陳述の連鎖、主要語句の連鎖、文の連接、統括を挙げて

いる。
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［話題文］…その段で主に取り上げる事実や問題について述べる文

話題提示、課題導入、情報出展、場面設定、意図提示

段頭・冒頭（・中間）多い

［結論文］その段で取り上げた話題に対する見解や要望を述べる文

結論表明、問題提示、提案要望、意見主張、評価批評、回答説明

段末・結尾に多い

［概要文」その文章や段で述べる内容全体要約や引用の文

概略要約・主題引用

段頭・段末・中間に多い／一文一段に多い

［その他］段の前後や中間で前提・補足・挿入・以降・展開の予告のやくわり

を果たす文前提設定・補足追加・承前起後・展開予告

佐久間（2000）は、文章型を論じる際には、まず、その主要な構成要素、つまり、「文章

の成分」を規定する必要があるとし、内容上、統一性のある話題を示し、形式上、そのひ

とくぎりを示す統括機能を有する言語形態指標を持つ言語単位としての「段」を規定して

いる。また、「文章の主題をまとめて一編を完成させる統括機能を担う段を「中心段」と呼

び、文章の主題を表す中心段がほかの段を同じ主題を支えるひとまとまりの表現として統

括する」と述べている。

文章の「統括機能」については、永野の定義によるものとしているが、佐久間（2000）

は「統括機能」について、次のように定義している。

文章の統括は時間性によって等質的と認定される文が意味的に相関関係をとり結ぶこ

とによって、段落あるいは段落を超えるまとまりへと連続する階層的関係において、

文章という全体に到ると考えられる。この相関関係を形成するのが統括機能である。

それは意味に支えられつつ一つの言語形態として切り出されるものである。さらに、

ここにいう統括機能は、文連接関係において、まとまりを付与する「統括機能」と、

連接関係を終わらせる「完結機能」に分けられる。この両機能の総称が統括機能で

ある。

（佐久間、2000:97）

佐久間（2000）は、中心段の統括機能の配列位置と配置頻度による基本的な文章構造の

類型として、次の 6 類を設定している。

ア．頭括型（文章の冒頭部に中心段が位置するもの）
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イ．尾括型（文章の結尾部に中心段が位置するもの）

ウ．両括型（文章の冒頭部と結尾部に中心段が位置するもの）

エ．中括型（文章の展開部に中心段が位置するもの）

オ．分括型（文章の２ヶ所以上に複数の中心段が分散して位置するもの）

カ．潜括型（文章中に中心段がなく、主題が背後に潜在するもの）

（佐久間、2000:134）

また、佐久間他編（1997）、佐久間（2000）は、文や段の統括力を示す言語形式を「文脈

展開形態」と呼び、文章の主要な文脈展開形態として次の 6 項目を提示した。

（1）接続表現 （2）指示表現 （3）反復表現

（4）省略表現 （5）提題表現 （6）叙述表現

1.3.3 対照研究から日本語の文章を捉えた先行研究

本節では、対照研究から見た日本語の文章に関わる先行論を概観する。以下の研究は主

に、日本語と他の言語との対照研究によって文章を取り上げ考察したものである。

Hinds（1983）では、レトリック法という観点で、日本語、中国語、タイ語、韓国語の文

章を対象とし、文章の構成法が「演繹法（deductive）」と「帰納法（inductive）」のどちら

であるかを検討している。その結果、日本語はどちらでもなく、準帰納法であり、以下の

ような点で特徴づけられるとする。

１．論旨にあたるものは文章の最後に出て来る。

２．筆者がなぜその文章を書くか、その目的を冒頭ではなく遅れて述べる。

３．文章内の情報は文章全体のトピックと間接的な意味関係を結んでいる。

４．結論はその前で述べられる理論の方向と必ずしも密接に関係しているわけではない。

西原（1990）は、『ニューズウィーク』誌の日本語版と英語版、日本人の書いた英語を英

語母語話者が訂正した原稿、日本語をよく知っている英語母語話者が英語に翻訳した原稿

に、日本語を知らない編集者が手を加えたものを分析の対象とし、日本語と英語の修辞法

の相違を検討している。ここでは、特に文の表出順序についての結果だけを述べておく。

文の表出順序については、日本語では文章の後半部に述べられる内容が英語では文章の前

半部に置かれるという修辞パターンの相違点を確認する。また、「英語では次に続く部分の

内容への予告として一般的な事柄をまず述べる」一方、「日本語では徐々に説き起こして結

論に至る、いわゆる『起承転結』型が一般的に受け入られている」（p.39）と指摘している。

杉田（1994）では、日本語母語話者と学習者（それぞれ中国語、韓国語、英語を母語と
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する言語話者）が日本語で構成した文章構造の差異を分析している。杉田（1994）は、文

章構造を形成する文の組み合わせとその関連性を分析し、一般的な内容を持つ文と特定の

話題に関して述べた文とが文章全体においてどのように提出されるかを考察している。結

果、杉田では、「日本語母語話者の多くが構成要素の等しい文の組み合わせを作り、そうし

た意味のまとまりを一般論から特定の話題へという順で提出する」のに対し、日本語学習

者は一定しておらず、特定の話題や一般論の話題から提示されるものがあるとする。また、

文章構造に関わる考察を進めて、杉田（1995）は論説文の文章構造を文の配列の観点から

考察した。日本語群と英語群に対して、それぞれ母語で書かれている文章を並べ替えて、

再度説得性のある文章を配列させるという方法によって考察している。結論では、主観表

現あるいは準主観表現で始まる文章の多さについて、日本語は、文章の前半にほとんど現

れないが、英語は文章の前半と後半に現れると述べている。

李（2008）では、韓日の新聞社説の文章を対象にし、韓日両言語間の主張の表し方を考

察している。分析の結果、日本語の文章は、主題文が文章の後半に置かれるのに対し、韓

国語の文章の主題文は文章のあらゆる部分に散在して置かれると指摘し、日本語の文章は

「即ち、結論へと導くために、客観的な立場からの説明を積み重ねて、だんだんと結論へ

と導かれる文章構造」という特徴であり、韓国語の文章は、文章の前半に説明や話題の提

示を表す点では日本語と共通しているが、文章の全体的構造における見解と主張を表す文

の出現度合いが大きいという相違点があると確認されている。

澤田（2012）は、日本の『朝日新聞』と韓国の『朝鮮日報』の新聞投書を分析対象とし、

文章の書き出し、展開部における感情表現、主題文の出現位置と述語表現に注目し考察し

ている。この分析では、両言語の新聞投書は「共通話題」と「事実」から書き出すことが

多いという特徴で類似しているが、『朝日新聞』では、「主観的修飾語を含む意見」が皆

無であったのに対し、『朝鮮日報』では「意見」が全体の 4 割弱を占めるという相違点が

あることと、展開部における感情表現使用の総頻度は、『朝日新聞』が少なく、『朝鮮日

報』が『朝日新聞』の約 2 倍であることを指摘している。主題文の出現位置については両

者とも文章の終了部に置かれる「尾括式」が多いと指摘している。

以上、日本語と英語、あるいは韓国語との比較対照による文章の構造に関わる先行研究

が大半であり、これらの先行研究において、日本語の文章とそれぞれの言語の文章との相

違点が見出されている。しかし、これらの研究は文章の中心段の出現位置と出現頻度とい

う観点に偏って文章を研究するものである。

そこで、本研究ではまず、従来までの文章論の研究課題をさらに広げていくために、関

連語句の反復、提題・叙述表現の関係というミクロ分析観点と、見出し文の反復を手がか

りとする文章構造の類型、文の叙述表現から捉えた開始部と終了部の特徴、開始部と終了

の呼応関係というマクロ分析観点の双方から文章構造を解明することを目指す。またこれ

までほとんど触れていない日本語とインドネシア語の文章を比較対照することによって、
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両言語間における文章構造の特徴を検討していく。

1.4 本研究の理論的枠組み

文章は普通、複数の文から構成される。1 文からなる文章もありうるが、通常、2 文以上

から構成される文章が一般的であるとされている。このような特徴を持っている最大の言

語表現としての文章を取り上げ研究する課題の一つが文章の構造である。

永野（1986）が文章の構造について「全体として眺め渡したときに見られる結構」（p.79）

と述べたことを参考にし、ここでいう文章構造とは、文章を構成する個々の文や段落とい

った「文章の成分」が相互に組み合わさって、最終的に完結統一体としての文章を構成す

るときのその組み立て方をいうと規定している。言い換えれば、文章の構造とは、文章を

構成する複数の文や段落の間における関係から抽出できる文章の組み立てを指す。

これまで代表的な先行研究として、主に、市川（1978）、永野（1972、1986）、佐久間（1993、

1995、1999、2000）の研究を詳しく取り上げた。先述したように、これらの研究者がそれ

ぞれの独自の分析観点を述べ、且つ分析対象が一定していないため、最終の結論も一致し

ていないことが伺える。

市川（1978）は「文と文をつなぐ形式」による文の連接関係の視点から文章の文脈を分

析した。永野（1986）は、連接論、連鎖論、統括論の 3 つの観点から分析した。市川（1978）

と永野（1986）の研究は、それぞれ優れた点はあるが、文章あるいは文章展開の類型化を

目指したものであり、抽出された文章構造の類型が体系的に整理されている点では見るべ

きものがあるが、分析する観点・基準が一面的であるところに難点がある。

その一方、佐久間（2000）は永野（1986）の「統括論」に注目して、つまり「段」の統

括機能から文章の類型化を行っている。佐久間説は、文章の「統括論」の概念を解説する

分析観点が客観的かつ多面的に整理されており、市川（1978）と永野（1986）の欠点を補

う方法が提示されていると言える。しかし、佐久間（2000）の研究は客観性を重視した結

果、文章類型についての体系的な結論を導き出すには至らず、現状では、主題文の出現位

置によって文章の型を記述・分類するという段階に留まっている。

しかし、佐久間の提出した分析観点は客観的であると同時に多面的であり、特に前述の

（1）～（6）項目に挙げた観点は、文章の文脈の指標となる項目をほぼ網羅していると思

われる。従って、本研究では佐久間（2000）の観点を援用し、社説の文章構造の分析を行

うことにしたい。

ただし、佐久間の研究から応用するのは、あくまで観点であり、その分類結果ではない

ことを断っておきたい。佐久間は主題文の位置から頭括型、尾括型、中括型、両括型、分

括型、潜括型という類型を抽出しているが、この分類を実際の社説文章に当てはめると、

文章構造がどのように構成されるかを把握することに難点がある。なぜならば、文章の主

題文の出現位置を重視しただけでは文章の論理展開を十分には把握することができないか
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らである。しかし、これは佐久間が提出した観点自体から生じる限界ではなく、観点の使

い方及び分析対象からくる限界であると筆者は考える。

佐久間は主題文の出現位置を重視した分析・分類を行っているが、特定の観点に偏らな

い分析・分類を行うことにより、佐久間が提出している文脈展開形態を具体的な手がかり

とし、日本語とインドネシア語の社説文章を分類し、両言語の文章構造の特徴を検討する。

これは、佐久間の文章構造類型化の判定が、例えば文章の全体的構造を理解把握して直観

で中心段を見つけ出せる母語話者にとっては理解しやすいが、文章の内容の理解把握に問

題のある日本語学習者にはなかなかその文章構造類型を理解できないためである。さらに

は、文章の文脈展開や文章の統括性がどのように構成されるかという問題も、十分に明確

にされていないようである。従って、本研究では日本語とインドネシア語の社説文章を比

較対照し、両言語の文章構造の特徴を検討することで、日本語文章の文脈展開、統括性を

構成する上での特徴を見出し、新たな類型の整理・設定を行うことをめざす。

以上のような研究課題の検討を踏まえ、本研究では文章の全体的構造をミクロレベルの

分析観点とマクロレベルの分析観点とを合わせて考察する。ミクロレベルの分析観点とは、

文章を構成するそれぞれの文や段落の形式的・意味的関係を主眼にして文章の全体的構造

を考える観点である。つまりミクロレベルの観点は、最初の文から最後の文までがどのよ

うに文脈展開を形成するかよって文章の全体的構造を考える観点である。

一方、マクロレベルの分析観点とは、文章にある特定の部分的まとまりを指定して、そ

の部分を分析することにより、文章の全体的構造を考える観点である。

1.5 分析の対象と方法

1.5.1 分析の対象

本研究は、日本語とインドネシア語の社説文章を分析の資料として用いる。社説文章を

分析の対象として扱ったのは次の理由による。

（1）ある時事問題の理非を論じ、主張を論理的かつ明示的に伝える文章であること。

（2）社会にとって時事の話題とされるものを取り上げ、論証する文章であること。

（3）社説は一般の読者を対象とするため、誰にでもわかりやすい表現が使用される、

分かりやすい文章としての性格を持つ文章であること。

（4）文章の全体構造を構成する文、つまり事実を表す文と意見文がはっきりと区別

され、文法的に整った構造を持つ文章であること。

（5）文章の難易度と文章の長さは日本語の中･上級学習者の能力に適しており、更に

日本語学習の資料ともなること。

社説の文章は論説文の文章の一類と認められるジャンルである。文章論における文章の
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ジャンル論については様々な観点から分類されるが、ここでは市川（1978）の分類を簡略

化して示しておく。

A.構造上の分類として

１．単一な文章

２．複合した文章

a.対等形式

b.包含形式

c.付属形式

B.性質上の分類として

１．第一類 特定の相手に向けて表現される文章（例：案内状、見舞状、依頼状など）

２．第二類 不特定の相手に向けて表現される文章（例：新聞報道記事、広告文、

論説の文章など）

３．第三類 後日の相手（特定または不特定）に向けて表現される文章（例：記録の

文章、読書ノート、研究メモなど）

土部（1990）では、文章表現に注目して研究し、そこで文章のジャンルを「日常的文章」、

「論理的文章」、「文学的文章」の 3 つに下位分類している。論説文・評論文は「論理的文

章」の一種であると述べている。

以上のような文章の分類を参考にすると、社説の文章は、市川（1978）の「不特定の相

手に向けて表現される文章」、あるいは土部（1990）の「論理的文章」として位置づけられ

るものといえよう。

中村明他編『日本語 文章・文体・表現辞典』では、「新聞の文体」17の項目において「社

説とは、「新聞・雑誌などが、自社の意見・主張として発表する論説」をさす。社説は論説

文の一種だが、新聞に掲載される論説という制約から論文のような典型的な論説文とはや

や異なる特徴をもっている。」（p.220）という定義に従い、本研究では社説とは、その日の

ニュースに関連した話題から選ばれ、それについて当該の自社の意見・主張などを示す論

説文と定義する。

本研究では、日本とインドネシア語の社説文章を用いる。すなわち日本語の場合は、

2011 年 3 月分の『朝日新聞』と 2009 年 1 月分と 2011 年 3 月の『読売新聞』、2011 年 3 月

分の「毎日新聞」の社説文章を用いる。インドネシア語の場合は 2011 年 3 月分の『Media

Indonesia』と『Koran Tempo』の社説文章を分析対象とする。

次節では、日本語とインドネシア語の社説文章の特徴を述べる。

17小宮千鶴子（2011:218-224）によるものである。
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1.5.1.1 日本語の社説文章

日本の新聞社説欄は多く、１日分の社説が話題の異なる 2 文章で構成されている。しか

し、休日には、１日分の社説は 1 文章しか記載されていない。１文章しかない 1 日分は 1

日分の 2 文章の時と比べればやや長い文章である。

分析データとした日本語は『朝日新聞』の社説文章、『読売新聞』の社説文章、『毎日新

聞』の社説文章であり、掲載されている社説文章は、決められた新聞紙面に置かれ、一つ

のテーマにつき 950字前後という特徴を持つ。文章の全体的構造は通常、10 段落からなり、

１段落は 2・3 文から構成される。時には 1 文 1 段落の場合もある。

日本語の社説文章は「日々のニュースに関連したテーマについて匿名の執筆者によって

書かれる分かりやすい文章という点で、社説は報道文の一種としての性格を有する」（『日

本語文章・文体・表現辞典』、2011：220-221）文章であり、さらに、社説の文章は「論説文

の一種だが、新聞に掲載される論説という制約から論文のような典型的な論説文とはやや

異なる特徴をもっている」（同本、2011：220）とされる。

社説の標準的な長さは、１題目分が平均 950 字前後、16 段落前後から構成されている。

１段落には大体、2、3 文あり、時には１文からなる段落もある。

1.5.1.2 インドネシア語の社説文章

インドネシア語の場合は、『Media Indonesia』と『Koran Tempo』からの社説を分析する。

この社説の文章は、2011 年度 3 月分（1 月１日~1 月 31 日）を用いる。基本的に、１日１

文章で計 25 文章あるが、休日には社説が掲載されない場合もある。社説の文章については、

およそ 10 段落前後から成る文章であり、１題目が約 400 語から構成される文章である。1

段落は 2・3 文から構成されるが、4 文あるいはそれ以上から構成される段落もある。

また、特に『Media Indonesia』はインドネシアの新聞社として社説を掲載した最初の新

聞社であり、インドネシア人から注目されている。また、この新聞社説は、当会社の持っ

ているテレビ局の番組として報道されているものである。

1.5.1.3 まとめ

両言語の社説の文章には簡単に以下の 2 点の基本的相違が見られる。第一に、日本語は

文章の段落数がインドネシア語に比べて多い。日本語の１題目分の文章は段落が 15 前後か

ら構成されるのに対して、インドネシア語の文章は段落数が 10 前後である。第二に、日本

語の段落は主に、1 文から 3 文まで構成されるのに対して、インドネシア語では、主に 2

文以上からなる段落が数多く見られる。

1.5.2 本研究の方法

本研究では、日本語とインドネシア語における文章構造の特徴を明らかにすることを目
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的としている。本研究の課題とする文章構造を考察する分析方法としてはミクロレベルの

分析方法とマクロレベルの分析方法という 2 つの方法を設定する。

ミクロレベルの分析方法によって考察の課題とされるのは、文章の全体的構造を考察す

る上で、文章を構成する個々の文や段落（段）がどのような文脈展開を形成するかという

ことである。本研究は反復表現と提題表現・叙述表現の関係という観点を取り上げ、文脈

展開形態を明らかにし、文章構造の特徴を解明するものである。以下、これらの観点が文

章の文脈展開にどのように関与するのかについて説明していきたい。

文章は「それ自身完結し統一ある言語表現」（時枝 1950）とされるが、その統一性と完

結性を統合した統括性（佐久間 2000）を文章に与えるものを文章構造の分析観点として考

えることにする。文章は原則として、文から文への連接展開、段落から段落への連接展開

によって成立するものである。こうした文章展開の特徴を把握するために、接続表現をは

じめ、指示表現、反復表現などのような様々な観点が考えられる。本論文では文章の構造

を考えるその様々な観点の一つとして反復表現18をとりあげる。

反復表現は、文章の連接においては、前後の文脈を関係づける機能を持つ言語形式であ

る。そのため文章の文脈展開においては、同様の話題を繰り返す時に使う言語形式として

見ることができる。市川（1978）は、「「繰り返し語句」群の近似・変動の把握は、段落を

区分したり、あるいは幾つかをひとまとめにしたりする場合の、重要な目印となる。」（p.86）

と指摘している。このような考えに従い、反復表現は、文章の全体的構造における展開と

構造に関与し、文章の構造を分析するために有効であると考えられる。

次に提題表現と叙述表現の関係（以下、提題・叙述表現の関係と記し）という分析観点

を簡単に概観する。提題・叙述表現の関係は佐久間（2000）の諸説を参考にすれば、文章

で相手に伝えたい事柄である「話題」を表現する言語形式であると言えよう。つまり、文

章は複数の文や段落が連続することから構成される。提題・叙述表現の関係による個々の

文及び段落の話題を総合して、文章の全体がどのような話題展開を有するかを把握するこ

とができる。それぞれの話題から最も文章でまとまりを形成する話題が文章の主題となる

ことがわかる。

本研究では、上記のような反復表現、提題・叙述表現の関係といった観点をミクロレベ

ルの分析観点とし、それぞれ本論第 2 章、第 3 章、第 4 章で扱う。文及び段落の相互関係

を明らかにすることで、日本語とインドネシア語の文章構造を分析する。

2 つ目の方法はマクロレベルの分析方法を用いる。前述のように、マクロレベルの分析

方法は文章にある特定の部分的まとまりを形成する複数の文や段落（段）の相互関係を指

定して、その部分を分析することにより、文章の全体的構造を考える観点である。本研究

18 本章では「反復表現」と呼ぶが、「くりかえし」（牧野：1980）、「繰り返し語句」（市川：1978）

と呼ばれている用語を含めて同様の概念を指す。
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では文の叙述表現から捉えた開始部と終了部の特徴、開始部と終了部の呼応関係、見出し

文の反復表現を手がかりとして文章の構造を類型化し、それぞれ本論第 5 章、第 6 章、第

7 章で両言語における文章構造の異同を考察する。
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第２章

反復表現から見た日本語の文章構造

―インドネシア語の文章との対照を通して―

2.1 はじめに

本研究では、日本語とインドネシア語の新聞社説の文章構造がどのように構成されるかを

明らかにすることを目的とし、主に文章の統括性がどのように構成されるかを検討する。そ

のような目的を達するための最初の段階として、日本語の文章はどのような文章であるか、

インドネシア語の文章はどのような文章であるか、という問いを立てることができる。

そこで、本章では両言語の文章構造に関わる特徴を検討するために、文章全体の構造にま

たがる語句の反復がどのように文章の文脈展開に関与するかという課題を設定する。これに

より、両言語の文章における文脈展開と統括性のあり方を把握した上で、その特徴を基盤と

して、文章構造を検討してみたい。

文章構造を解明するための分析観点については、佐久間（2000）が示唆的である。佐久間

（2000）は文や段落の統括力を示す言語形式としての「文脈展開形態」を提出し、それぞれ

が種々の統括機能を持ち、文章型の成立に関与しているとする。文章の文脈展開形態として

は、次の 6 項目の表現が挙げられ、そのうちの一つに反復表現がある。

（1）接続表現 （2）指示表現 （3）反復表現

（4）省略表現 （5）提題表現 （6）叙述表現

このうち、本章では特に関連語句を含む反復表現がどのように文章の全体的構造における

文脈展開と統括性に関与するのかを考察し、それによって文章の全体的構造を明らかにして

いく。市川（1978）、永野（1986）、塩澤（1994）などの先行論によれば、反復表現は文章の

全体的構造において意味的つながり（文脈）とまとまりを担う重要な言語形式の 1 つである

と考えられる（2.2.1 節参照）。反復表現は、文章の主題や話題の展開への把握、あるいは話

題の転換による文章の構成要素としての段落の区分など、文章の全体的構造を解明するため

の重要な手がかりとなる。反復表現は、文章の全体的構造を分析する際に最も適した指標で

あると考えられる。
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2.2 先行研究と本研究の位置づけ

2.2.1 先行研究

まず、以下では日本語の文章論における文章の全体的構造を形成する語句についての先行

研究を概観し、反復表現に注目する根拠を提示する。

市川（1978）は、「文をつなぐ形式」の一つとして「繰り返し語句」をとりあげる。即ち「前

後の文脈を関係づけている同一語句、同義・類義の語句を一括して、ここに「繰り返し語句」

と呼ぶ」とする。また、市川（1978）は「繰り返し語句」が文章においてどのように繰り返

されるか、その分布の状態を観察し、形態上では「反復拡充型」、「変換型」、「混合型」とい

う 3 類として、質的相違の上では「受け継ぎ」、「重出」、「照応」の 3 類の分類として整理し

ている。

市川（1978:86）では、「繰り返し語句」について、文章読解に重要な手がかりを与えるも

のとして、キイ・ワード、中心語句、主要語句などと呼ぶ。「繰り返し語句」群の近似・変動

の把握は、段落を区分したり、あるいは幾つかをひとまとめにしたりする場合に、重要な目

印となり、さらには、段落や文章の主題・要旨を把握する際の手がかりともなると指摘して

いる。

池上（1983）は、「結束性を作り出す語彙的手段としては、大きく分けて同一語句の反復と、

関連語句の反復ということがある」（p.22）と述べ、前者の典型的なものとして固有名詞（あ

るいは、それに準じる性質の名詞）の反復を上げ、後者の関連語句については大きく、意味

の「類似性」（similiarity）と「近接性」（contiguity）の 2 類に基づいて、いろいろな反復がな

されると指摘している。

永野（1986）では、文章の連鎖を分析する観点として主語の連鎖、陳述の連鎖1並びに主要

語句の連鎖を提出し、「文章全体を貫いて多用されている語ないし語群に着目し、その連鎖関

係から文章構造を解明しようとすることは、方法として可能であり、また、必要でもある」

と述べている。永野は、「主要語句の連鎖とは文章の書き手が主題と題材に即して客体界をど

うとらえ、どのように分節し、どのような語句の連結を中核に捉えて整理配列をおこなって

いくかという文章の全体構造の骨格についての一つの観点」であるとする立場に基づき、「主

要語句の連鎖」に着目する。更に、永野（1986）は、「主要語句」を「主要語句とは文章の主

題やモチーフにかかわりの深い、いわば中核となる語句が、文章の叙述の中でくり返して用

いられたり、その類語や対義語が提示されたりして文脈を支えている連鎖の全体を文章構造

の骨格としてとらえたもの」（pp.295-296）と定義している。この立場によれば、前述したよ

うに、語句の反復は文章の全体的構造を把握する上では有効な手がかりともなると考えられ

1 永野（1986）の述べた文章論の分析観点としての「主語の連鎖、陳述の連鎖」は、佐久間（2000）の指標

では「提題表現、叙述表現（提題・叙述表現）」に相当する。これらの概念は前回で紹介したため、ここで

割愛することにする。
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る。

また、高崎（1990）は、市川（1978）と永野（1986）の「繰り返し語句」「主要語句の連鎖」

を「反復表現」と称し、「ある語句が一つの文章の中で、同一語句や関連語句によって頻繁に

反復表現として現われる場合、それらの語句は文章中の重要な役割を果たすことが多い」

（p.47）と述べている。

馬場（1986）では、文章全体の構造にわたる「反復語句」は、それぞれ軽重のさまざまな

重要度を持ち、文章の全体的構造・展開に関与することを指摘し、「反復語句」を「主要反復

語句」と「部分反復語句」の 2 つに分けてから、それぞれの重要度を数学的な計算で認定す

る方法を提示している。前者は文章の主題に関わるような主要語句、後者は特定の部分だけ

に密集して出現することで部分的な主題を支える語句と解されている。

塩澤（1994）は日本語の文章を対象にし、語彙的手段（語句の反復表現）による結束性の

観点から文章の主題文を決め、その主題文の出現位置から文章構造を類型化した。結論とし

て、「社説」の話題の流れが反復語句の観察を通して押さえられるのではないかとし、特に反

復語句の観察によって、部分的な話題のまとまりや話題の転換の様相を、細部に渡って観察

した。

後藤（1999）では、見出しの反復表現によって中心段落が認定され、その中心段落の位置

に基づいて論説文としての社説と投書の文章構造が類型化された。この観点から、社説と投

書を含む論説文の文章の統括類型は、「尾括式」が最も多く、次いで「頭括式」、「中括式」と

なり、3 類の類型が 8 割以上を占めて、「両括式」、「分括式」「潜括式」は少ないことと指摘

している。また見出しの反復表現は、社説、投書ともに、中心段落に多く出現し、主題文は、

見出し全体の内容を反復することが多いことから、文章構造類型と密接にかかわることが明

らかになったと結論した。

反復表現を分析観点として文章構造を検討する最近の研究としては、砂川（2005）がある。

砂川（2005）では、談話主題の階層性を分析するには同一指示語の連鎖が有効な手がかりで

あると指摘し、その要因は、「何回も繰り返し出現する同一指示語は主題性の高い指示対象を

表していると推測できるし、主題性の高い指示対象はそうでないものと比べて、より上位の

主題として位置づけることができるからである」と指摘している。砂川（2005）は説明文の

2 文章（文章 1、2）を分析対象とし、同一指示語の分布調査を行った。砂川（2005）の結論

では、同じ語が繰り返される文章 1 は課題持続型の文章例であり、同じ語の繰り返しが少な

いが同一指示対象の種類が多い文章 2 は課題推移型の文章例であると指摘している。

2.2.2 まとめ

以上、特に、日本語を対象とした文章論において語句の反復表現に注目した先行論につい

て概観した。これらの研究の成果からは有益な知見が得られており、反復表現が文章の性質

や構造の解明にとって重要な観点となりうることは明らかである。主に文章の全体的構造に
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おける関連語句の反復による高頻度語（句）が文章の主題や要旨を把握すること、あるいは

部分的な話題のまとまりや話題の転換を把握するための重要な手がかりとなるという砂川

（2005）の指摘は本研究において示唆的である。

しかし一方で、以上の研究成果を概観してまとめると、これまでの研究では、語句の反復

表現を手がかりにし、主題が置かれる段落を認定して文章構造を類型化するという目的に重

点が置かれていると指摘できる。

またこれまでの研究においては、反復表現を通じて文章中に求められる統括性および意味

的まとまりがいかに形成されるのかという課題は、塩澤（1994）において指摘されるのみで

あって、未だ十分に検討されていないように思われる。更に、関連語句の反復表現を手がか

りにして日本語と他の外国語を比較対照し、両言語の文章構造についてどのような点が特徴

的なのかを明らかにする研究は皆無である。そこで、本研究では、関連語句の反復を手がか

りにして日本語とインドネシア語の文章がどのような特徴を持つかを検討する。

2.2.3 本研究の位置づけ

本節では、本研究の課題が文章論においてどのように位置づけられるかを述べる。まず、

前述のように、文章中における統括性を見いだす上で有効性のある分析観点は何であるか、

そして、その観点はどのようにして設定されるかということについて、先行研究から有益な

知見が得られている。これに基づくと、統括性は文章が文章であるための必須の成立条件で

あり、かつ文章構造を分析する際の本質であると考えられる。また、その統括性と反復表現

の関わりも、先行研究によって明らかである。文章中における統括性を形成した語句の反復

や、段落の中に求められる同一指示的な意味的関係を手がかりとして、文章構造を明らかに

していくという研究の観点は、方法として可能であり、また必要でもあると考えられる。一

方で、2.2.1 節に述べたように反復表現への着目は中心段の認定を目的とするものに偏重し、

このような観点からの具体的な分析は十分になされていない。故に、文章における統括性を

解明する場合には、関連語句の反復を通じて文章構造を検討するという課題に着目する。

本研究は、文章の統括性に関与し、首尾一貫して意味的まとまりを支える働きをなす関連

語句を見出す方法を適用する。高崎（1986）は「語句を手がかりに、一つ一つの文の連鎖や

連接をつみ上げて文章全体に至る、という方法でなく、直接、特定の語句（または語句群）

に着目して、その文章全体に及ぶ機能を見出してゆく方法をとろうと思う」と述べている。

文章の書き手が主題（テーマ）を決めた場合、それにかかわる叙述が進められていくと、

当然のことながら決まった主題に関与する意味内容の語句が集中すると思われる。逆に言え

ば、文章の主題が変われば、変わった主題について語句の内容も変わっていく2。このような

見方から、文章の構造について論じる際、その立場の一つは文章中における語句の働きを捉

2 森田（2003）の立場を参照されたい。
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えることで、語句がどのように文章の統括に関与するかということである。結論から言えば、

ある語句が一つの文章の中でどのように関連語句として実現するか、そしてまた、その反復

の様相は文章の統括性を形成する上で重要な役割を果たし、文章の構造を把握する際に捉え

られうる有効な観点の一つとなる。本研究では日本語での文章の構造を把握するために関連

語句の反復を援用し、文章の全体的構造を探ることとする。そして、日本語の文章構造を把

握した上で、インドネシア語の文章と比較対照し、両言語の文章構造がどのような特徴を持

つのかを解明する。

2.3 分析方法

2.3.1 分析データ

本研究の分析データは、日本語では『毎日新聞』、インドネシア語では『Media Indonesia』

の社説の文章をそれぞれ 1 本ずつ取り上げ、語句の反復がどのようにして文章の展開や統括

性に関与するかを明らかにする。その分析結果を踏まえ、両言語の文章がどのような特徴を

持つかを検討する。社説の文章を分析対象とするのは、文章中で書き手の最も述べたいこと

が直接的な言語表現で示されることが多く、文脈展開が明示されること、文と文あるいは段

落と段落の関係が明瞭であって、論理構成がなくてはならないこと、「語句の反復表現」が社

説の文章に多く現れることという 3 点の要因による。故に、本研究では、社説の文章を分析

対象とし、文章の展開と統括生との関連において関連語句の反復を捉えようとする目的に適

っていると考えられる。

2.3.2 関連語句を認定する方法及び分析方法

分析に入る前に、社説の文章に対して、どのようにして関連語句の反復表現を認めるかに

ついて述べたい。

本研究ではその基準として塩澤（1994）の分析方法に従う。塩澤（1994）はことばの上で

の関係（類義的関係、上位概念・下位概念、対義的関係）のみならず、ことばが表すものや

ことの世界での関係（池上（1983）による近接性3に相当する）の意味的関係を含めて観察す

る必要があると指摘している。

ここでは語句の反復において、どのような語句を関連語句と認めるかについて、以下のよ

うな種類の反復を関連語句の反復表現を範囲とする。

3 池上（1983）では、近接性とは「例えば「雲」は「空」にあるという形で両者の間に近接の関係があると

いう知識が前提になっている」と述べ、「一つの表現がいわば一種の「枠」を提示し、以後はその「枠」に

含まれるものは、提示された表現と意味的に関連あるものとして扱われるということである」と定義してい

る。
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(1) 同一語句の反復

(2) 何らかの形で相互に意味の上での関連を持つもの（例えば類義的関係、上位概念‐

下位概念の関係）の反復

(3) 語の指し示すものやことが現実世界で何らかの関係を持つ語句の（近接性）反復

関連語句の反復とされる項目（2）と（3）について説明を補足しておきたい。項目（2）と

（3）に従えば、関連語句の反復として捉える概念は、かなり広義の捉え方であるかもしれな

い。が、馬場（1986）が指摘しているように、文章における同義・類義の語句を除いて同一

語句の反復だけでは文章の分析が不十分なものになるおそれがある。このことを考慮し、項

目（2）と（3）も関連語句の反復表現を含むものとして扱う。項目（2）については、後述の

文章の語例で言えば、例えば「京都大」、「大学」、「大学界」、「大学当局」などは、共に「大

学」の属性という関係でとらえられる。単一語だけでなく、2 つ又はそれ以上の語構成要素

からなる複合語の要素の一部の繰り返しも、反復表現と認める。これらを関連語句の反復表

現と呼ぶことにする。

定義の項目（3）については池上（1983）の「近接性」による反復に相当する。この分類に

入る反復の一例といえば、例えば「入試」の系列を見てゆくならば、現実世界における「入

試」において、それに隣接することがら（会場、入試制度）といったかかわりのありかたを

指す。

次に、具体的な反復表現の抽出方法について述べる。本章では 2.2.1 節で検討してきた先

行論を参考に、次のような方法で関連語句の反復表現を抽出することにする。

文章における語句の反復を判定する際には次の 2 段階の作業を行う。まず最初の作業は、

文章の全体にわたって語（句）の分布を調査することである。調査結果は本章末の資料にあ

る【表 A、B】のようにまとめられる。次の作業は、【表 A、B】で示される語句の分布を把

握した上で関連語句として反復の認められる語句を抽出し、さらに意味的関係により『系列』

にまとめて、全体的構造にまたがる反復の様相を把握することである。その結果は次節から

みる【反復表現表】としてまとめられる。

第 1 段階においては、文章の第 1 文に初出する語句に始まり、第 2 文以降、先行文の語句

との対応を見て、関連語句の場合、反復表現として既出の語句の右に並べて書き、既出の語

句関連表現と認められない場合、新出の語句として新たに表の下の方向に書き加える。この

ような方法で作業を進めて、第 1 文から最終文までの文章全体を見渡して、関連語句の反復

表現を捉えていく。これを受け、第 2 段階では 2 回以上の反復が認められるものについて「系

列」にまとめるのと同時に、反復されない語句は省いていく。このような作業の結果が以下

の【表 1‐4】である。
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2.4 考察

ここでは、具体的な社説の文章を取り上げ、文章中に観察される関連語句の様相をまとめ

た【反復表現表】を使って、文章の全体的構造を分析する。

2.4.1 文章例 1：日本語の例

以下に、分析に扱った日本語の社説文章の一本をとりあげる。

社説：入試ネット漏えい 試験場から携帯排除を （毎日新聞社説 3/1）

I 1 京都大など複数の大学の入学試験問題の一部が、試験時間中にインターネットの

質問掲示板に投稿され、その「解答」が寄せられた。2 大学界は大きな衝撃を受けている。

II 3 被害届を受けて警察が偽計業務妨害容疑で捜査する。4 だが事件は巧妙悪質な不正

という域にとどまらず、日進月歩のネット社会に生きる私たちに底知れぬ不安も感じさせる。

III 5 この投稿者が自分か他人の不正得点を企図したのか、世間を困惑させることを狙

った「愉快犯」なのかなど、動機は判然としない。6 また手口についてもさまざまに推測さ

れている。7 例えば、問題を複写か撮影して送信した可能性などである。8 複数の人物がか

かわったとの見方もある。

IV 9 いずれにせよ、前例のないパターンの不正で入試の厳正・公正性に疑いを生じさ

せたのは事実だ。10 早急に経緯を解明して対策を講じなければならない。 11 今回発覚した

ものだけではなく、同様の不正がもっと広く行われている可能性もある。12 放っておいては、

入試以外の各種の試験などにも影を落としかねない。

V 13 今回、掲示板を運営しているヤフーが捜査に全面協力するのは当然だろう。14

一方、大学当局も未然に防ぎ得なかった不正なのか、巡回や目視による会場での試験監督の

実態も含め、徹底検証する必要がある。

VI 15２００４年、韓国の大学修学能力試験（日本のセンター試験に相当）で携帯電話

を悪用した大量不正が発覚した。16 以降、入試では一切携帯電話を会場に持ち込ませず、金

属反応検査もできるようにしている。

VII 17 日本では携帯電話は電源を切って身から離し、かばんなどに入れさせておくのが

一般的だ。18 せつないことだが、今回のような不正が出てくると、やはり 携帯電話の持ち

込みを禁じ、その違反に厳しく対処するしか懸念は払拭（ふっしょく）できない。19 あるい

は、会場内で電波遮断装置による使用不能化も検討してはどうか。

VIII 20 日本の入試制度は、問題点や課題も抱えながら、実施の公正さによって学力や努

力を反映させることを旨として行われてきた。21 さまざまな境遇にある若者に機会を与え、

社会の人材多様化、活性化を図る意味もあった。

IX 22 不正はそれを揺るがすもので、過去においても問題漏えいや「裏口入学」は強く

非難されてきた。

X 23 大学教育のグローバル化が強調され、教育研究水準の国際的な信頼性確立が急務
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の時に、入試の公正性に疑念を持たれるのもマイナスだ。

XI 24 また９０年代以降、学校教育で、多様化する情報を正しく理解し使える「情報リ

テラシー」育成の重要性がうたわれている。25 その中でも、不正利用は犯罪行為であること

を改めて教えたい。

※本文中、例えばまたとしたのは、接続詞および接続に機能する語を表す。段落に I、II、III．．．．．、文に 1、2、3．．．．．．

のように番号を付したのは筆者である。（以下、同様）

【反復表現表 1】文章例 1：反復表現の様相

系列 1 2 3 4 5 6 7 8 9

段

落

文 高等

教育

機関

入試関係 通信関係 捜査関係 接続語

句

不正行

為

不正によ

る懸念

時間的

関係
教育のグロ

ーバル化入試問

題の関

係

入試を

実施す

る必要

な事項

ネット媒

介

ネット

での活

動

I 1 京都大

複数大

学

入 学 試

験 問 題

の一部、

「 解

答」

試 験

時 間

中

インター

ネットの

質問掲示

板

投稿さ

れる

2 大学界

II 3 警察、
偽計業務妨害

容疑、

捜査する

4 ネット

社会

事件 だが 巧妙悪質

な不正

不安

III 5 投稿者 動機 不 正 得

を、

狙った愉

快犯

困惑させ

る

6 手口

推測する

また

7 問題 複 写 か

撮 影 し

て送信

例えば

8 見方も

IV 9 入 試 厳

正・公正

性

事実 いずれに

せよ

前例のな

いパター

不正

疑いを生

じさせた

10 経緯

解明する

対策

11 発覚した ものだけ

でなく、

同様の不

正

今回

12 入 試 以 外

の 各 種 の

試験

V 13 掲示板を運

営している

ヤフー

捜査 今回

14 大学当

局も

会場、試

験監督、

巡回、目

視

徹底検証 一方 防ぎ得な

かった不

正

VI 15 韓 国 の

大 学 修

学 能 力

試験

日 本 の

セ ン タ

ー試験

携帯電話 発覚した 大量不正 2004 年

16 入試 会場 携帯電話 金属反応検査 以降

VII 17 日 本 で

は

携帯電話

18 携帯電話 不正

その違反

懸念 今回

19 会場内 電波遮断

装置

検討する あるいは

VIII 20 問題点、課

題
入 試 制

度、
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実 施 の

公正さ

21
IX 22 問 題 漏 え

い
不正、「裏

口入学」

過去

X 23 入試の公

正性
懸念 急 務 の

時

大学教育のグ

ローバル化、教

育研究水準の

国際的

XI 24 また 90 年代

以降

学校教育、「情

報リテラシー」

育成

25 不 正 利

用、犯罪

行為

中でも、教えた

い

反復表現は、「同一語句の反復」、類義的関係、上位概念‐下位概念の関係などによる「関

連語句の反復」の 2 つに分けられる。以下の表では、「●」は同一語句の反復、「○」は関連

語句の反復を、△は接続語（句）を指す。この場合、同一文に反復される語句が 2 つ（ある

いはそれ以上）ある場合、上記のような丸印を連続的に並べて示すことにする。ただし、反

復される語句の頻度を計算する時、1 文中で何回反復されても、一つとしてカウントする。

表の下欄において、「頻度」は文章本文で反復される語句の度数を、「全体頻度」は、「頻度」

が文章本文の全般を構成する文数に占める割合を指すものである。

【反復表現表 2】文章例 1：反復表現の様相
段

落

文 関連語句の反復表現

1 2 3 4 5 6 7 8 9
X Y X Y

I 1
2

○○

○

○○ ○ ○ ○

II 3
4 ○

○○○

○ △ ○ ○

III 5
6
7
8

○

○

○

○

○○

○

△

△

○○ ○

IV 9
10
11
12 ○

○ ○

○○○

○

△ ○

○○

○

○

V 13
14 ○ ○○○○

○ ○

○ △ ○
●

VI 15
16

○○

● ●
○

●

●

○

○ ○

○

VII 17
18
19

○

○

●

●

○ ○ △

○○ ○ ●

VII
I

20
21

○○ ○○

IX 22 ○ ●○ ○

X 23 ○ ● ○ ○○

XI 24
25

△
○○

○ ○○

○○

頻度 3 12 10 13 7 9 5 8 3

全体頻度 12 48 40 52 28 36 20 32 12

のべ語数 4 22 11 18 7 14 5 8 6

※表では「△」が接続語句であることを示す。（以下、同様）

日本語の社説の文章例 1 を構成した関連語句の反復を観察した結果が上記の【反復表現表

1、2】のようにまとめられる。関連語句の反復表現はそれぞれの系列に配列される。出来上

がった【反復表現表 1、2】によって、接続語句の系列を含む次の 9 の異なる系列が抽出でき

る。系列の名称はその系列の全てののべ語数を代表することができない場合もあるため、こ

れについては今後の課題とする。
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1 高等教育機関 2 入試関係 3 通信関係 4 捜査関係

5 接続語句 6 不正行為 7 不正による懸念8 時間的関係

9 教育のグローバル化

また、以上の系列のうち、2 「入試関係」は X（入試問題の関係）と Y（入試を実施する

必要な事項）に分けられ、3 通信関係は X（通信媒介）と Y（ネットでの活動）に下位分類

される。

2.4.1.1 関連語句の反復の分布

ここではまず、関連語句の反復によって形成された各系列の内実や分布の様相を確認する。

上記の【反復表現表 1、2】を観察すると、文章中で関連語句の反復により 2 回以上出現する

系列は 8 つである。そのうち、全体頻度が 20%を超えている関連語句の反復の系列数は『5

接続語句』の系列を除いた『2 入試関係』、『3 通信関係』、『4 捜査関係』、『6 不正行為』、『7

不正による懸念』、『8 時間的関係』の 6 つである。またその 6 つの語句は系列全体の 75％と

いう割合であり、全体的に考えれば、日本語の文章例 1 では関連語句の反復が文章の全体的

構造に関与していると考えられる。

これは、上記の【反復表現表 2】で示したように、文章例 1 は関連語句の反復によって形

成される系列の数そのものは 9 つであるが、そのうち、全体頻度の割合が高いことからほぼ

文章全体にわたって出現するという事実によるものである。関連語句の反復で形成された「系

列」は、その分布から、話題の継続・展開・統一といった様相を示していると考えられる。

例えばまず、文章例 1 では各系列の関連語句が文章の全体にわたって多く反復する。このこ

とから、長く継続される話題が多いという文章構造の特徴があると判断できる。もちろん 6

つの系列も、文章の途中で断続があるものの、例えば、『2 入試関係』、『3 通信関係』、『4 捜

査関係』、『6 不正行為』といった話題については、文章の開始部から終了部に至るまで反復

表現の分布が確認でき、話題の展開の様相が把握できる。その一方、『1 高等教育機関』、『7

不正による懸念』、『9 教育のグローバル化』の系列によって展開する話題は文章の一部分の

みに出現することで、部分的話題を築くものであると見なすことができる。

次に、反復表現の表現形式について述べる。上記の表で確認できるように、文章例 1 では、

関連語句の反復が同一語句反復より文章全般にわたって多く出現する。同一語句より関連語

句による反復が多いという点は、具体的に、異なり語の多さで確認できる。

また、密集している反復が多くあることが確認できる。その結果、文章の話題展開の特徴
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を考えてみれば、文章例 1 は開始部から終了部まで話題の統一4が保持されているものである

といえる。

2.4.1.2 日本語の文章構造の特徴について

本節では、関連語句の反復がどのように文章の展開と統括性に関与するかについて、上記

の【反復表現表 1、2】を利用して考察を進めておきたい。まず、文章の冒頭段落について考

えてみよう。段落 I は冒頭段落として文章の初めの話題を導入するものであり、そこに「…

入学試験問題の一部が、試験時間中にインターネットの質問掲示板に投稿され、その「回答」

が寄せられた」という文 1 は、一般に典型的な現象文であって事実そのままを客観的に示す

文である。いわば、現象文で表される話題は新しい事実・現象（主体未知の事象）であり、

だからこそ冒頭で現象文が用いられ、文章の話題を導入するものと解することができる。冒

頭段落 I は 2 文から成り立っており、文 1 では『高等教育機関』、『入試関係』、『通信関係』

といった 3 系列が初出現する。これは、つまり 3 系列が文章の冒頭で新しい話題を導入する

役割を果たすものであると解することができる。文 1 では、「大学」（高等教育機関の下位関

係）が＜2 回＞、文（2）で＜1 回＞繰り返され、話題を維持している5。

そして、後続する段落 II の文 3 を観察すると、同一語句の反復表現が見られず、文 3 には

文 1、2 の話題と異なる「被害届」、「警察」、「偽計業務妨害容疑」、「捜査する」といった語句

の反復でなされる新しい系列『捜査関係』が登場する。文 3 では『捜査関係』の関連語句の

反復によって新しい系列がなされ、先行する話題とは異なる新しい話題が誕生すると考えら

れる。すなわち既出系列の語句の反復がなされないことで、話題の転換6が示されると解する

ことができる。後続する文 4 の「事件」は、文 3 の話題『捜査関係』（上位・下位関係）を受

けながら、「巧妙悪質な不正」という語句の出現で新しい『不正行為』と『不正による懸念』

の系列が形成される。ここでは話題の展開7がなされる。上の【反復表現表 1、2】により、

文 1、2 で『高等教育機関』と『通信関係』の系列の関連語句が後続する段落 II 文 3、4 にか

けて反復されないことで先行の話題と異なる新しい話題へ転換し、文 3、4 で持続・展開され

るということが分かる。

4 話題の統一とは、文章の全体的構造における文連接の中で先行の文が示す話題が後続する複数の文の話題

と一連の関係性をなしている場合を言う。

5 話題の維持（あるいは話題の保持）とは、文の連接の中で先行の文が示す話題が同様に後続する文の話題

となる場合を指す。

6 話題の転換とは、文の連接の中で先行の文と後続の文の話題が直接的言語表現によって示されず、異なっ

た話題や新たな話題が導入された場合をいう。

7 話題の展開とは、先行の文が示す話題が、直後の文で直接的な言語表現によって保持されつつ、新たな説

明が加えられていく場合をいう。
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段落 III 文 5 は「投稿者」といった関連語句で、先行した文 1『通信関係』の話題を再度提

示し、この話題が「不正得点」、および「狙った愉快犯」、「動機」という関連語句の反復で『不

正行為』および『捜査関係』の 2 系列と関連づけられ、話題の展開をなしていると考えられ

る。さらに、文 4「不安を感じさせる」、文 5「困惑させる」という関連語句の反復による『不

正による懸念』の系列がいわゆる段落 II から段落 III までの話題のつながりを強めていると

解することができる。

続く文 6 では、「手口」、「推測する」という関連語句の反復による『捜査関係』（下位・上

位関係）の話題と「また」という接続詞によって、先行の話題との関連性が示されているが、

省略された提題表現8として「投稿者」が復元できる点で、関連語句による話題の保持も認め

られるであろう。この話題を保持する文 7 にも同じ提題表現の省略現象が見られる。文 7 の

「複写か撮影する」、「送信した」は先行の話題『インターネット』と下位概念･上位概念の関

係で同じ系列をなす関連語句の反復表現といえる。また、文 7 は「例えば」という接続詞が

使われており、さらに文 8 の提題表現では「も」によって、先行文脈に説明を加えて話題を

具体化していると考えられる。

文 9 の「いずれにせよ」も、接続詞の機能を持つ語句で、先行文脈の話題を指しながら、

先行した話題の要点を述べる役割を示す。「いずれにせよ」に後続する話題は、既に述べられ

た中心の話題（関連語句の反復表現によってこの文章の統括性をなす話題『不正』）であり、

それまでの要点を抽出してまとめている。また、このような、書き手の述べようとする最も

重要な話題を表す文は一般に、明示的に見解、意見を表すものが多い。この特徴については、

文 10、文 11、文 12 の叙述表現において見られる。（この点については、第 3 章にて詳述する。）

結論から言えば、上記の【反復表現表 1、2】では『入試』の系列、『インターネットを通

じた通信』の系列、『不正』の系列にかかわる関連語句の反復表現が文章全般に顕在化するの

で、この 3 つの話題が維持されていると判断できるであろう。例えば、文 4 から文 13 までの

『不正』の関連語句を整理してみよう。文 4 に初出した「不正」は文 4「巧妙悪質な不正」、

文 5「不正得点」、「狙った愉快犯」、文 9「前例のないパターンの不正」、文 11「今回発覚し

たもの」、「同様の不正」、文 14「防ぎ得なかった不正」の 7 回顕在化し、段落 I から段落 V

までの話題に関連語句の反復が盛り込まれて統括性を明示している。

しかし、段落 V は先行した話題を相対的にまとめる性質において、段落 IV に優る。【反復

表現表 1、2】に整理したように、文 13 と文 14 では、それまでの先行文脈の全話題に関与す

る関連語句の反復が出現する。段落 V では、文 13 と文 14 によって話題のまとまりを成して

いる。すなわち、文 13 は『通信関係』において生じた『今回』の「大学入試」に関わる話題

をまとめるが、文 14 は即ち『高等教育機関』、『入試関係』、その不正の『捜査関係』といっ

8 佐久間（1986、2000）は提題表現の概念について詳しく指摘している。本研究の提題表現について、後述

の本論第 3 章で触れることにする。
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た各系列の語句が当の段落に同時に出現し、直接先行の話題との反復関係を持って、それま

での話題の統括性を果たしていることが明示的に把握できる。

後続する段落 VI 文 15 と文 16 は「韓国の大学修学能力試験」といった関連語句の反復に

よって系列がなされるが、これは先行した話題が再び提示されたものである。新出の「韓国

の入試」も同様に、冒頭から提示された話題『入試』、『不正』が再び導入されたものと解さ

れる。つまり、文 15 は『不正』の話題が「2004 年」の「韓国の入試」（類似関係）において

展開される。文 15 の「携帯電話」は、先行の話題『通信関係』（下位・上位関係）を再び提

示し、後続する段落の文 19 までに話題の反復が見られ、緊密なまとまりが築かれる。上記の

表より、通信の系列の語句は、前段落から見ることができるが、文 15 では「携帯電話」が初

出現し、文 16、文 17、文 18 と同一語句の反復が見られる。文 15 から文 18 にかけて同一語

句の反復表現と上位概念・下位概念の関係による反復表現として密集して顕在化している。

段落 VII 文 17 から文 19 にかけては「携帯電話」、「不正」、「違反」、「懸念」、「会場内」、「電

波遮断装置」、「検討する」といった語句の反復によってなされる 5 系列が出現して先行文脈

の話題を保持しながら、「日本（の入試）」に話題を戻し、先行文脈の話題「韓国の入試」と

の対立的関係で話題が展開する。この、「韓国」と「日本」との『入試』に関する話題は段落

VI と VII のみでまとめられる。特に段落 VII では「韓国」という語句が姿を消し、代わって、

後続の文 20 で、日本で実施している「入試制度」という話題へ展開する。

段落 VIII における文 20 では、「入試制度」、「問題点」、「課題」、「実施の公正さ」といった

語句の反復で『入試』の話題が保持されている。特に「入試制度」の話題は、後続する文 21

で「入試制度」という提題表現が省略されていると考えられ、同一語句の反復表現とみてよ

いであろう。このように、文 20、文 21 でも同一語句の反復表現によって『入試』の系列が

保持している。また、文 21 の文末形においては、助詞「も」の用法により、先行文脈の話題

と連続性を強めている。

後続する段落 IX 文 22 には「問題漏えい」、「不正」、「「裏口入学」」という語句の反復でな

される『入試関係』と『不正』2 系列が再度提示されるほかに、｢それ」という指示表現は先

行した文 19、20 の叙述内容を指す機能を持ち、指示対象の語句のある段落との間の話題を統

一する。

段落 X 文 23 は「大学教育のグローバル化」という関連語句によって新たな系列がなされ、

新しい話題が導入されると解することができる。文 23 から文 25 にかけて、『教育のグローバ

ル化』、『入試』、『不正』という 3 系列の関連語句が反復され、直接的に先行した文脈の話題

を展開する形でまとまっている。特に、文 25 の「そのなかで」という指示表現は先行した話

題を指しながら、その範囲の要点をまとめ要約している。このような文型を取る＜指示語コ

系・ソ系＋枠組みを示す語句＞については、高崎（1986）が示唆的である。高崎（1986）で

は、「そのなかで」のような表現を＜指示語＋枠組みを示す語句＞としてとりあげ、「枠組み

を示す語句が、指示語によって示される範囲を、同格あるいは要約といった形で繰り返す、
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という反復のされ方である」と指摘している。文 25 の「そのなかでも」も同様に、先行した

内容範囲を指示しながら、先行した文脈の話題、即ち文 22 から文 24 までの内容を要約して

まとめていると解することができる。日本語の社説文章において、このような指示語句の出

現は少ないが、出現するときは、先行文脈の要点を示す文を明示する点で重要である。

2.4.1.3 関連語句の反復表現からみた文章例の全体的構造

以上、文章の全体的構造にわたる関連語句の反復の様相を明確にして、話題の文脈展開を

辿ってみた。以上の文章構造を検討した結果、以下のことが分かる。

まず、文章の冒頭を占める第 1 文は、話題を表す新たな系列が出現したうえで、後続する

文 2、3 および部分が同一語句、類似的関係、対義的関係、上位・下位関係などで関連語句が

反復されることによって話題を展開させる。つまり後続する部分は先行の話題を受け継ぎな

がら、新たな系列が導入されて話題が展開されていくという文脈展開の形態が多い。一方、

話題の転換とは、先行する話題と異なる新しい話題が初めて出現し、その都度、新しい系列

がなされる場合である。そして、先行した話題をまとめるには、先行したそれぞれの系列で

示される話題を、関連語句の反復で再度提示し、接続詞あるいは指示詞によってまとめさせ

るという特徴が確認できる。

つぎに、日本語の文章例 1 の全体的構造を検討する。考察をまとめると、関連語句の反復

表現の観点から見た文章の全体的構造は大きく 3 つの部分的まとまりから構成されている。

最初のまとまりは、段落 I から段落 V に至って「今回」という時間的な表現を設定して、

「大学」、「入学試験」、「通信関係」、「捜査関係」、「不正」の 5 つの語句により、文 14 までの

話題に関与して、話題の統括性を成している。特に『入試』、『通信関係』、『不正』は文章の

部分的な話題に関与するだけでなく、文章全体の話題の統括性を形成するものであるとまと

められる。

この文章例 1 の最初のまとまりは、文章中でこれから論証する話題が提示されたうえ、こ

の話題に関わっている事実を具体化する部分となる。このまとまりの終わりの部分である。

段落 IV と V はそれまで導入した話題に関わる事実をまとめるために、書き手の見解判断を

述べる文章の部分となる。

2 つ目のまとまりは段落 VI と VII から形成される。段落 VI 文 15 に、「2004 年」という過

去の時間的表現を設定しながら新たな語句の「韓国」が現われる。この韓国での『入試の不

正』という新しい話題に対して、段落 VII 文 17 から文 19 にかけて、現在の時間的関係を設

定し、日本での『入試の不正』の話題を対立的関係で展開している。段落 VI と VII は文章構

造の全体において 1 つのまとまりとして捉えられるが、これは全く先行文脈と連続性が見ら

れないものではない。この 2 つの段落は共に先行した『不正』の話題が連続していると見な

すことができる。

3 つ目のまとまりは段落 VIII と IX に相当し、ここでは『入試』と『不正』の 2 系列で構
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成されるまとまりである。ここのまとまりでは、『日本の入試制度』の目標に関わる話題が、

「今回」と「過去」の関連語句で構成される『時間的関係』の系列を軸にして『不正』との

関係に注目して述べられる部分とも解することができる。

最後のまとまりは段落 X と XI から構成される。ここでは「教育のグローバル化」、「入試

の公正」、「不正」の 3 つの関連語句の反復による話題が認められる。この間の話題を統括す

る「その中でも」という指示表現を含む提題表現は先行した文脈を指しながら、後続するも

のが先行した話題を要約する機能を果たしている。文章例 1 を参照すると、最後の文 25 は「そ

の中でも、不正利用は･･･」の表現構造について、また、『不正』の頻出は文章の全体にわた

って反復が確認できることから、文章例 1 の主題であると考えられる。

2.4.2 文章例 2：インドネシア語の例

以下に、分析に用いたインドネシア語の社説文章の一本をとりあげる。

Pentingnya Pasar Domestik ‘国内市場の重要性’ （Media Indonesia 新聞社説 1/5）

I 1 SAMPAI di manakah kita kuat membendung badai krisis ekonomi global yang imbasnya

benar-benar akan kita rasakan pada paruh pertama tahun ini?

2 Jawabannya ada di dalam diri sendiri, yaitu bergantung pada seberapa besar kita mampu

memberdayakan potensi yang kita miliki.

我々は世界的経済危機の影響をどれほど抑えられるのだろうか。本当の不況の影響は今年の

上半期に感じられるのである。

その答えは自国の中にある。即ち我々はどれほど潜在的な力を工夫できるかによるのである。

II 3 Salah satu potensi besar yang sering luput dari arus utama kebijakan ekonomi kita adalah

pengembangan pasar domestik. 4 Ia baru dilirik ketika pasar ekspor sedang lesu. 5 Dalam situasi

normal, teropong ekonomi kerap diarahkan ke pasar luar negeri.

我々の経済政策の主軸をシフトできる可能性のある潜在的な力は、国内市場の開発にある。

輸出市場が低迷しているならその市場を横目でちらっと見る 。通常は、経済の双眼鏡はしば

しば海外の経済市場に設定されている。

III 6 Padahal, lebih dari 70% pendapatan negara disumbang dari pasar dalam negeri. 7 Pasar ekspor

hanya menyumbang kurang dari 30%. 8 Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pada

2009 pasar domestik diperkirakan menyumbang pendapatan negara lebih dari 80%, sedangkan pasar

ekspor hanya menyumbang sekitar 18%.

国の収入の 70 ％以上は、国内市場から得ていることがわかったが、一方で輸出市場は国の

収入の 30 ％未満にすぎない。また、財務長官 Sri Mulyani 氏は、2009 年度の国の収入に貢

献する国内市場は 80％以上、国外市場はおよそ１８％と推定した。

IV 9 Data tersebut menggambarkan pasar domestik memiliki potensi yang luar biasa untuk
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digerakkan dan merupakan jawaban yang ampuh untuk menghadapi imbas krisis finansial global

yang akan lebih dirasakan pedihnya oleh negara-negara yang bergantung pada ekspor.

それらのデータから分かることは、国内市場にいくつかの開発できる潜在的な力があること

であり、現在の世界的金融危機への答えである。特に、輸出に依存した国々にとっては悲し

く感じられる。

V 10 Kepedihan itu terutama mendera sebagian besar negara yang kekuatan pasarnya sedang

tumbuh ( emerging market ) yang menguasai 60% pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat dan

negara-negara maju. 11 Akibat krisis, permintaan dari negara-negara tujuan ekspor tersebut kini

mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap permintaan barang-barang dari negara-negara

yang sedang tumbuh ( emerging countries ).

VI 12 Karena itu, fokus mengembangkan potensi pasar domestik mestinya menjadi prioritas

utama kebijakan ekonomi pemerintah tahun ini. 13 Kendati menambah beban pada semua komponen

ekonomi, fokus pengembangan potensi pasar domestik akan mampu menyelamatkan masyarakat dari

imbas krisis.

このため、政府は今年国内市場の潜在的開発に焦点を当てた経済政策を最優先とするべきな

のである。経済上のすべての機能への負担を増加させるが、国内市場の潜在的な開発に重点

を置いたことによって金融危機から社会を保護できる。

VII 14 Tekad yang sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada malam

menjelang pergantian tahun sudah tepat, namun harus lebih dikonkretkan. 15 Tekad itu adalah

memelihara pertumbuhan ekonomi di level 4,5%, menjaga daya beli masyarakat, dan memberantas

barang impor ilegal.

新年を迎える時、ユドヨノ大統領が演説した決意は妥当であるが、「具体化された活動を実現

していること、国民の購買力を維持して、密輸品を撲滅すること」と述べた。

VIII 16 Langkah konkret menjaga daya beli, misalnya, bisa dilakukan dengan melibatkan secara

penuh produsen dalam negeri pada semua proyek negara.

(17) Bahan-bahan yang komponennya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, seperti semen, besi

lokal, dan aspal, harus dimaksimalkan dalam pengerjaan proyek negara.

例えば、購買力を維持するための具体的な処置としては、すべての国の計画に、国内生産者

からの関与を求めることが挙げられるが。 国内で製造できる材料即ちセメント、鉄鋼アスフ

ァルトなどのようなものは国の事業計画で最大限に処理するべきだ。

IX 18 Untuk memperluas pasar domestik, negara harus memberi insentif lebih berupa

pembebasan pajak pertambahan nilai kepada dunia usaha yang sangat dominan memakai komponen

bahan baku dalam negeri dan banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri tekstil dan garmen. 19

Kebijakan itu perlu dilakukan agar masyarakat tetap bisa menjangkau harga produk tersebut dan

pengusaha juga diuntungkan karena pasarnya terjaga. 20 Langkah itu harus pula dibarengi dengan
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perang habis-habisan terhadap penyelundupan. 21 Jangan biarkan produk buatan China masuk secara

ilegal dan menghancurkan industri dalam negeri.

国内の市場を拡大するため、政府は国内資源を利用した業界に課税の免除などの優遇措置を

とるのだ。例えば多くの労働者や新事業を利用した繊維、衣料品業界などである。国民に製

品の価格に手が届くようにする一方で、事業者は安定した市場から利益を得られるように政

策を実現する必要がある。その政策は密輸入に対する政策と同時に行わないといけない。 国

内産業を破壊しうる中国製製品の不法密輸入を防止しなければならない。

X 22 Jika semua langkah itu serentak dilakukan, beban ekonomi akan terasa lebih ringan. 23

Sebab, kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain untuk menyelamatkan negeri ini. 24 Mereka

juga sedang dilanda kepanikan dan mencari pegangan yang kukuh agar tidak terhempas

これらの行動が同時に行われれば、経済的負担を軽く感じられるだろう。それは他国に我が

国を救うことは期待できないからだ。彼らもパニックに襲われて、投げ捨てられないように

安定した対策を探っている。

XI 25 Kita hanya butuh membangkitkan kekuatan pada diri anak bangsa untuk menyelamatkan

negeri kita sendiri.

我々は自国を救うために自国の持つ力を復興させるほかにない。

インドネシア語の社説の文章例 2 について、日本語の文章例 1 と同様に、文章全体におけ

る語句の反復の様相を【表 B】（章末に掲載）によって把握した上で、関連語句の反復表現を

観察整理した結果、下記の【反復表現表 3、4】のようにまとめられる。

【反復表現表 3】文章例 2：反復表現の様相

系列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

段落 文 危機関

係

時間関

係

接続

語句

開発 潜在的

力

経 済 政

策

市場 国の収

入

援助 困難さ 焦点 決意 国のプ

ロジェ

クト
内外市場 市場の主体 市 場 に

関 わ る

政策

I 1 Badai
krisis
ekono
mi
global,
Imbasn
ya

Paruh
pertam
a tahun
Ini

2 yaitu membe
rdayak
an

potensi

II 3 sala
h
satu

penge
mbang
an

potensi
besar

kebijaka
n
ekonomi

pasar
domestic

4 Lesu ia
pasar
ekspor

5 dalam
situasi
Normal

teropong
ekonomi

pasar luar
negeri

III 6 pada
hal

pasar
dalam
negeri

pendapa
tan
negara

Disumb
ang

7 pasar
ekspor

pendapa
tan
negara

Menyu
mbang

8 Pada
2009

bahk
an,
Seda
ngka
n

pasar
domestik,
pasar
ekspor

menyu
mbang
menyu
mbang

IV 9 Imbas
krisis
finansi
al
Global

digerak
kan,
mengh
adapi,

Potensi
yang
luar
biasa

pasar
domestik

Negara-
negara yang
bergantung
pada ekspor

Pedihnya
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【反復表現表 4】文章例 2：反復表現の様相

V 10 Pasar
ekspor

negara yang
kekuatan
pasarnya
sedang
tumbuh,pasar
ekspor ke
amerika
serikat,
negara-negara
maju

Kepedihan

11 akibat
krisis

sehi
ngga

Permintaa
n,
permintaa
n

negara-negara
tujuan ekspor,
negara-yang
sedang tumbuh

VI 12 tahun
ini

kare
na
itu

menge
mbang
kan

Potensi kebijaka
n
ekonomi

Pasar
domestic

fokus

13 imbas
krisis

kend
ati

Penge
mbang
an

Potensi kompone
n
ekonomi

pasar
domestic

fokus

VII 14 Pergant
ian
tahun

nam
un

Lebih
dikongkri
tkan

tekad

15 Memel
ihara

Pertumb
uhan
ekonomi

menjaga
daya beli,
membera
ntas
barang
impor
ilegal

tekad

VIII 16 misa
lnya

produsen
dalam negeri

langkah
kongkrit,
menjaga
daya beli

proyek

17 sepe
rti

Bahan-bahan
yang
komponennya
sudah bisa
diproduksi
dalam negeri

proyek
negara

IX 18 sepe
rti

mempe
rluas

pasar
domestik,
bahan
baku
dalam
negeri

dunia usaha

19 Pasar Pengusaha Kebijaka
n

20 Langkah,
penyelun
dupan

21 industri dalam
negeri

barang
impor
ilegal

X 22 Beban
ekonomi

Semua
langkah

23 Seba
b

24
XI 25 memba

ngkitka
n

Kekuat
an
pada
anak
bangsa

系列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

段落 文 X Y Z

I 1 ○○ ○

2 △ ○ ○

II 3 △ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○○

5 ○ ○ ○

III 6 △ ○ ○ ○

7 ● ● ○

8 ○ △△ ●● ●●

IV 9 ○ ○○ ○ ● ○ ○

V 10 ● ○○○ ○

11 ○ △ ○● ○○

VI 12 ○ △ ○ ● ● ● ○

13 ● △ ● ● ○ ● ●

VII 14 ○ △ ○ ○

15 ○ ○ ○○ ●

VIII 16 △ ○ ●● ○

17 △ ○ ○

IX 18 △ ○ ●○ ○

19 ○ ○ ○

20 ○

21 ○ ○

X 22 ○ ○

23 △

24
XI 25 ○ ○

頻度 6 4 12 9 6 6 19 2 3 2 2 2 2

全体頻度 24 16 48 44 24 24 76 8 12 8 8 8 8

のべ語数 7 3 13 11 6 12 24 2 4 2 2 2 2



57

文章例 2 における関連語句の反復表現として、【反復表現表 3、4】に示すように次の 13 系

列が立てられる。

1 危機関係 2 時間的関係 3 接続語句 4 開発 5 潜在的な力

6 経済関係 7 市場 8 国の収入 9 援助 10 困難さ

11 焦点 12 決意 13 国のプロジェクト

以上の系列のうち、8「市場」は X（内外市場）と Y（市場の主体）、Z（市場に関わる政

策）に下位分類される。

2.4.2.1 関連語句の反復の分布

ここではインドネシア語の文章例 2 における関連語句の反復の様相を観察する。上記の【反

復表現表 3、4】を参照すると、本文中に 2 回以上出現する、関連語句をなす系列は 13 系列

である。そのうち、全体頻度が 20%を超えている関連語句の反復の異なる系列は接続語句を

除いて 5 つである。またその 5 つの系列は系列全体の 42％という比率なので、インドネシア

語の文章 2 では文章の全体的構造に出現する関連語句の反復が上記の文章例 1 に比べても低

く、総じて多くないと判断できる。5 つの中では、高頻度を示す系列が 『開発』と『7 市場』

の系列しかないということも上記の表から分かる。その他の関連語句は文章の一定の部分に

密集して分布している。インドネシア語文章において、関連語句の反復は、部分的な話題を

支えたり、あるいは話題展開の連続性を表す文と文および段落と段落とのつながりをもたら

したりするものと推測できる。

以上のことを簡単にまとめると、上記の【反復表現表 3、4】で示したように、インドネシ

ア語の文章例 2 は関連語句の反復の系列数において日本語の文章例 1 と比べれば、大きな差

違は認められないものの、語句の反復は局所的であって、全体的に分布することは少ない。

つまりある特定の系列の語句の反復によって話題が長く展開されることはない。新しい話題

が次々と出現して展開していくことが分かる。

次に、インドネシア語の文章における反復表現の表現形式について述べる。上記の【反復

表現表 3、4】で示されるように、インドネシア語の文章例 2 では関連語句の反復だけでなく、

同一語句の反復そして接続語句の出現が多いことが分かる。また、次節の考察でも説明され

るように、インドネシア語の文章例 2 では接続語句、指示詞、代名詞、関連語句の反復ある

いは同一語句の反復が多く出現しており、文と文の連接が結合と言ってよいほど強く緊密し

ているということができる。これら、同一語句や接続語句などの文法形式を中心とする反復

の表現形式は、文章全体の一貫した話題を築くために文と文あるいは段落と段落の連接が緊

密であることを示す機能を果たすものである。

2.4.2.2 インドネシア語の文章構造の特徴について

ここでは関連語句の反復とその系列がどのように文章の文脈形成と統括性に関与するかを
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検討する。

段落 I 文 1 には badai krisis ekonomi global（国際的な経済危機の嵐）」、「imbasnya（危機の

影響）」という語句によってなされる系列と「tahun ini（今年）」といった 2 系列で新しい語

句が登場し、「我々は世界的経済危機の影響をどれほど抑えられるのだろうか」という表現で

文章の読み手に直接的に働きかける修辞疑問文を使って、文章の話題を導入する。文 2 は先

行の疑問文に対する回答文として「国内市場の重要性」の話題が述べられる。文 1 と文 2 に

おいては、特に、｢jawabannya（その答え）」の指示代名詞「Nya」によって、2 つの文の間に

おける話題の一貫性が築かれる役割を果たす。指示代名詞「nya」は先行文脈を指しながら話

題の内容を持ち込んで、2 文の話題を統括している。換言すれば、文 1 と文 2 の関係は「結

合」といって良いほどの緊密な関わり方をし、先行する問いかけの文は必然的に後続する答

えとなる文を要求する。問いと答えの文はこの段落 I で見られる、話題の一貫性を形成する

言語現象の一例である。この 2 つの文は結論を先取りすれば、主題に関わる応答をなしてい

るというで文章全体のまとまりを形成するものである。文 2 では、先行した話題が「-nya」

の用法によって保持しながら、『開発』と『潜在的な力』という 2 つの新たな系列が導入され

る。

後続する段落 II 文 3 の「potensi besar（主要な潜在的な力）」、「pengembangan （開発）」は、

直接先行文脈の文 2 の「potensi yang kita miliki（私たちが持つ潜在的な力）」（下位・上位関

係）と「memberdayakan （活性化する）」（言い替えの関係）いう系列の関連語句が反復され

るが、文 2 の「潜在的な力」は文 3「潜在的な力」より一般的なことを指すものであると解

することができる。換言すれば、文 3 の「潜在的な力」は「国内市場にある潜在的な力」を

特定化している。さらに、文 3 では「kebijakan ekonomi（経済政策）」、「pasar domestik（国内

市場）」という新たな 2 系列の語句が初出して新たな話題が導入される。文 3 以降は先行の話

題との関係を保ちながら、新出の語句が出現することから、話題の新たな展開が図られると

いえる。後続する文では「pasar domestik（国内市場）」に関わる様々な事実が示されること

によって、具体的な説明が提示されると予想できる。文 4「ia」（あれは）が指し示すのは文

3「pasar domestik（国内市場）」であり、これを代行して反復している。また文 4 の「pasar ekspor

（輸出市場）」は先行の「pasar domestik（国内市場）」と対立している。このように、反復語

句同士の関係を見ると、文3と文4の話題は対立的関係によって展開していると解釈できる。

後続する文 5 には先行の話題「kebijakan ekonomi（経済政策）」を「teropong ekonomi（経済政

策）」で類似的関係、また「pasar ekspor」が「pasar luar negeri」と言い替えられ、あるいは「pasar

domestik」（国内市場）で対義的関係による反復表現が繰り返される。文 3 から文 5 にかけて

は言い替えによる反復、類似的関係、あるいは対義的関係による反復によって話題の統一が

形成されている。

段落 III は文 6 から文 8 の 3 つの文から構成される。文 6 の「pasar dalam negeri（国内市場）」、

文 8 の「pasar domestik（国内市場）」は先行文 5「pasar luar negeri（国外市場）」と対義的関係
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であるが、文 7 の「pasar ekspor（輸出の市場）」、文 8 の「pasar ekspor（輸出の市場）」は先

行文 5「pasar luar negeri」の言い替えによる同系列の関連語句の反復表現である。段落 III は

先行する段落との話題の統一性を保っていると解することができる。文 6 の「pendapatan

negara（国の収入）」では新しい系列がなされ、話題を展開させる。この話題は文 7 でも同一

語句の反復が見られる。しかし、これ以後は一切姿が消えて、繰り返されない。

文 6 の「disumbang（貢献される）」という新たな系列も後続する文 7「menyumbang」（貢

献する）、文 8「menyumbang」と言い替えによる反復を繰り返し、3 つの文間のつながりを緊

密にしている。さらに、文頭に置かれる語句、文 6 の「padahal（〜のに）」、文 8 の「bahkan」

（さらに）といった接続表現は、先行する文の内容に反する内容を述べ、さらにその説明を

加えることで、当該の文の間の論理的文脈展開の関係をより強めている。段落 III の話題と

しては、財務長官の演説を引用し、「国内市場の重要性」と「国の収入」の関係という課題に

対する客観的な事実を提示することで、問題を解説する部分である。

段落 IV 文 9 は先行文脈との関わり方を成すために語句「pasar domestik（国内市場）」、

「potensi yang luar biasa（重大の潜在的な力）」、「imbas krisis finansial global（国際的な金融危

機の影響）」、「pasar domestik, ekspor （内外市場）」などが見られ、各系列の同一語句の反復

と同義・類義的関係による関連語句の反復が行われている。また、「tersebut」（既述の〜）と

いう接続詞的機能を持つ語句は、先行する内容を代行する機能を持ち、文及び段落の相互関

係を強めているものである。さらに、文 9 の「pedihnya（危機による困難さ）」と「negara-negara

yang bergantung pada ekspor（外国市場に依存する国々）」は関連語句の反復であって、『危機

関係』と『市場』の 2 系列に示された話題を受け継ながら、『国内市場』の重要性を解説して

いる。

故に、後続する文 10 には「kepedihan itu （その困難さ）」といった指示表現を含む同一語

句の反復が出現することで、直接先行した話題が保持され、さらに「negara yang kekuatan

pasarnya sedang tumbuh（新興国の市場）」、「pasar ekspor ke amerika serikat（アメリカ合衆国へ

の外国市場）」、「negara-negara maju（先進国）」は先行した文 9「negara-negara yang bergantung

pada ekspor」（外国市場に依存する国々）と類似関係による関連語句の反復を繰り返している。

この話題は文 11 の話題として繰り返され、そこに「negara-negara tujuan ekspor（輸出向けの

諸国）」、「negara-negara yang sedang tumbuh（新興国）」（言い替え）の関連語句の反復と

「permintaan（需要）」（上位・下位関係）の同一語句の反復によって話題として継続が認め

られる。つまり、段落 V では段落 IV で再度取り上げられた『危機関係』の系列で表わされ

た話題を、主に「需要」と「市場の主体」の系列で示される話題「アメリカをはじめ先進国

と新興国の市場に依存する国々」との関連によって展開させている。

段落 VI 文 12 では、「fokus（焦点）」という語句が初出現するため、新しい話題が導入され

たと判断できる。しかし文 12 では、「fokus」の出現で新しい話題が提示されるが、接続語句

「karena itu（そのため）」、及び「potensi（潜在的な力）」、「pasar domestik（国内市場）」、「kebijakan
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ekonomi（経済政策）」、「tahun ini （今年）」といった 4 系列の同一語句の反復と、語句

「mengembangkan（発展させる）による『開発』の系列が同時に再度提示され、段落 II から

段落 V までの話題を統括している。後続する文 13 にも同様に、「komponen ekonomi（経済要

素）」、「fokus（焦点）」、「pengembangan （発展）」、「potensi（潜在的な力）」、「pasar domestik

（国内市場）」、「imbas krisis（経済危機）」という 6 系列の関連語句が反復されている。しか

し一方、「fokus（焦点）」の系列の反復はなされず、後続する部分には出現しない。

なお、ここで検討したい重要なことは、文 12 での「karena itu」（そのため）という指示詞

を含み因果関係を表す接続表現である。文章中の話題の展開における「karena itu」はそれま

で解説されたことをまとめて結果を提示する機能を果たしている。このことから、段落 I か

ら段落 VI にかけては、主に、同一語句の反復表現をはじめ、言い替えや対義的関係による

関連語句の反復表現が話題の展開を辿り、段落 VI 文 12 で話題が統括されているといえる。

文 14 には、「tekad」（決意）と「dikongkritkan（具体策）」といった新出系列の語句が登場

し、文 15 にも指示詞を付した同一語句「tekad itu」（その決意）の反復がある。また、文 15

には 『tekad（決意）』の系列が提示されるほかに、「menjaga daya beli masyarakat（社会の購

買力を維持する）」、「memberantas barang impor ilegal（密輸入を防止する）」という語句による

「市場に関わる政策」という系列が先行の話題「dikongkritkan（具体策）」を詳述するもので

ある。

後続する文 16 では、先行文脈との関わり方をなすために「menjaga daya beli （購買力を維

持する）」の同一語句によって反復される一方、「produsen dalam negeri（国内生産者）」とい

う語句が先行する『市場の主体』（類似的関係）の関連語句によって話題を保持している。さ

らに文 16 には「misalnya（例えば）」の接続語句が出現するから先行する文 15 の話題を具体

化すると解することができる。

しかし、文 16 では、上記のように先行文脈の話題を保持しながら、「proyek negara（国の

プロジェクト）」という語句が出現することによって、新たな話題が導入されると看做される。

この話題は後続文 17 でも再度提示されて保持される。文 17「bahan-bahan yang komponennya

sudah bisa diproduksi di dalam negeri（国内で生産できる物資）」は先行する文 16「produsen dalam

negeri（国内生産者）」（言い替え）の関連語句で反復される。要するに、段落 VII と段落 VIII

とでは、『決意』、『市場』という 2 系列の同一語句および言い替えを中心とした関連語句の反

復によって話題の統括性が形成されているといえる。

後続する段落 IX は 4 つの文から成り立っている。まず文 18 では、「dunia usaha（企業界）」、

「Pasar domestik（国内市場）」、「bahan baku dalam negeri（国内で生産される物資）」の語句が

直接先行文脈の文 16「produsen dalam negeri（国内生産者）」の言い替え、あるいは 17

「bahan-bahan yang komponennya sudah bisa diproduksi di dalam negeri（国内で生産できる物資）

の類似的関係による関連語句の反復が認められることから話題の保持が認められる。また、

文 18「pasar domestik」は（国内市場）という語句の反復によって、直前の先行段落 VIII の
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話題を展開するのみならず、それまで（段落 II から段落 VIII まで）保持された話題を維持し

ていることは上記の表で明らかである。

文 19 から文 20 にかけては、「kebijakan itu（その政策）」、「pasar（市場）」、および「langkah

itu（その行動）」、「barang impor ilegal（密輸入）」といった語句の反復で先行文脈の同系列が

形成されるため関連語句の反復表現と見なされる。特に、語句「kebijakan itu」と「langkah itu」

において、指示表現「itu」を含む提題表現の指し示す対象は文 18 の表す全ての内容を代行

する表現である。このような形で、文 19 と 20 は先行した文脈を維持しながらまとまりを成

している。後続する文 21「industri dalam negeri（国内産業）」は例えば、文 19「pasar（市場）、

18「pasar domestik（国内市場）」、或いは文 16「produsen dalam negeri（国内生産者）」、文 17

「produksi dalam negeri（国内生産）」と類義的関係によって系列をなし、それは段落 VII から

段落 IX に至るまでの「pasar domestik」（国内市場）を話題とする統括性を形成している。ま

た文 21「masuk secara ilegal（密輸入）」が文 15 の「memberantas barang impor ilegal（密輸入

を防止する）」（下位・上位関係）、文 20「penyelundupan（密輸）」（言い替え）という関連語

句の反復で文 14 から文 21 にかけての話題の連続性を緊密している。

段落 X 文 22 には、「langkah itu」（その行動）という直接先行する文脈の同一語句の反復表

現が認められ、話題の統括性を捉えることができるが、一時中断した「beban ekonomi」（経

済的負担）の出現によって、開始部、文の話題が文 22 に再度登場し、文章中に頻出した他の

話題と共にまとまりを導入すると考えられる。また、文 23「kita」（我々）9と文 24「mereka」

（彼ら）、また最終の段落 XI 文 25「kita」（我々）についても同様に、直接先行文脈の段落 I

段落 II に初出している。同一語句の反復表現とみなすことができることから、いわゆる開始

部に示された話題の一部、あるいは同一主語（参与者）を提示することで、文章の開始部と

終了部との内容的まとまりを保っているものと考えられる。

2.4.2.3 関連語句の反復表現からみた文章例 2 の全体的構造

以上、インドネシア語の文章構造にわたる関連語句の反復の様相を観察しながら、話題の

文脈展開を辿ってみた。ここでは、関連語句の反復表現が文章の文脈展開と統括性にどのよ

うに関与するかを検討する。

9 【表 B】では「kita（私たち）」、「 mereka（彼ら）」 等のような人称代名詞についても、同一語句の

反復が観察されるが、「主語」等として文法上の理由で出現しており、文章における話題を表す系列として

は認められないため、上記の【表 3、4】においては対象外とした。一方、日本語の文章では、人称代名詞

の出現する頻度が多くないが、「私たち」という人称代名詞が主に文章の終了部に出現する傾向がある。一

方、終了部では、このような人称代名詞と共に、文章の中にとりあげられた話題としてのことがらに対する

見解判断を述べたり、読み手に質問や要望等をして直接働きかけたりする意見の文が多く出現する（第 4 章

参照）。文章の書き手の見解判断の提示と、人称代名詞の出現傾向は大きな関わりがあると考えられる。
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インドネシア語の文章例 2 を検討した結果、以下のことが分かる。

まず、インドネシア語の文章例 2 では、日本語の文章例 1 と同様に、話題を展開するにあ

たって、新たな系列が初出現することで先行した話題に新しい話題を加えて展開させるとい

う文脈展開のあり方が共通していることが観察された。しかし、上記の【表 3、4】で見たよ

うに、文脈展開において先行する話題を関連させるにあたって、文章例 2 では、主に同一語

句、指示詞、代名詞を利用しながら、類似的関係、対義的関係、上位・下位関係などで関連

語句が反復されることによって先行の話題を繰り返し、新たな系列が形成されて話題を展開

させていくという特徴が見られる。

話題転換の場合には、先行する話題と異なる新しい話題が初出現するというのが日本語の

文章の特徴と類似しているが、先行した話題との関係を指示詞、接続詞などの直接的表現で

維持するというインドネシア語の特徴においては両言語の多少の相違点を示している。そし

て、先行した話題をまとめるには、それぞれの系列で示される先行の話題を、同一語句の反

復で再度提示することで、接続詞あるいは指示詞によってまとめるという特徴が確認できる。

次にインドネシア語の文章例 2 の全体的構造を検討する。インドネシア語の文章例 2 では

関連語句の反復表現の観点から見た文章の全体的構造が大きく 4 つの部分的まとまりから構

成されることが分かる。

最初のまとまりは、1 段落の 2 つの文からなる。文 1 と文 2 は「kita」（我々）という同一

語句の反復表現が繰り返されることで、文間の意味的まとまりが確認された。これらの文間

には問いと答えの関係による話題の統括性も形成されている。

2 つ目のまとまりは段落 II から段落 VI までである。この間には「pasar domestik」（国内市

場）を話題として提示して以来、同一語句の反復表現が繰り返されることで段落 VI まで話

題が維持され、内容的まとまりが示され統括性が形成されることが分かる。その上、「pasar

domestik（国内市場）」は文章の構造全体にわたって出現する。文章全体の話題の骨格を形作

っていると看做すことができる。文 3 から文 20 に至っての話題は同一語句や類義的関係、或

いは対義的関係で「pasar domestik（国内市場）」の話題に関与しているからである。

3 つ目のまとまりは段落 VII から段落 IX までであるが、この間には先行した話題「pasar

domestik（国内市場）」について、類義的関係や上位関係・下位関係による関連語句の反復表

現として繰り返され、話題の継続展開が観察される。

最後のまとまりは 2 つの段落からなるが、主に、段落 I に初出した「kita（私たち、我が国、

インドネシア）」と「krisis ekonomi（経済危機）」の反復が再度現われ、この最後のまとまり

の話題として文章の開始部と終了部に統括性を作ると見ることができる。

2.5 日本語とインドネシア語との文章構造における特徴

上記の 2.4 節の考察を踏まえ、ここでは、関連語句の反復表現がどのようにして文章の全

体的構造において統括性を形成するかについて、観察された特徴を述べていく。しかし、本
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分析では両言語のそれぞれ 1 本ずつしか考察していないため、断定的な結論を避けておきた

い。しかし、文章例 1、2 とも語句が文章全体にわたって多く反復され、文の数が一致してい

る。改めて本章ではこの 2 の文章を研究のサンプリングとして、両言語の文章構造の特徴を

検討する。

まず、文章例 1 を分析した結果により、日本語の文章では、関連語句の反復表現は様々な

次元で統括性を作ることが観察できた。具体的には、同一語句の反復表現のみならず、同義・

類義関係、対義的関係、上位関係・下位関係などの方法で文章構造の全体にわたって話題が

維持されていることが分かる。そのため、文章中における関連語句の反復表現は一見したと

ころで目立たない言語表現となる。これに対して、インドネシア語では、文章の統括性は主

に、同一語句の反復表現と代名詞、指示詞で形成されている。その結果、文間の意味的まと

まりは一見したところでも明示的である。ただし、いずれの言語においても関連語句の反復

表現が文章の統括性に大きく関与していることは明らかで、一度述べられたなにかが再び述

べられているからといって、それらが全く無駄だとか、余計な部分だとかいうマイナス印象

は与えない。むしろ、反復によって話題の維持や展開を示している。あるいは反復しないこ

とや新たな系列の語の導入によって新たな話題の導入や話題の転換が示されているのである。

次に、文と文との間に関係性の度合いについて観察したことを述べてみたい。日本語の文

章では、反復表現が多様なレベルの関連語句で示されることも関連して、文と文あるいは段

落と段落との間の関係を明示する言語形式はごくわずかである。このことから、文脈展開が

暗示的であるといえる。一方、インドネシア語では同一語句の反復も多く、系列内の関連語

句の、のべ語数も異なり語数も少ない。接続語（句）や指示語の出現も多く、文と文、段落

と段落の関係は明示的である。つまり、この相違点が日本語学習者、特にインドネシア人日

本語学習者にとって文章中における話題展開を把握することの困難に遭遇する原因なのでは

ないかと考えられる。

2.6 おわりに

本章においては、関連語句の反復表現がどのようにして文章の全体的構造における意味的

まとまり（統括性）を形成するかについて日本語とインドネシア語のそれぞれ 1 本の文章を

検討した。もちろん、本研究の考察対象は各言語について 1 本ずつ、わずか 2 つの文章を取

り上げたに留まり、非常に限定されたものであって、ここでそれぞれの言語特徴を全体的に

述べることは控えなければならない。今後、より文章のジャンルを増やして考察対象として

検討することによって、観察を深める必要がある。

本研究のまとめは 2.5 節で述べたとおりである。ここでは関連語句の反復表現が統括性の

形成に関わるという立場を繰り返して述べたいと思う。上で取り上げた 2 つの社説において

は、関連語句の反復を通し、文章の統括性および意味的まとまりや話題の転換の様相につい

て、文章の全体的構造にわたって観察できたのではないかと思われる。
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最後に、本研究では、社説の文章構造の解明に向けて関連語句の反復の様相を視点として

取り上げた。次の課題としては、文章の全体的構造に関与するもう一つの指標、提題表現、

叙述表現の観点による分析を進めていく。
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日本語とインドネシア語文章における関連語句の反復を判定する際に扱う資料

【表 A】日本語文章例 1 における語句の分布

文

語句

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

大学 京都大

複数の－

－界 －当局

も
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－
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「 裏口

入学」
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犯 罪
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－
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－
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－

課題 －
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－
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－

※「－」は語句と同一語形であることを示す。網掛けで示される部分はある一定の系列を形成する関連語句の反復である。（以下、同様）



【表 B】インドネシア語文章例 2 における語句の分布
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第 3章

日本語社説の文章構造における統括性

―提題表現と叙述表現に注目して―

3.1 はじめに

本章の目的は、日本語における統括性1が、文章の全体的構造に見いだされる文の集合や段落の相互

関係によってどのように形成されるかについて具体的指標を用いて明確にし、かつ統括性に基づいてど

のように全体的構造を類型化できるかについて考察することである。

佐久間（2000）では、文章を構成する文や段の統括力を示す言語形式を「文脈展開形態」と述べ、文

章の主要な文脈展開形態として、（1）接続表現、（2）指示表現、（3）反復表現、（4）省略表現、

（5）提題表現、（6）叙述表現の 6項目を提示した。

本章では、佐久間の説に従い、（5）提題表現と（6）叙述表現（提題・叙述表現の関係）に注目し、

日本語の文章構造における統括性を考察していく。この 2点の分析観点を用いるのは、文章の全体的構

造にわたる統括性を示すことができ、文章構造の本質に関わるという性質による。文章は形式的な面か

ら見れば、文の集まりである。但し、単なる文の羅列だけでは文章としては成立しない。文の集まりが

文章として成立するには、複数の文が関係づけられて文脈が形成され、全体の構造において内容上のま

とまりがなければならない。ここに、文章構造の本質がある。その本質は「統括性」と捉えることがで

きよう。換言すれば、統括性は文章の内容上のまとまりを根拠づけるものであると考えられる。この見

方を踏まえると、どのようにして統括性が形成されるかということが、文章構造を分析するに当たって

最も重要な研究課題であると考えられる。そこで本研究では、提題・叙述表現を統括性の形成に深く関

わっているものと位置づけ、文章構造を捉えるうえで重要な分析観点であるとする。

3.2先行研究における提題表現・叙述表現の定義

3.2.1先行研究

統括性に関わる代表的な先行研究として、永野（1986）、市川（1978）、佐久間（1987、1995、

2000）を挙げることができる。

1 本研究で用いる統括性は茂呂（1982）の規定によるが、佐久間（1987、1995、2000）の統括機能、市川（1978）の整合

性、永野（1986）の統括論などの概念と重なり、文章の全体的構造を把握する観点の一つである。
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永野（1986）は統一し完結した言語形式を具えたものを文章と定義し、その“統一”と“完結”との両者

を含む概念を“統括”と呼ぶ。永野（1986）では、文章構造を考えるに当たって「連接論」、「連鎖論」、

「統括論」の 3点の分析観点を設定し、「連接論」によって文脈展開の流れを辿り、「連鎖論」によっ

て全体の構造を把握し、「統括論」によって統一と完結とを最終的に確認すると規定している。

また、市川（1978）はそれぞれの段落と段落との関係から文章の構成形式を考え、統括する段落の有

無によって、文章構造を（1）全体を統括する（大）段落を持つものと、（2）持たないものに類別して

いる。

佐久間（1987、1995、2000）は、永野（1986）の 3つの分析観点のうち、最も重要な観点である統括

論を継承し、主に文章を構成する「段」の統括機能に重点をおいて研究している。佐久間（2000）では、

中心段の統括機能の配列位置や配置度数による「文章構造類型」（文章型）として、ア. 頭括型（文

章の冒頭部に中心段が位置するもの）、イ. 尾括型（文章の結尾部に中心段が位置するもの）、ウ.

両括型（文章の冒頭部と結尾部にそれぞれ中心段が位置するもの）、エ. 中括型（文章の展開部に中

心段が位置するもの）、オ. 分括型（文章の 2か所以上に複数の中心段が分散して位置するもの）、

カ. 潜括型（文章中に中心段がなく、主題が背後に潜在するもの）の 6 種の分類を挙げる。これ以後、

多くの文章研究が佐久間の研究に基づいて行われるようになった。

佐久間の研究は、分析観点が客観的に整理されており、特に前述の分析観点（1）～（6）は、文章の

文脈の指標となる項目をほぼ網羅していると考えられ、多面性という点で優れている。永野（1972、

1986）、市川（1978）の欠点を補う方法が提示されているといえる。従って、本研究でも佐久間

（2000）の観点を用い、社説の分析を行うことにしたい。

ただし、佐久間の研究から応用するのは、あくまで観点である。佐久間の分析では書き手の主張や文

章の趣旨を示す主題文の位置から頭括型、尾括型、中括型等のような類型を抽出することで有益な知見

が得られるが、佐久間（2000）では、文章の統括機能を見いだす観点を提唱し、その観点から中心段を

決めて文章を類型化したにとどまっている。文章の全体的構造がどのように形成されるか、あるいは文

章の中心段のありかの違いが文章の類型として日本語文章のどのような特徴を反映しているのかについ

ては必ずしも明らかではない。従来の文章論の整理では、日本語学習者にとって、どの主題文が文章の

趣旨を示すものか、また各々の文章型が全体的構造としてどのような特徴を持つか、あるいはそれぞれ

の文章型の統括性がどのように形成されるかについて十分に把握することができないと考える。これは

佐久間が提出した観点自体から生まれる限界ではなく、観点の使い方及び分析対象から生じる限界であ

ると筆者は考える。佐久間（2000）では、多様な文章をもとに類型化が行われている。しかし日本語の

文章における統括性の形式を明らかにするためには、むしろ趣旨の明確な論説文において、佐久間の提

出した 6つの観点の出現や分布の様相を観察することが有効であると考える。そこで本研究では、論説

文としての社説文章をとりあげ、日本語の文章の全体的構造とその分布がどのような特徴を持つかを究

明することを重要な課題とする。

佐久間は文章の趣旨を示す主題文の出現位置を重視した分析・分類を行っているが、主題文にも見解

判断を含むものや含まないものなど多様なものがある。出現位置などの特定の観点に偏らない分析・分
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類を行うことにより、佐久間によって提出されている文脈展開形態の内実の具体的な考察をさらに進め

た形で、日本語の社説文章を分類したい。

3.2.2提題表現と叙述表現の定義

文章論において、文章・談話の話題展開を正しく理解するには、当該の文章・談話における話題を挙

げる提題表現2と、それに対応する叙述表現との組み合わせが重要な手がかりとなる（永野（1986）、

佐久間（1987、2000）、野村（2003）、河内（2008）、河内・佐久間（2010））。

提題表現、叙述表現については多くの研究者によって多様な定義が行われるが、先行論の説を検討し

ながら概念・定義を詳しく規定したのは佐久間（2000、2010）である。本研究では佐久間の定義を用い

ることにする。

提題表現は佐久間（1987）によって「文脈展開形態」として導入された。佐久間は提題表現を「文章

や談話で何かを表現するには、相手に伝えたいことがらを「話題」として言い表して説明し、それに関

する自分の考えや気持ちを述べたり、相手に問いかけたりする。どんな内容についてどのように述べる

のかを言葉で表現したもの」と定義している。

佐久間（2010）では、提題表現と称するものは「文や節の表す内容の中核をなす話題（文の主題と主

格を表す言語形式全般を含む）の表現で、提題内容に共起する表現によって、「ハ」、「ガ」などの

55類に分類されている」とする。

永野（1986）では、文章論において「が」の主格的性格と「は」の主題的性格との区別を主張するよ

り、両者を一括する考え方を持った方がよいとする。なぜならば、「文章の展開の上で「が」と「は」

とは互換性をもつのであって、お互いにその位置を奪いあい、埋めあうという相互関係があるからであ

る」と指摘している。

そして、叙述表現については、佐久間（2000）が永野の「陳述の連鎖」をより広くとらえて導入して

いる。叙述表現とは、提題表現によって文章や談話における「話題」としてとりあげられることがらを

説明し、それに対する自分の考えや感想を述べたり、相手に質問や要望などで直接働きかけたりするも

のと定義している。

本研究では、上記の提題表現、叙述表現に対する先行論の位置づけに基づき、話題展開をまとまりの

形成の最重要点と考える立場から、提題表現と叙述表現が話題を展開しながら統括性を形成し、明示す

る具体的指標として位置づける。これにより、日本語の文章構造における統括性がどのように形成され

るかを考察する。

3.3 分析の対象と方法

2 佐久間（1987、2000）では、永野（1986）の提題表現の言語形式を広くとらえており、提題表現とされる言語形式とし

ては「ハ」、「ガ」のほかに、「モ」、「トハ」、「ッテ」、「ト言エバ」、「トキタラ」、「ナラ（バ）」等のような

ものがとりあげられている。
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本研究では、日本語の分析の対象として新聞記事の論説文である社説を扱う。

対象範囲は 2011年 3月分の『朝日新聞』の社説 55本、2009年 1月分と 2011年 3月の『読売新聞』の

社説 102本、2011年 3月の『毎日新聞』の社説 50本で、合計 207本となる。日本の新聞社説は、一日分

が題目の異なる 2本で構成されるが、祝日や休日には一日 1本になる場合がある。

本章では、文章の全体的構造を組み立てる提題表現と叙述表現との関係を手がかりにして、文章の型

を考えていく。分析に当たっては、上に述べたとおり、佐久間（1986、2000）に従い、提題表現を示す

言語形式について基本的に文の構造「〜ハ（ガ）〜デアル（ダ）」における「〜ハ」あるいは「〜ガ」

の成分によって代表される部分とし、河内・佐久間（2010）等で挙げられる提題表現の言語形式である

「モ」、「デハ」、「ニハ」、「ニツイテイエバ」等を含めることにする。叙述表現についても、佐久

間（2000）を参考にする。だたし、述部の形態上の特徴と主観的な態度を表す副詞があるか否かによっ

て、事実を示すもの、見解判断を示すもの、感情を示すもの、聞き手への働きかけを示すものの 4類に

分ける。

3.4文章構造の類型

3.4.1 文章構造類型の概観

本節では、具体的な分析を示すまえに、結論を先取りして、全体的傾向と、抽出できる文章構造類型

の特徴を述べる。日本語の社説の文章構造は、提題・叙述表現による文脈展開の視点から見た文章構造

としては大きく四つの類型に類別できる。

本章では、その、文章の全体的構造の類型をひとまずA型、B型、C型、D型とする。それぞれの類

型の特徴を説明するため、便宜上、文章の全体的構造3をひとまず「書き出し（冒頭）」、「展開部」、

「末尾」の 3つに分け、これらの部分の特徴に注目してみていく。

まず、A型の特徴を述べたい。A型は、次の 2つの特徴を有する型である。ひとつ目の特徴は、文章

の冒頭において、これからとりあげる話題が提起されるが、文章の結論とされる内容や書き手の主観的

見解判断は述べられないことである。ふたつ目の特徴は、全体を貫く大きな話題が存在し、そこからよ

り小さな話題が次々に展開していき、段落群ごとに小括（話題ごとのまとまり）が置かれることである。

この型では内容が連続的に展開していくために、話題ごとに文章の切れ目が生じることになる。

A型は後述するB型とある意味で対照的である。A型とB型とを分ける根拠となる相違点は、文章の

冒頭における、話題の展開のあり方と、書き手の主張する見解判断の有無である。A型の話題展開のあ

り方は、取り上げる話題が提示されてから、その述べられた話題を受けて新しい話題が次々と展開され

3社説の文章は論説文の一例であって、文章・談話は全体が意味内容のまとまりとされる3つの部分（三部形式）から構

成されるという見方が一般的である（市川（1978：160）、佐久間（2000：55））。しかし、その 3つの部分の名称は日本

語学の研究者の間でも統一されていない。
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るというものである。また、A型の冒頭部では書き手の見解判断が示されることはないが、末尾でそれ

までの話題のまとめや書き手の見解判断等が述べられる点も特徴的である。

続いて、B型の特徴を述べる。B型とは、次の 2つの特徴を持つものである。1つ目は、文章の話題

を提示し、さらにこれについて書き手の見解を表明する書き出しを持つこと、2つ目は、展開部が文章

の冒頭と個別に対応せず段落群ごとに小括が置かれることである。B型の書き出しでは文章の話題が提

示され、書き手の見解が表明される。この特徴は、後述するC型の特徴と同様のものであるが、冒頭が

展開部の段落群と個別に対応するというC型の特徴が、B型では見られない。B型では、末尾において

も、文章の話題に対する文章の書き手の見解がはっきりと表明されており、また主張しようとする内容

が明示されている。

次に、C型の特徴を述べる。C型は、文章の総括的な主題が文章の冒頭に置かれ、後続する展開部と

末尾が冒頭に置かれた主題について解説するという関係をなしている。換言すれば、C型は、文章の冒

頭の個々の段落や文が後続する段落群と個別に対応する文章の構造を持つものである。C型の冒頭は、

展開部の話題を予告しているが、この時、話題の予告だけでなく筆者の主張までが冒頭で述べられる。

4つ目の類型をD型とする。D型に分類される文章は多様であるが、一見して明らかな言語表現の内

容上の特徴によって、一類型と認めることができる。D型の文章の全体的構造は、大きく 2つの部分か

ら構成される。まず、前半部は、文章の話題を提示し、それに対する一般的な情報を述べる部分である。

つまり、文章の話題提示と、それに対する大局的・抽象的な主張を表明する部分である。それに対して、

後半部では、既に取り上げられた話題に対する局所的・具体的な見解が述べられる。一般に、書き手の

判断するその問題の解決方法や見解判断は後半部で述べられる。文章の後半部には、文章としての条件

を備えたかたまり（「書き出し（冒頭）」、「展開部」、「末尾」）の構造が複数並ぶ。なお、この後

半部の構成はA型の特徴にほぼ対応している。しかし、D型では、文章の全体をまとめる部分がない。

このため、中心段のありかによって分類することが難しい。

3.4.2文章構造類型の結果

本研究の対象をA型～D型の 4類に分類した結果は以下の【表 1】に示す通りである。

【表 1】日本語の文章構造類型

※( )はパーセンテージを示す。

新聞

文章型

読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 合計

1 A型 51(50) 28(51) 25(50) 104(50)

2 B型 38(37) 23(42) 20(45) 81(39)

3 C型 2(2) 0 0 2(1)

4 D型 11(11) 4(7) 5(5) 20(10)

102(49) 55(27) 50(24) 207
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【表 1】の通り、3紙の新聞社説を考察した結果、A型が 50％で最も多く、次いでB型が 39％で、こ

れらの文章型が合わせて 89％を占めている。この結果から、日本語においてはA型とB型の文章構造

が 2つの大きな類型をなすことが指摘できる4。

A型は文章の話題を提示してから、一歩、一歩、関連する話題を順々に進めていくという文脈展開形

態を持つ。また、話題を進めていきながら、ところどころに話題ごとの小括が置かれる。A型の文章に

おいては、書き手の主張は一般的に、文章の末尾で述べられる。このような特徴を持つA型はDanes

（1974）5における「ThematicProgression」（テーマ進行）による分類において、「ThematicProgression

4木戸（1994）では、新聞投書の文章構造を文の機能の観点から考察し、書き手の主張が文章の終わりにくるもの（本研究

でのA型に相当）と文章のはじめと終わりにくるもの（本研究でのB型に相当）が多いと指摘しており、本研究と同様の

見解を示している。 ただし、C型、D型に相当する類型については言及していない。

5 Danes（1974）は、プラーグ学派の考えに基づくテーマとレーマの関係に注目し、テキストの中における thematicprogression

(TP)がテーマとレーマの関わり（T－Rnexus）から理解されると述べている。Danesはチェコ語の科学的文章（ドイツ語と

英語のテキストも含めて）を分析対象とし、話題展開のあり方を以下の文章例とともにTPタイプ（図表）として提示し

ている。

（1）SimplelinierTP(orTPwith linear thematizationofrhemes)

T1→R1

↓

T2(=R1)→R2

↓

T3(=R2) →R3

文章例：

a.ThefirstoftheantibioticswasdiscoveredbySirAlexanderFlemmingin1928.Hewasbusyat thetimeinvestigatinga

certainspeciesofgermwhichisresponsibleforboilsandothertroubles.

（2）TPwithacontinuous(constant) theme

T1→R1 

↓

T1→R2 

↓

T1→R3 

文章例：

b.TheRousseauistespeciallyfeelsaninnerkinshipwithPrometheusandotherTitans.Heisfascinatedbyanyformof

insurgency…Hemustshowanelementaryenergyinhisexplosionagainst theestablishedorderandat thesametimea

boundlesssympathyfor thevictimsofit…Further theRousseauist iseveryreadytodiscoverbeautyofsoulinanyonewho

isunder thereprobationofsociety.
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WithDerivedThemes」（派生テーマ展開パターン）とされる型の特徴に類似していると考えられる。一

方、B型は書き手の見解判断が冒頭と末尾に出現するため、佐久間（2000）の述べた両括型とされるも

のといえる。これまで、先行論では文章の末尾に結論を持つ「起承転結」が日本語文章の全体的傾向と

され、また、四種から六種の多様な分類が提案されてきた（第 1章参照）。それらの分類は誤りではな

いが、ここでいうA型（末尾のみで主張がなされるもの）とB型（冒頭・末尾の双方で結論となる主

張が示されるもの）が二大類型であることは、これまで特筆されていない。日本語文章の傾向として特

筆すべき点かもしれない。

A型とB型に次いで 1割弱のD型があり、また次いでごく少数がC型に分類される。D、C型の文章

は少数であるが、いずれも日本語の文章構造類型の一つとして注目できる。まずD型は、市川（1975）

の挙げた構造上の分類である「複合した文章」の特徴に共通している。「複合した文章」とは、全体的

構造をなす一つの文章がいくつかの段に分けられ、全体が何らかの形で関係付けられた構造を指してい

るものである。このような型は結論・書き手の主張や趣旨のありかのみでは特徴を押さえることができ

ない一方、上で述べたとおり、内部にA型の構造を含む。A型B型のいずれかに分類することはでき

ないが、A型との関連は明らかである。上記の【表１】の通り、全体の 10％を占めながらA型、B型と

も異なるものとして、その存在を記述し、区別しておく必要がある。

最後に、C 型は 1％という低い値となったが、本研究の分類において特徴的な構造を持つ文章である。

むろん、量的には明らかに少数であるが、その基本構造はB型に共通し、中間部・終了部の内容が開始

部の各文と対応するという点で、B型をより類型化、定型化したものと位置づけられる。C型は、当該

の話題について最も重要な結論を先に述べるという日本語文章の一大類型、B型の構造をさらに明晰化

したものといえ、その点で、特筆すべき文章構造類型と位置づけられる。日本語学習者にとっては、B

型の構造を理解する上でC型が非常に示唆的であるという点も強調しておきたい。

以下、本章では具体的な考察としてA～Dの各型を取り上げ、統括性がどのように展開されるのかに

ついて見ていく。まず最も数が多い文章の型としてA型、次にA型と二大類型をなすB型、さらにそ

の構造を明晰化したC型、最後にD型である。

（3）TPwithderivedT’s

[T]

                                    T1→R1                             T2→R2                                T3→R3 

文章例：

c.NewJerseyisflatalongthecoastandsouthernportion; thenorth-westernregion ismountainous.Thecoastalclimateismild,but thereisconsiderable

cold inthemountainareasduringthewintermonths.Summersarefairlyhot.Theleading industrialproductionincludeschemicals,processedfood,coal,

petroleum,metalsandelectricalequipment.Themost importantcitiesareNewark,JerseyCity,Lakewood,CapeMay,andothers.
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3.4.2.1 A型：文章例 1

まず、A型の具体例を見ていく。

【表 2】文章例 1における提題・叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現

事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への

働きかけ
I 1 英語の授業が変わろうとしている
II 2 ４月から新たに小学校

５、６年で、外国語活

動が

週１コマ必修となる

III 3 （小学校５、６年で、

外国語活動は）

簡単な英語でゲームをしたり、歌

ったり英語の音や表現に親しま

せ、対話をする態度を育てる

IV 4 中学校は

各学年とも授業が

来年から

週４コマに増える

5 高校は

英語授業は

再来年

英語での指導が基本になる

V 6 学校英語は 読み書きばかりで、海外に行って

も役立たず

7 そんな批判にさらされ

てきた文部科学省は、

「英語が使える日本人」を育てる

計画を８年前に立て、推し進めて

きた

VI 8 （文部科学省は） 聞く、話すのコミュニケーション

重視にかじを切り、中３なら英検

３級、高３で準２級～２級程度の

力を身につける、と目標も定めた

9 その方向で充実させる

のが、

新学習指導要領だ

VII 10 当の学校現場は どうか

VIII 11 すでにほとんどの小学

校が、

英語をとり入れた授業を始めてい

る

12 が、（ほとんどの小学

校は）

ネーティブの外国語指

導助手頼みの所が少な

くない

13 必修化を前に、担任の

先生の不安は

まだまだ大きい

IX 14 中学や高校で、生徒が

グループやペアになっ

て英語でやりとりする

ような授業が、

どれだけ実践さ

れているだろう

か

15 （中学や高校での授業

は）

つい、旧来の訳読や文法中心の授

業になる

16 （中学や高校での授業

は）

廊下を歩いてみても、英語の時間

のクラスが一番しーんとしていた

りする
X 17 教える準備は、 万全とは言えまい

18 小中高とも研修機会を

充実させる、良い教材

をつくる、地域の核に

なる先生を育てる、地

域の人材に協力しても

らうなど、応援態勢づ

くりは

急務だ

XI 19 大事なのは、 先生の役割が変わって

きたということだ

20 （先生は） 教壇から知識を授けるだけでな

く、児童生徒間のコミュニケーシ

ョンを引き出し、言葉という手段

や、それを駆使して考える力を身
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につけさせる

21 （先生の役割） 英語という科目に限らない大きな

流れでもある

XII 22 小学校の外国語活動は その入り口

23 求められるのは 先生の英語力より、授

業を組み立てる教師力

だ
24 （教師力については） 準備不足で必修化が進み、中学に

入ると英語嫌いになってしまうと

の懸念も聞かれる

25 小学校と英語教員がい

る中学が、

より連携を深めること

も課題だろう

XIII 26 （小学校と中学の英語

教育には）

「英語は今や国際共通語」「中韓

のように早くから英語を」といっ

た声が強まる

27 （小学校と中学の英語

教育は）

他方で「まず日本語の力を」「一

律に教える必要はない」との考え

もある
28 （英語は） 多くの大人に苦い思い

出だからだろう。
29 英語教育には 常に四方から注文がつ

く
XIV 30 高校までの英語教育の

目的は、

一定のコミュニケーシ

ョン能力とともに、さ

らに伸ばすための土台

を整えることだろう
31 外国語を学ぶことは、 世界を知る大切な営み

でもある
XV 32 そろそろ苦手意識も 卒業したい

33 私たちの準備は できているか。

34 Ａｒｅ ｗｅ

ｒｅａｄｙ？

※ （ ）は省略された提題表現を復元したもの。 は提題表現を示す言語的標識。（以下、同様）

文 1から文 9までは、文章の書き出しを占める最初のまとまりである。特に、文 1ではこれからとり

あげる話題にかかわる問題を提起するために「英語の授業が変わろうとしている」といった事実を表す

叙述表現で提起している。とくに、叙述表現によって提起される文 1の「英語の授業」は文章の全体的

な話題と見做すことができる。後続する文 2〜文 34まではこの話題を次々と展開していく。

具体的には、文 2、3「小学校は」、文 4「中学校は」、文 5｢高校は｣、文 6「学校英語は」、文 7「…

文部省は」、文 8「（文部科学省は）」といった提題表現によって話題を論理的に関係づけながら展開

している。文 1から文 8までは、事実を表す叙述表現で統括されている。続く文 9では、「その方向で

充実させるのが」という指示表現を含む提題表現が先行した話題を全体的にまとめている。特に、文 9

の「新学習指導要領だ」という叙述表現は形態的には事実を示す表現といえるが、「〜ノハ〜ダ」とい

う構文を持つ文 9は倒置した分裂文と見なされるため、見解判断を示すものと位置づけられる。同様に、

後の文 19、23も見解判断を示す叙述表現といえる。文 2から文 9までは、同じく話題を表す連段6Iを形

成し、以下の【図 1】のように整理される。

【図 1】文 1から文 9までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 1 T1 ＋ R1

6複数の段落が相互的に内容上の統一体をなしているものを連段と呼ぶことにする。
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↓ 
文 2 T2 ＋ R2

文 3（T2） ＋ R3
↓ 

文 4 T3 ＋ R4

5 T4 ＋ R5
↓ 

文 6 T5 ＋ R6
↓ 

文 7 T6 ＋ R7

文 8（T6） ＋ R8
 ↓ 

文 9 «T7（R8）（その方向で…）：R9（新学習指導要領だ）»

※↓ ：話題の展開を示す ＋ ：提題表現と叙述表現の関係を示す （Tｎ）：提題表現 1、2…等を示す

（Rｎ）：叙述表現1、2、等を示す « » :連段の統括性を形成する提題表現と叙述表現を示す（以下、同様）

文 10 は「当の学校現場はどうか」という疑問文によって新たな話題を導入している。これからとり

あげようとする話題を導入する提題・叙述表現が疑問表現によって提示されれば、その後の話題は当の

話題に対する事実の説明や見解判断等を表す応答表現が予想される。

【表 2】に確認できるように、文 11〜13では「…小学校が」、「…担任の先生の不安は」という話題

をとりあげ、提題表現に対応する叙述表現として「英語をとり入れた授業を始めている」という事実が

示されてから、「少ない」、「まだまだ大きい」という形容詞による書き手の見解判断の叙述表現で段

落の話題を統括している。

続く文 14 は「中学や高校で、生徒がグループやペアになって英語でやりとりするような授業が、ど

れだけ実践されているだろうか」という疑問文によって、先行文の話題を進めており、さらにこの話題

は文 15から文 17まで維持されている。文 15と 16の叙述表現は共に事実を表す表現で先行文 14の疑問

形式に対する答えであると見なすことができる。文 17と文 18は先行の話題を統括する機能が見られる。

特に、文 18 では、「小中高とも」という語句の繰り返しで示される提題表現によって先行した話題を

全体的にまとめていることを示している。また、文 18 の「急務だ」は書き手の見解を表す叙述表現と

してここまでの話題全体をまとめる役割を果している。従って、文 18 の提題表現はこれまでの話題を

保持するものであり、叙述表現は話題をまとめるものである。

以上、段落 VII から段落 X までの話題の展開とまとまりを観察すると、これらの文や段落が相互に組み合

わされて大小の話題を形成し、全体で連段 II の話題をなしていることが分かる。特に、段落 VII 文（18）は

連段 II の話題をまとめる力を持つものであると考えられる。話題の統括性は以下の【図 2】のように整理で

きる。

【図 2】文 10から文 18までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 10 T1 ＋ R1（話題を導入する）

↓

文 11 T2 ＋ R2
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12 （T2） ＋ R3

13 T3 ＋ R4

↓

文 14 T4 ＋ R5

15 （T4） ＋ R6

16 （T4） ＋ R7

↓

文 17 T5 ＋ R8

18 «T6小中高とも…応援態勢づくりは ＋ R9急務だ»

文 19 には「大事なのは」とあり、新たな話題が導入されている。その提題表現に対応する叙述表現

は「先生の役割が変わってきたということだ」という書き手の見解判断で話題を解説している。文 20、

文 21 は先行文の叙述表現を省略表現7の形で話題として続けてとりあげ、この話題について事実の叙述

をしている。後続する文 22 では転じて「小学校の外国語活動は」という新たな話題がとりあげられる

が、その話題は展開されず、文 23、文 24、文 25では、主に英語の教師の「役割と教師力」が話題とさ

れ、それらの話題について、主に見解判断の叙述表現で述べられている。

後続する文 26〜文 29 まででは、小学校と中学での「英語の教育」が話題としてとりあげられている。

この話題について、文 26、27、29 は事実の叙述表現であるが、文 28 は話題に対する見解判断を表す叙

述表現を持つ。

文 30と文 31ではそれぞれ「高校までの英語教育の目的は」、「外国語を学ぶことは」といった提題

表現が先行した話題を直接展開し、この話題について、「…伸ばすための土台を整えることだろう」と

「世界を知る大切な営みでもある」といった見解判断の叙述表現でまとめている。特に、文 31 の「外

国語を学ぶことは」は先行文脈（段落 XI 文 19〜 段落 XIV 文 30）の話題を締めくくる中心文として統

括機能があると考えられる。文 19から文 31は連段 IIIをなしていると考えられる。話題の統括性は以下

の【図 3】のように整理できる。

【図 3】文 19から文 31までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 19 T1 ＋ R1

20 (T2(R1)) ＋ R2

21 (T2(R1)) ＋ R3

↓

文 22 T3 ＋ R4

7佐久間（1990）では「略題表現」と称するが、本研究では高崎（1990）の「省略表現」という用語を用いる。
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23 T4 ＋ R5

24 T5（R5）＋ R6

25 T6 ＋ R7

↓

文 26 （T6） ＋ R8

27 （T6） ＋ R9

28 （T7(R8)） ＋ R10

29 T7 ＋ R11

↓

文 30 T8 ＋ R12

31 «T9（外国語を学ぶことは、）＋R13（世界を知る大切な営みでもある）»

文 32 には先行した文からの反復・省略による継承は認められないため、新たな話題に移っていると

解することができる。さらに、文 32は先行した話題を展開するものではない。文 32には「そろそろ」

という時間を表す語句が冒頭の文 2「4 月」の言い替え、すなわち関連語句による反復として認められ

るだけでなく、文章の終了部を導入する働きをしていると考えられる。後続する文 33と文 34は共に、

同様の事柄を述べている。つまり、「私たちの準備はできているか」を英語で「Are we ready? 」と言い

替え、反復する形であり、読み手に直接働きかけて話題をまとめている。

以上のように、A 型の文章例 1 において、提題表現と叙述表現がどのようにして文章の統括性を形成

するかを分析した。その統括性のありかたに基づいて、文章A型の特徴は次のようにまとめられる。

まず、本研究では、文章の全体的構造は大きく 3 つのまとまり（3 部形式）から構成されるとする。

この特徴は該当の A型だけの特徴でなく、後述する B型、C型にも共通している。本研究ではその 3つ

のまとまりを「開始部」、「中間部」、「終了部」と呼ぶことにする。

最初のまとまりは文章中のこれから述べる大きな話題を導入する文章の開始部である。その際、一般

的には、話題に対するいくつかの事実が提示される。開始部では、文章の話題を導入するにあたって、

例えば「～が確定した」、「～がまとまった」等のような過去形をとる表現で事実を述べる文が多い。

これに対し、書き手の見解判断、感情、読み手への働きかけを表す文は文章の書き出しでは見られない。

次のまとまりは、文章の開始部で述べた話題を受けて解説する文章の中間部である。というのは、文

章の中間部は、開始部で導入した大きな話題を解説するために、より小さな話題を導入して展開するこ

とで論証する部分である。従って、中間部には、連続の話題が次々に展開していき、ところどころに小

括が置かれるという特徴がある。

最後のまとまりはそれまでの話題のまとめや書き手の主張する見解判断等を述べる部分、終了部であ

る。文章の終了部は一般に、とりあげた話題に対する書き手の見解判断や読み手への働きかけなどを表

わす文で構成される。

A型の文章構造は以下のモデルのように表示できる。
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【図 4】文章構造類型：A型

3.4.2.2B型：文章例 2

次に、B型の具体例を見ていく。

【表 3】文章例 2における提題・叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現
事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への働きかけ

I 1 世界同時不況の乱気流か

ら早く脱出し、日本経済

を力強い上昇軌道に乗せ

るための道筋が描けたの

だろうか

II 2 政府の経済財政諮問会議

が、

当面の景気回復と将来の

成長力向上に向けた指針

となる「経済財政の中長

期方針と１０年展望」を

まとめた
III 3 （政府の経済財政諮問会議

は）

これからの１０年を、

再び「失われた１０

年」にしてはなるまい

4 政府は 緊迫感を持ち、成長戦

略の実現を急がねばな

らない
IV 5 「１０年展望」は、 当面、中期、中長期の３

段階に分けて、必要な施

策を整理した

V 6 今年度を含む当面の３年

は、

景気回復を最優先する

7 ２０１０年代半ばまでの中

期は、

安定した社会保障制度の

構築と、財政の立て直し

を課題に掲げた

VI 8 さらに１０年後をにらんだ

中長期では、

規制改革や新産業の育

成で新たな需要と雇用

を生み出し、成長力を

底上げする戦略だ

VII 9 こうした手順に問題は ないだろう

10 しかし、（「１０年展望」

は）

具体策の内容や実効性

の面で物足りない

VIII 11 当面の景気では、 すでに表明した総額７

５兆円規模の対策を簡

単に紹介しただけだ
12 （「１０年展望」には） 「景気回復のため追加

策も辞さない」とい

う、強い決意が感じら

れない

開

始

部

一
般
的
な
話
題

内
容
の
予
告
が
な
い

中 間 部

連段

I

連段

II

連段

III

話題が次々に展開していく 終了部

主張
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13 （「１０年展望」には） 危機感が足りないのでは

ないか

IX 14 財政や社会保障の先行き

は、

一段と不透明になった

X 15 国と地方を合わせた基礎的

財政収支を１１年度に黒字

化するとした政府目標は

「達成困難」と認めた

が、努力目標として残っ

た

XI 16 （政府目標は） 財政再建の「旗」を降ろ

さず、財政規律を守ると

いう

17 だが、内閣府の試算では、

消費税率引き上げや世界経

済の急回復を見込む最も楽

観的なケースさえ、１１年

度は

１３兆円の赤字の見込

みだ

18 （１１年度は） 黒字化など望むべくも

ない

XII 19 実現不可能な旗にしがみつ

くより、時期は遅くなって

も達成しうる新たな旗印を

掲げた方が、

社会保障や財政に対する将

来不安は

和らぐのではないか

XIII 20 中長期では、 技術力など日本の強みを

生かし、「低炭素社会」

などを実現するとした
XIV 21 こうした政府の成長プラン

は、

昨年も「日本経済の進路

と戦略」や「経済成長戦

略」などいくつも打ち出

されている
22 メニューは 出尽くした感が強い

XV 23 立派なメニューがいくらあ

っても、腕のいい料理人が

いないと、おいしい料理は

作れない

XVI 24 （料理人のように政府が） メニューを具体化して

「実り多い１０年」を

実現する

25 こうした政治のリーダーシ

ップが、

今ほど必要とされる時

はない

ここでは、文章構造の B 型の特徴を論じる。【表 3】は文章例 2の提題表現と叙述表現を分解したも

のである。

【表 3】で確認できるように、文章例 2 の冒頭段落では、これからとりあげる話題にかかわる問題を

提起するために段落 I 文 1「〜日本経済を力強い上昇軌道に乗せるための道筋が描けたのだろうか」と

いった疑問を伝達する提題・叙述表現で提起している。後続する段落 II文 2の「政府の経済財政諮問会

議が」という提題表現で先行文の話題を受けて展開し、さらに段落 III 文 3 と 4 に至るまでそれぞれ

（政府の経済財政諮問会議は）の省略表現と「政府」といった提題表現を繰り返すことで同じ話題を保

持している。話題に対応する文 3と 4は「～再び「失われた１０年」にしてはなるまい」「～成長戦略

の実現を急がなければならない」といった書き手の見解を表す叙述表現で統括している。最初の 3段落

はこれからどのような話題がとりあげられるかを予告し、またさらに、書き手の見解判断は文章の冒頭

で示されるという特徴が見られる。文章の最初 3段落は文章の開始部をなしている最初の連段であると

考えられる。話題の統括性は次の【図 5】のように整理できる。
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【図 5】文 1から文 4までの話題の展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 1 T1 ＋ R1

↓

文 2 T2 ＋ R2

文 3 (T2) ＋ R3

4 «T3（政府は）＋R4（成長戦略の実現を急がねばならない）»

後続する文 5「10 年展望は」の提題表現は先行した話題を再開して取り上げる。この話題に対しては

「当面、中期、中長期の 3段階に分けて、必要な施策を整理した」といった過去の事実を表す叙述表現

によって説明される。また、この叙述表現は後続する段落群における内容のあらましを述べる文である。

従って、文 5からは文章の中間部をなしている最初の一部分として判断できるであろう。

具体的には、文 6「今年度を含む当面の 3 年は」、文 7「10 年後をにらんだ中長期では」、文 8「さ

らに 10 年後をにらんだ中長期では」という提題表現を繰り返すことにより先行の話題を受け続けてま

とまりをなしている。

文 6から文 8まででは、文 6と文 7は事実を表す叙述表現であるが、文 8と文 9は見解判断を示す叙

述表現である。特に文 9は「こうした」という指示表現を含む提題表現であり、それに対して「ないだ

ろう」といった見解を示した叙述表現でまとめている。また文 10 でも「しかし、具体策の内容や実効

性の面で物足りない」といった提題表現の省略を含む叙述表現によって、先行の話題を締めくくり、文

章の統括性を成している。ここでは、文 9の提題表現と叙述表現との組み合わせが先行した文 5〜文 10

の話題展開を統括し、段落の相互関係によってひとまとまりを形成するものと考えられる。つまり、文

5から文 10までは中間部に占められる連段 IIを形成するものである。話題の統括性は以下の【図 6】の

ように整理できる。

【図 6】文 5から文 10までの話題の展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 5 T1 ＋ R1

↓

文 6 T2 （R1）＋ R2

7 T2 （R1）＋ R3

文 8 T2 （R1）＋ R4

文 9 «T3 （こうした…）＋ R5（ないだろう）»

10 （T3） ＋ R6

文 11は、「当面の景気では」という先行の話題（文 5）を再現して話題を切り換えて導入する。続く

文 12と文 13の提題表現は省略を復元しておけば、先行の話題を維持してとりあげ、「感じられない」、
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「危機感が足りないのではないか」といった否定的な主観の見解・判断を示す叙述表現で段落の話題を

とりまとめている。

後続する文 14は、文 11の「当面の景気」に続く「財政や社会保障の行き先は」といった話題を示し

た提題表現で展開する。その話題は文 15、文 16 と続く。文 14〜文 16 の叙述表現は当の話題に対応し

て事実を示して解説するものである。

文 17 では、「だが」という逆接表現で先行した話題を切り換えて、「内閣府の試算では」、「消費

税率引き上げや世界経済の急回復を見込む最も楽観的なケースさえ、11年度は」といった 2つの提題表

現で話題がとりあげられ、「13 兆円の赤字の見込みだ」という叙述表現で主観的な判断が示されてい

る。また、文 18「（１１年度は）」という省略表現による提題表現で先行の話題が保持され、後続す

る文 19「実現不可能な旗にしがみつくより、…社会保障や財政に対する将来不安は」という提題表現

によって継承されている。これらの話題について、書き手は文 18「国字化など望むべくもない」、文

19「和らぐのではないか」といった主観的見解や疑問形式による判断でまとめている。特に文 19 は文

11から文 18までの話題を統括し、連段 IIIの話題を形成するものであると考えられる。

後続する文 20において、「中長期では」という提題表現は先行の話題（文 5）を再開してとりあげ、

「技術力など日本の強みを生かし、「低炭素社会」などを実現するとした」といった伝聞の事実として

の叙述表現で解説している。最後に、文 21と文 22では、「こうした」といった指示表現を含む「…成

長プランは」の提題表現でそれまでに述べた話題をまとめてとりあげて、さらに文 22「メニューは」

という話題を続けて、「出尽くした感が強い」といった見解の叙述表現で連段 IV の話題を統括してい

る。

【図 7】文 11から文 22までの話題の展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 5（T3）（「１０年展望」は）＋（R6）（当面、中期、中長期…を整理した（内容のあらましを予

告）

文 11 T1(R6) ＋ R1

12 (T3) ＋ R2

13 (T3) ＋ R3

↓

文 14 T2 ＋ R4 20 T1(R6) ＋ R1

文 15 T3 ＋ R5 21 «T2 （こうした…）＋ R2»

文 16 (T3) ＋ R6 22 T3 ＋ R3

17 T4 ＋ R7

18 (T4) ＋ R8
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文 19 «T5（…社会保障や財政に対する将来不安は）＋ R9（和らぐのではないか）»

最後の 2段落は文章の終了部である。ここでは先行した話題を受けて話をまとめる。また、先行する

全ての話題をまとめるだけでなく「実り多い 10 年」という話題を取り上げ、それに対する筆者の主張

を述べている。終了部をまとめる上で「こうした～」という指示表現で話題をとりまとめて、本文章の

結論を形成する。

以上、提題表現と叙述表現との関係を手がかりにして段落の相互関係を整理した。文章例 2を文章構

造類型の B型とする。B型の文章は文章構造類型の A型と異なり、開始部においてこれから述べる全体

の話題を導入し、内容を予告すると同時に、その話題に対する書き手の主張する見解判断が述べられる

という特徴を持つ。文章の中間部は後述の C型と異なり、開始部と中間部の各段落に対応関係がないこ

と。B 型の中間部では開始部で提示された内容を受けて、その内容を論証するにあたって話題ごとの幾

つかの部分的まとまりをなしているという点も特徴的である。終了部では話題に関わる一般的な見解判

断を述べることで文章を統括させる。本研究でこのような特徴を有する文章を文章構造類型の B型とす

る。

B型の文章構造は以下のモデルのように表示できる。

【図 8】文章構造類型：B型

3.4.2.3 C型：文章例 3

次に、C型の具体例を見ていく。

【表 4】文章例 3における提題・叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現

事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への働きかけ
I 1 景気がこれほど急角度に落ち

込むとは

誰が予想しただろうか

開

始

部

中

間

部

連段 I

連段 III

連段 II

終 了 部



内
容
の
予
告
が
あ
る

主張
主張
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II 2 ３０日に発表された生産、雇

用、消費などの経済統計が

軒並み大幅な悪化を示

した

3 落ち込みは 今後しばらく続くと

見ねばなるまい

III 4 （日本政府は） 景気の底割れを食い止

められるかどうかの正

念場にある
5 政府・日銀は、 政策を総動員し、切

れ目なく対策を打つ

べきだ

IV 6 昨年１２月の鉱工業生産は、 前月比１０％近く減少

し、過去最大の下げ幅

を２か月連続で更新し

た

V 7 自動車や電機など輸出産業を

中心に、今も

減産が拡大している

8 海外景気が冷え込み、輸出の

早期回復が望めない以上、さ

らなる生産の縮小は

避けられまい

VI 9 さらに、減産で労働者の仕事

が

奪われている

10 １２月の失業率は 前月から一気に０・５

ポイントも跳ね上が

り、４・４％になった

11 しかも、（12月は） リストラや倒産など

「会社都合」の失業が

急増している
VII 12 ３月末までに失職見込みの非

正規労働者も、

これまでの８・５万人

から１２・５万人に急

増した

VIII 13 雇用悪化の影響で、家計の消

費支出は

１０か月連続で前年を

下回るなど、「負の連

鎖」が一段と加速して

いる

IX 14 内閣府は、 ２００２年２月に始ま

った景気拡大が、０７

年１０月で終わってい

たと認定した

X 15 ５年９か月に及んだ「戦後最

長景気」の実質成長率は

年平均２％で、「いざ

なぎ景気」の５分の１

にすぎない

XI 16 国全体の経済がそう大きく膨

らまなかった割に、リストラ

の強化で企業は

大幅な利益をあげた

17 しかし、利益の多くが株主配

当や内部留保に回り、労働者

の収入は

増えなかった

XII 18 これも 内需の柱である消費

が弱まり、外需依存

を強めた一因だろう

19 成長の果実が 企業から家計に渡

り、さらに企業に還

元するサイクルを取

り戻さねばならない

XIII 20 景気は

日本経済は

後退期に入ってからす

でに１年を超えてお

り、

「長く深い」不況のト

ンネルに迷い込みつつ

ある
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XIV 21 政府・日銀は、 総額７５兆円の景気対

策を打ち出している

22 中小企業の資金繰り支援や雇

用対策など、悪化のショック

を和らげる重要な政策だが、

応急処置だけで長期不況から

脱するのは

難しい

XV 23 （長期不況から脱するには） 景気浮揚を目指し、

財政出動による追加

策の検討が必要だ

XVI 24 ただし、省エネ・環境や医

療・介護分野、学校耐震化な

ど、将来の成長や安心・安全

につながる事業に配分し、ば

らまきは

避けねばならない

ここでは、C 型の特徴を考察する。【表 4】は文章例 3 の提題表現と叙述表現を分解したものである。

まず、文章の開始部を形成する冒頭の 3段落を分析してみよう。段落 I文 1は、「景気がこれほど急

角度に落ち込むとは誰が予想しただろうか」といった疑問形式である。前述のように、疑問形式で表さ

れる提題表現と叙述表現は話題を予告するという役割がある。文章の話題を書き出すには様々な伝達の

仕方があるが、疑問伝達による話題提示は、読み手にとって内容を前もって推測させる効果があり、書

き手にとって有効な提示方法となると考えられる。また、冒頭文で疑問文を選択するのは、読み手の興

味を持たせる目的があると考えられ、全体の文章構成において、話題の「まくら」となる段落だと位置

づけることができる。では、この「まくら」がどのように文章の全体的構造とかかわっているか、ある

いはC型の文章では、話題の展開やまとまりがどのように構造化されるのかを具体的に見ていこう。

文 2と文 3では順に、「30日に発表された生産、雇用、消費などの経済統計が」と「落ち込みは」と

いう提題表現を提示するが、これは、文 1の話題を受け、その話題に対して具体例を示すものである。

文 2、文 3 の提題表現は先行した文 1 と同じ提題表現を保持している。そして、文 2、文 3 の叙述表現

はともに、書き手の主観的な見解を提示することで段落 I の話題を統括している。提題・叙述表現の様

相から、まず、これらの段落が一つのまとまりを成している連段 Iであると考えられる。

後続する段落 III も先行した話題に対する書き手の見解を表すものである。文 4 は、提題表現が省略

されているが、提題表現を復元すれば、「日本政府は」あるいは「日銀は」となるだろう。従って、文

4 において「景気の底割れを食い止められるかどうかの正念場にある」といった叙述表現は、後続する

文 5の話題と絡み合って書き手の判断を表しているといえる。文 5には「政府・日銀は…政策を総動員

し、切れ目なく対策を打つべきだ」という文 1の話題「景気の落ち込み」に対する「対策」についての

見解判断の叙述表現が示され、開始部においてまた一つのまとまりであり、連段 IIの話題統括性が形成

される。

以上、文 1から文 5までの話題の展開とまとまりは次の【図 9】のように整理できる。

【図 9】文 1から文 5までの話題の展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 1 T1＋R1



92

文 2 T2＋ R1 文 4（T2）＋ R1

3 «T3（落ち込みは）＋ R2今後…と見ねばなるまい» 5 «T2政府・日銀＋ R2»

段落 IV 文 6 からは、先行文 5 の話題と直接的な「つながり」を表す言語指標が見られないため、先

行の話題を展開することなく、新しい話題を始めるものと判断できる。文 6からは文章の中間部の最初

の部分であると判断することができる。文 6 の「昨年 12 月の鉱工業生産は、」という新しい話題を示

す提題表現は文 2 の話題を展開するものであり、引き続き文 7「自動車や電機など輸出産業を中心に、

今も」、文 8「…早期回復が望めない以上、さらなる生産の縮小は」という話題をとりあげて、一連の

話題となっている。この話題に対して、文 6、文 7 は事実であるが、文 8 は「避けられまい」という見

解を表す叙述表現で中間部の連段 Iの話題を統括している。

段落 VI 文 9 では「さらに減産で労働者の仕事が」という接続表現を含む新しい主格で示される提題

表現において「失業」を話題としてとりあげる。この話題については、文 10「12 月の失業率は」、文

11「しかも（12月は）」、文 12「3月末までに失業見込みの非正規労働者も」という一連の話題展開を

示す提題表現でひとまとまりを成している。その話題に対して、文 9 から文 12 まで事実を示す叙述表

現でとりまとめて、連段 IIの話題の統括をなしている。

以上、段落 IV文 6〜段落 VIII文 12における提題表現と叙述表現の関係からみた話題の展開とまとま

りを分析すると、この段落は文章の 2つ目のまとまりを成しているといえる。また、話題の内容を考慮

すると、文 6〜文 12 における話題のまとまりは実は先行した話題である段落 II を展開するものである

と考えられる。

段落 IX文 13では「雇用悪化の影響で、家計の消費支出は」いう提題表現と「１０か月連続で前年を

下回るなど、「負の連鎖」が一段と加速している」という事実を表す叙述表現の組み合わせで新しい話

題を導入する。文 13から後述する文 19に至っては「景気と労働者の収入と消費の弱まりとの関係」を

解説している部分となる。以下の説明では文 14から 19までの話題展開を確認しておこう。

文 14 では、「内閣府は」と「2002 年 2 月に始まった景気拡大が」といった提題表現で話題がとりあ

げられる。この話題は、文 15、文 16 それぞれ「５年９か月に及んだ「戦後最長景気」の実質成長率

は」、「国全体の経済がそう大きく膨らまなかった割に、リストラの強化で企業は」 という提題表現

によって展開され、段落 IX の話題として加えられている。この話題について、文 14 から文 17 までの

叙述表現は事実を表す表現で解説されている。後続する文 18「これも」は指示表現と助詞「も」を含

む提題表現で先行する話題を継承しながら、文 18 の「内需の柱である消費が弱まり、外需依存を強め

た一因だろう」といった主観的見解判断を示した叙述表現で連段の話題が統括されている。文 19 の

「成長の果実が」という提題表現によって話題を続けて取り上げ、「企業から家計に渡り、さらに企業

に還元するサイクルを取り戻さねばならない」という書き手の見解でまとめている。

以上、文 6から文 19までの総合的な話題展開とまとまりは次の【図 10】のように表せる。
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【図 10】文 6から文 19までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 2 （T2）（30日に発表される生産、雇用、消費…が） ＋ （R2）（…悪化を示した）

文 6 T1 ＋ R1 文 9 T4 ＋ R4 文 13 T7 ＋ R8

文 7 T2 ＋ R2 10 T5 ＋ R5 文 14 T8 ＋ R9

8 «T3 ＋ R3» 11 (T5)＋ R6 文 15 T9 ＋ R10

文 12 T6 ＋ R7 文16 T10 ＋ R11

17T11 ＋ R12

文 18 «T11＋ R13»

19 T12＋R14

後続する文 20 では「景気は」、「日本経済は」という 2 つの話題を表す提題表現によってとりあげ

られる。文 20 では先行の話題を切り換えて、文章の書き出しにとりあげた文 1 の話題を再現してとり

あげ、この話題に対して、事実を示す叙述表現で説明されている。文 20 からは「景気」「日本経済」

という先行する話題が文章の終了部の最初の部分であると判断できる

文 21「政府・日銀は」、「総額 75 兆円の景気対策を打ち出している」といった大きな話題を示した

提題・叙述表現を、文 22「中小企業の資金繰り支援や雇用対策など、悪化のショックを和らげる重要

な政策だが…長期不況から脱するのは」、文 23「（長期不況から脱するのは）」、文 24「…将来の成

長や安心・安全につながる事業に配分し、ばらまきは」といった話題に分けるかたちで取り上げて、こ

れらの話題に対して「難しい」、「景気浮揚を目指し、財政出動による追加策の検討が必要だ」、「避

けねばならない」といった主観的な見解判断を示す叙述表現で、文章の終了部を統括している。

文 21「政府・日銀」の話題は文章の開始部として先行する段落 III に対応する。換言すれば、文章例

2 の開始部は後続する話題の内容を予告しており、各文は文章の他の部分を構成する段落に対応すると

いう特徴が見られる。このような文章構造は前述のA型、B型、文章例 1と 2では見られない。

以上の分析を踏まえ、文 24までの話題の展開とまとまりは、次の【図 11】のように整理できる。

【図 11】文 20から文 24までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 1 T1（景気が）＋ R1（予想しただろうか 文 5 T2政府・日銀は＋R2打つべきだ

文 20 T1 ＋ R1 文 21 T1(T2) ＋ R1

22 T2 ＋ R2

文 23 (T2) ＋ R3

文 24 T3 ＋ R4
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以上、提題表現と叙述表現の観点から文章例 3 の話題の展開とまとまりがどのように構成されるかを

考察した。文章例 3を文章構造類型 C型とする。改めて C型の特徴をまとめると、開始部で話題の内容

を予告する点で B型の特徴と同様であるが、開始部を構成する段落が後続の中間部の段落群に対応する

という特徴は B 型では見られないことである。文章の終了部では B 型の終了部と同様に、再び文章の

論旨が提示される。

C型の文章構造は以下のモデルのように表示できる。

【図 12】文章構造類型：C型

3.4.2.4 D型：文章例 4

次に、D型の具体例を見ていく。

【表 5】文章例 4における提題・叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現

事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への働きかけ

I 1 世界は 今、様々な危機に直面

している

II 2 (世界の直面する危機は) 米国発の金融危機を発

端とする同時不況や、

国際テロ、地域紛争、

大量破壊兵器の拡散、

地球温暖化、貧困など

である

3 一つひとつの危機を克服し、

世界の平和と繁栄を維持する

ため、日本が

積極的に役割を果たす

4 （日本が） 国際舞台で自らの存在

感を示し、発言力を確

保する

5 そうした外交努力の積み重ね 守られる

開

始

部



内
容
の
予
告
が
あ
る

主張

I

主張

II

中

間

部

連段 I

連段 I

連段 I

連段 I

終 了 部

主張 I

或は

II
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によって、初めて日本の国益

は

III 6 従来のような調整型の外交で

は、

限界がある

7 （日本には） 中長期的な国家戦略を

立案し、能動的な外交

を展開することが求め

られている

オバマ政権と同盟強化

段

落

文 提題表現 叙述表現

事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への働きかけ

IV 8 米国の政権交代は、 日米同盟を強化し、日

本外交を発展させる好

機である
V 9 今月２０日に発足するオバマ

民主党政権は、

多国間外交を重視し、

同盟国にも実質的な負

担を求める姿勢を示し

ている。
VI 10 米国は 依然、政治、経済、軍

事の各分野で強い影響

力を持つ

11 日本外交が

日米同盟を基軸とすべきなの

は

変わらない

12 重要なのは 受動的外交を脱するこ

とだ

VII 13 日本が 何をすべきか自ら判断

し、実行する

14 (日本は) 米国にどんな行動を求

めるかを熟慮し、最も

効果的な方法で働きか

ける

15 すなわち、日本が やるべきことをやり、

米国にも言うべきこと

を言う関係を構築した

い

VIII 16 当面の試金石は、 オバマ次期大統領が重

視するアフガニスタン

への自衛隊派遣の問題

だろう

IX 17 アフガンでは、

４０か国以上の部隊が

計１０００人以上もの

兵士の犠牲に耐え、ア

フガン復興や治安維持

に汗を流している。

18 「テロとの戦い」は 正念場にある

X 19 海上自衛隊のインド洋での給

油活動は、

その一翼を担うが、そ

れだけで日本の国力に

見合う国際責務を果た

していると言えるか

XI 20 政府は、

陸上自衛隊の輸送ヘリコプタ

ーや地域復興チーム（ＰＲ

Ｔ）のアフガン派遣につい

て、

より本格的に検討すべ

きだ

XII 21 無論、一定の危険は 避けられない

22 だが、（地域復興チームのア

フガン派遣には）

ヘリコプターを改造し

て能力を高め、適切な

派遣地域を選ぶこと

で、危険を最小限に抑

えられる、との見方も

ある
XIII 23 陸自のアフガン派遣には、 新法の制定が必要とな

る
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24 その際、（陸自のアフガン派

遣は）

正当防衛などに限定さ

れている自衛隊の武器

使用権限を緩和し、国

際標準並みにすること

が重要だ

日中韓の潜在力の活用

段落 文 提題表現 叙述表現

事実描叙 見解判断 感情を表す 読み手への働きか

け
XIV 25 昨年１１月の日米共同世論調

査では、

日米関係を良いと

思う日本人が３

４％と、２０００

年以降で最低を記

録した
26 米国による北朝鮮のテロ支援

国指定の解除などが

影響したと見られ

る

XV 27 ブッシュ政権の後半は、 北朝鮮の核・拉致

問題をめぐり日米

関係が

ぎくしゃくした

28 オバマ次期政権とは、 より緊密に政策調整

し、強固な連携を再

構築すべきだ
XVI 29 北朝鮮問題では、

中国、韓国との協調も

大切である

XVII 30 中国との「戦略的互恵関係」

をより実質的で、確かなもの

にするためには、

北朝鮮問題や金融危

機対策で、目に見え

る具体的な成果を上

げることが求められ

よう
XVIII 31 麻生首相は きょう、シャトル

外交の一環で韓国

を訪問する

32 (麻生首相) 頻繁な首脳会談を

通じて、未来志向

の日韓関係を育て

たい

XIX 33 先月の日中韓首脳会談で確認

したように、アジアの３主要

国が幅広く協力を重ねること

の意義は

大きい

XX 34 日中韓協力は 多大な潜在力と可能

性を持つ
35 地域の平和と安定に貢献する

方向で、日本は

指導力を発揮せねば

なるまい

XXI 36 日本は 今月１日から２年

間、１０回目の国

連安全保障理事会

の非常任理事国を

務める
37 (日本は) 能動的外交を具体化

する大事な足場とな

る

XXII 38 (日本は) 中東など世界各地の

紛争解決や平和維持

に積極的に関与する

必要がある

39 (日本は) 長年の課題である

日本の常任理事国

入りを視野に入れ

た安保理改革にも

取り組みたい
XXIII 40 そのためには、 自衛隊の国際平和協

力活動を質、量とも
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に拡充することが欠

かせない

41 １２年連続で減少している政

府開発援助（ＯＤＡ）予算

も、

増加に転じさせるべ

き時だろう

XXIV 42 国際協力活動の当面の課題

は、

ソマリア沖の海賊対

策だ

XXV 43 通商国家・日本にとって海上

交通路の安全確保は

死活的問題だ

44 現場海域では、

日本関連船舶が

いつ襲われてもおか

しくない

XXVI 45 与野党は、 海自の艦船や哨戒機

を派遣するための新

法を早期に整備する

ため協力すべきだ

XXVII 46 与野党が新法制定に協力でき

れば、自衛隊の海外派遣全般

に関する恒久法の整備にも

弾みがつく

47 安全保障関連法制は、 国会の大多数が賛成

するのが望ましい
XXVIII 48 自衛隊が実効性のある活動を

行うには、

「集団的自衛権は行使できな

い」とする政府解釈も

当然、見直さなけれ

ばならない

これまでの分類に当てはまらないものを文章構造類型のD型とする。D型には様々な形があるが、D

型に共通する特徴を有するため、以下でこの特徴について論じる。

文章構造類型の D 型と判断されるのは、文章の全体的構造がいくつかの部分に分けられ、その部分

において小見出しによって示されるという言語表現の特徴によるためである。D 型の文章の全体構造は、

開始部、中間部、終了部という 3つではなく、大きく 2つの部分から構成される。まず、前半部では、

文章の話題を提示し、それに対する一般的な情報を述べる。つまり、文章の話題提示に対して大局的・

抽象的な見解を表明する部分である。

それに対して、後半部では、既に取り上げられた話題に対する局所的・具体的な主張が述べられる。

一般に、その問題に対し書き手の判断する解決方法が述べられる。文章の後半部には、個別の文章とし

て構造を備えた固まり（開始部、中間部、終了部）という構造が複数並ぶ。また、D 型では、文章の全

体をまとめる終了部はない。

以上の D 型の特徴を本章末尾収載の文章例 4 を例にして、説明したい。最初に、文章例 4 の構造を

【図 13】で示してみよう。

【図 13】 文章例 4の全体的構造

タイトル：急変する世界 積極的な外交を発展する時、アフガン派遣を検討せよ

前半部 段落 I：問題説明

段落 II：一般情報

段落 III：書き手の見解
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小見出し:オバマ政権と同盟強化 段落 IV～VI

段落VII～X

段落XI～XIII

後半部

段落XIV～XV

小見出し:日中韓の潜在力の活用 段落XVI～XXIII

段落XXIV～XXVIII

【図 13】に示されるように、文章の全体構造は 2つの部分から構成される。前半部では、まず、話題

提示が置かれて、後続する段落群に取り上げられた話題と関わる一般的情報が示される。前半部の最後

は書き手の見解を表明することでまとめられる。

文章例 4の前半部では、まず、積極的な外交を展開していくために日本がどうするべきかという問題

が提示される。次に、「金融危機をはじめ、世界同時不況に伴う数多くの国際問題を解決するために、

日本がどのように役割を果たすか」という問題が述べられる。また、従来までの日本外交に限界がある

要因などが述べられる。つまり、文章の前半部では取り上げられる問題が提示され、さらに、それと関

わる一般的情報が提供される。

後半部では、まず最初に、小見出しが置かれる。この小見出しは、前半部に取り上げられた問題に対

する解決方法を端的に示すものだと考えられる。文章例 4では、後半部も大きく 2部から構成されてい

る。それぞれの部分が個別の文章としての条件を備える固まりを形成する。すなわち段落 IV～XIIIが一

つ、段落XIV～XXVIIIがもう一つの固まりである。

以下では、後半部の一部分のまとまりとされる「オバマ政権と同盟強化」という小見出しを例に、開

始部、中間部、終了部の特徴を確認しておく。

開始部にあたる段落 IV 文 8 は、「米国の政権交代を好機として、日米同盟を強化し、日本外交を発

展させる」という話題を予告する。後続する段落 V文 9の提題表現「…オバマ民主党政権は」は先行し

た文 8の話題を言い換えて再現して、「…同盟国にも実質的な負担を求める姿勢を示している」という

叙述表現で説明が加えられる。さらに段落 VI文 10では提題表現の「米国は」について「依然、政治、

経済軍事の各分野で強い影響力を持つ」という事実を表す叙述表現で話題が展開される。文 11 で、強

い影響力を持つ原因となる米国との同盟強化の必要性という話題を解説して、日本側はどうすべきかを

述べている。後続する文 12 では、「重要なのは」という提題表現によって先行の話題が展開され、

「受動的外交を脱することだ」という叙述表現によって先行の話題が統括されている。このように、段

落 IV、V、VIはこれから解説する話題を導入する部分であって、文章の開始部であると考えられる。

中間部は段落 VII～段落 Xで構成される。段落 VII文 13では「日本が」という主体による提題表現と、

「何をすべきか自ら判断し、実行する」という事実を表す叙述表現の組み合わせによって話題が導入さ

れる。この話題は後続する文 14（「日本は」）という省略表現による提題表現で保持され、「米国に
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どんな行動を求めるかを熟慮し、最も効果的な方法で働きかける」という事実を表す叙述表現で説明さ

れている。文 15 では「米国にも言うべきことをいう関係を構築したい」という書き手の見解で話題を

まとめて、中間部の連段 I が形成される。とくに文 15 は文 13～14 の話題のまとまりをなしているもの

である。

文 16 の「日米同盟を強化することでアフガンニスタンへの自衛隊派遣の問題」という話題を提示し、

関係する事実が具体例とともに解説される。文 18 では日米の「テロの戦い」の話題が展開され、さら

に文 19 では「海上自衛隊の給油活動は国際責務を果たしているといえるか」という修辞疑問、すなわ

ち日本側（読み手）に対して直接働きかける表現で、それまでのとりあげられた話題がまとめられ、中

間部のもう一つのまとまりをなしている。

終了部は段落 XIから段落 XIVまでで構成される。文 20「アフガン自衛隊派遣の問題について、…検

討すべきだ」、文 21「…一定の危険は避けられない」文 22「…危険を最小限に抑えられる、との見方

もある」という書き手の見解と事実の組み合わせが述べられ、日米同盟への強化に関わる問題を訴えか

けるという形でまとめられる。さらに、文 23 は、「陸自のアフガン派遣には、新法の制定が必要とな

る」、文 24 は、「…国際標準並みにすることが重要だ」という書き手の見解でまとめられ、終了部が

形成される。

なお、以下ではD型の文章例 4における文脈展開がどのように構成されるのかを検討する。

文章例 4 では、段落 I の話題、文 1「世界は」という提題表現に対し、「様々な危機に直面してい

る」といった叙述表現で現在存在している事実を述べて説明されている。そして、文 2は提題表現の非

表示により、先行の話題を保持すると解釈でき、叙述表現「米国発の金融危機を発端とする同時不況や、

国際テロ、地域紛争、大量破壊兵器の拡散、地球温暖化、貧困などである」は先行文の叙述表現「様々

な危機」の具体例を示している。

文 3では、「日本が」といった新しい主体で示される提題表現によって話題が展開され、その話題に

ついて「積極的に役割を果たす」という叙述表現で取り上げる。後続する文 4は先行した「日本は」と

いった話題を省略表現で保持し、その話題について、「国際舞台で自らの存在感を示し、発言力を確保

する」という叙述表現で説明が加えられる。文 5の「そうした外交努力の積み重ねによって、初めて日

本の国益は」といった指示表現を含む提題表現は、特に「そうした」といった指示表現がそれまでの話

題をまとめる統括力のある表現であると考えられ、さらに、文 5の話題を「守られる」といった主観的

な見解判断を表す叙述表現で統括している。要するに、文 5が話題を統括し、連段の話題を形成する中

心文となる。

段落 III 文 6 では「従来のような調整型の外交では」といった現在までの日本外交の具体化を表す提

題表現で話題が展開され、「限界がある」という事実を表す叙述表現で説明が加えられる。後続する文

7 も同様に、提題表現が非表示で省略されるため「日本には」という同様の話題が保持されると判断し、

その話題について「…能動的な外交を展開することが求められている」という事実を示す叙述表現で説

明が加えられている。
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以上、段落 Iから段落 IIIに至るまでの提題表現と叙述表現の相互関係によって話題の展開とまとまり

を検討する。文章の前半部では、文章中のこれからとりあげられる一般的な話題を導入し、また当の話

題についての一般的な解説や書き手の抽象的な判断見解が示された部分であると考えられる。

文 1～文 7の話題の展開とまとまりは、次の【図 14】のように整理できる。

【図 14】文 1から文 7までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 1 T1 + R1

文 2 (R1) + R2

3 T1 + R3

4 (T1) + R4

5 «T2（そうした）+ R5»

文 6 T1 + R6

7 (T1) + R7

また、文章例 4で確認できるように、後続する後半部は、いくつかのまとまりを形成することによっ

て構成される。それぞれの固まりが小見出しによって表されるのが形態上の特徴である。

まず、後半部の最初の固まり「オバマ政権と同盟強化」といった小見出しにおける統括性を検討する。

文 8で「米国の政権交代は、」という提題表現によって話題を取り上げるが、これは前半部で取り上

げた話題（段落 2文 2の話題を指す）を再現して展開するものであると考えられる。文 8の話題につい

て、「日米同盟を強化し、日本外交を発展させる好機である」という事実を表す叙述表現で解説してい

る。さらに後続する文 9では、提題表現の「…オバマ民主党政権は」は文 8の話題を言い換えて再現し

て、「…同盟国にも実質的な負担を求める姿勢を示している」という叙述表現で説明が加えられる。

文 10では「米国は」という提題表現が提示され、これについて「依然、政治、経済軍事の各分野で

強い影響力を持つ」という事実を表す叙述表現で話題が展開される。後続する文 11、文 12では、先行

の話題を展開するために、引き続き「日本外交が日米同盟を基軸とすべきなのは」、「重要なのは」と

述べている。文 11、12の話題に対しては、「変わらない」、「受動的外交を脱することだ」といった

見解判断を表す叙述表現でまとめられる。段落 IV～VIは文章の開始部を形成し、話題の展開とまとま

りは次の【図 15】のようにまとめられる。

【図 15】文 8から文 12までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 8 T1 + R1

文 9 T2 + R2

文 10 T3 + R3

11 T4 + R4

12 «T5 + R5»
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文 13では、「日本が」という主体による提題表現で新しい話題が導入され、「何をすべきか自ら判

断し、実行する」という叙述表現で説明される。後続する文 14は「日本は」の話題を保持しながら、

「米国にどんな行動を求めるかを熟慮し、最も効果的な方法で働きかける」という事実を表す叙述表現

で説明を加える。文 15では「すなわち、日本が」という提題表現で話題が保持され、「米国にも言う

べきことをいう関係を構築したい」という書き手の見解で話題をとりまとめている。文 13～15は中間

部の連段 Iをなしており、話題の展開とまとまりが次の【図 16】のようにまとめられる。

【図 16】文 13から文 15までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 13 T1 + R1

14 (T1)+ R2

15 «すなわち、T1（日本が） + R3»

文 16 で、「当面の試金石は」という提題表現によって新しい話題を転換し、この話題を「オバマ次

期大統領が重視するアフガニスタンへの自衛隊派遣の問題だろう」という叙述表現によって相手に直接

働きかけ、同意を求める書き手の判断を示しながら、新たな話題が導入されている。後続の文 17 では、

「アフガンでは」、「40か国以上の部隊が」といった 2つの提題表現によって話題が展開されており、

この話題に対して、「計１０００人以上もの兵士の犠牲に耐え、アフガン復興や治安維持に汗を流して

いる」という事実を表す叙述表現で説明が加えられている。同様に、文 18 の「テロとの戦いは」とい

う話題は先行文の話題を展開し、「正念場にある」という存在事実を表す叙述表現で説明される。これ

らの事実を述べた段落について、後続する段落、すなわち文 19 で「 海上自衛隊のインド洋での給油活

動は」という提題表現によって話題を続けて、「…それだけで日本の国力に見合う国際責務を果たして

いると言えるか」といった疑問表現による読み手への働きかけを表す叙述表現で統括されている。文

19までの話題の展開とまとまりは、次の【図 17】のように整理できる。

【図 17】文 16から文 19までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 16 T1 + R1

↓

文 17 T2 + R2

18 T3 + R3

↓

文 19 «T4 + R4»

文 20 では、「政府は」、「陸上自衛隊の輸送ヘリコプターや地域復興チーム（ＰＲＴ）のアフガン

派遣について、」という 2つの提題表現によって新たな話題が導入されて、これらの話題について「よ

り本格的に検討すべきだ」といった書き手の見解を述べた叙述表現でとりまとめている。後続する文
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21から文 24に至るまでも、文 22の叙述表現を除き、話題を書き手の主観的見解判断を述べる叙述表現

で統括している。要するに、段落 XI から段落 XIII まででは、先行段落に述べられた話題について書き

手の見解判断を表す部分的まとまり（終了部）が形成されると考えられる。

以上、文章例 4の最初の小見出し「オバマ政権と同盟強化」において、提題表現と叙述表現による統

括性を分析した。次に、もう一つの見出し「日中韓の潜在力の活用」において、統括性がどのように形

成されるかを見てみよう。

文 25 では「昨年１１月の日米共同世論調査では」いう提題表現によって新しい話題が導入され、こ

の話題について「日米関係を良いと思う日本人が３４％と、２０００年以降で最低を記録した」という

過去の事実提示をとる叙述表現で説明されている。後続する文 26と文 27でも、それぞれ「米国による

北朝鮮のテロ支援国指定の解除などが」、「ブッシュ政権の後半は、」という提題表現は、先行した話

題を続けて展開し、「影響したと見られる」といった引用表現による事実を表す叙述表現と、「北朝鮮

の核・拉致問題をめぐり日米関係がぎくしゃくした」という叙述表現によって過去の事実を表している。

文 28 で、「オバマ次期政権とは」という話題を前出の話題と対比的にとりあげ、「より緊密に政策調

整し、強固な連携を再構築すべきだ」という書き手の見解判断を表す叙述表現によって統括している。

文 29 では、「北朝鮮問題では」、「中国、韓国との強調も」という 2 つの話題を並べて展開してい

る。この話題については、「大切である」という見解判断を示す叙述表現で解説される。文 30 では、

「中国との「戦略的互恵関係」をより実質的で、確かなものにするためには、」という提題表現で先行

した話題の展開がなされ、「…目に見える具体的な成果を上げることが求められよう」といった書き手

の要望を示す叙述表現でとりまとめて、ここでまとまりが形成される。その結果、文章の書き出し文か

らここまでの段落群は開始部として部分的まとまりを形成するものであると考えられる。文 25 から文

30までの話題の展開とまとまりは、次の【図 18】のように整理できる。

【図 18】文 25から文 30までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 25 T1 + R1

26 T2 + R2

↓

文 27 T3 + R3

28 T4 + R4

↓

文 29 T5 + R5

文 30 «T6 + R6»

後続する文 31 の「麻生首相は」という新たな話題の転換を示す提題表現で、この話題について、

「きょう、シャトル外交の一環で韓国を訪問する」という説明的な叙述表現で解説している。後続する

文 32 で話題を省略し、「頻繁な首脳会談を通じて、未来志向の日韓関係を育てたい」という、相手に



103

直接働きかける書き手の要望の叙述表現でまとめている。それだけでなく、後続する文 33、文 34、文

35 で、それぞれとりあげる話題について、「大きい」、「多大な潜在力と可能性を持つ」、「指導力

を発揮せねばなるまい」という書き手の見解判断を示す叙述表現で統括している。

以上、文 31～文 35 は中間部の最初のまとまりを形成する。文 31～文 35 における話題の展開とまと

まりは次の【図 19】のようにまとめられる。

【図 19】文 31から文 35までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 31 T1+ R1

32 (T1)+ R2

↓

文 33 T2+ R3

文 34 T2+ R4

35 «T3+ R5»

文 36 で「日本」という新たな話題を転換して取り上げ、「今月１日から２年間、１０回目の国連安

全保障理事会の非常任理事国を務める」という叙述表現で導入する。文 37 でも先行文の提題表現を省

略し、同様の話題が維持されると解することができる。文 37 でとりあげる話題について、「能動的外

交を具体化する大事な足場となる」という見解・判断を表す叙述表現でとりまとめている。

後続する文 38と文 39でも、提題表現を省略し、「中東など世界各地の紛争解決や平和維持に積極的

に関与する必要がある」、「長年の課題である日本の常任理事国入りを視野に入れた安保理改革にも取

り組みたい」といった書き手の見解判断と要望を表す叙述表現で統括している。文 40 で「そのために

は」といった前出の話題をまとめる指示表現を含む提題表現で提示され、「自衛隊の国際平和協力活動

を質、量ともに拡充することが欠かせない」といった書き手の主観的判断を示す叙述表現で統括してい

る。このように、叙述表現は提題表現と対応することで、段落群ごとに部分的話題をまとめる機能があ

る。

文 41は文 40の話題を補足するものである。「１２年連続で減少している政府開発援助（ＯＤＡ）予

算も」に対し、「増加に転じさせるべき時だろう」といった主観的判断を述べる叙述表現でとりまとめ

ている。

文 42 では、「国際協力活動の当面の課題は」という提題表現によって新たな話題を続けてとりあげ

るが、この話題を「ソマリア沖の海賊対策だ」といった主観的な判断を示す叙述表現で統括している。

同様に、後続する文 43、文 44 でも、それぞれの話題とされる事柄について、「死活的問題だ」、「い

つ襲われてもおかしくない」といった書き手の見解判断を提示する叙述表現でとりまとめている。

以上、文 36から文 44までは文章の中間部の 2つ目のまとまり形成するものであり、その部分の話題

展開とまとまりが次の【図 20】のように整理できる。
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【図 20】文 36から文 44までの話題展開とまとまりを示す提題・叙述表現

文 36 T1 + R1

37 (T1) + R2

文 38 (T1) + R3

39 (T1) + R4

文 40 «T2そのためには + R5»

41 T3 + R6

↓

文 42 T4 + R7

文 43 T5 + R8

44 T6 + R9

段落 XXVI 文 45 では、「与野党は」という提題表現によって話題を転換し、「海自の艦船や哨戒機

を派遣するための新法を早期に整備するため協力すべきだ」といった主観的な判断を表す叙述表現で導

入される。後続する文 46 でも同じく「与野党」を含む提題表現で話題を保持し「弾みがつく」という

主観的な見解が示される。また、文 47 では先行の話題を言い換えて示す提題表現「安全保障関連法

制」に、「国会の大多数が賛成するのが望ましい」といった書き手の要望が、さらに後続する最終段落

の文 48 では、「自衛隊が実効性のある活動を行うには」、「「集団的自衛権は行使できない」とする

政府解釈も」、という引用表現を含む提題表現による 2つの話題に「当然、見直さなければならない」

といった書き手の見解判断が示されている。

前述の【表 5】で観察できるように、文 45～文 48 の叙述表現はいずれも書き手の見解判断を表すも

のであり、これまでとりあげた話題をしめくくる役割を果たしていると考えられる。そのため、段落

XXVI文 45～段落XXVIII文 48は文章の終了部を形成する部分であると考えられる。

以上のように、D 型は、文章の全体的構造を大きく「前半部」、「後半部」に分け、それぞれの部分

は個別の文章としての構造を備えるまとまりのあるものである。D 型の文章は論説文としての社説文章

の構造の一型であるが、特に文章の全体的構造の中で最も書き手の主張したい部分を特定しにくい社説

の文章構造である。このような D 型に分類される社説はある問題に関わっている対策法を解説する説

明文や随筆文に近い論説文なのではないかと考えられる。この課題については、今後の課題として検討

したい。

3.5まとめ

日本語の社説の構造における統括性を提題表現と叙述表現の観点から考察し、その特徴を基にして日

本語の文章構造を考えてみた。分析した結果、日本語の文章構造の類型として、A 型、B 型、C 型、D

型といった分類を提案した。本章では、その特徴を次のように整理した。
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文章構造類型A型：

(1) 文章の開始部は文章の話題の内容を予告しない。

(2) 話題が提起されて、その内容が次々に展開していき、段落群ごとに小括（話題ごとのまとま

り）が形成される。

(3) 文章の終了部では最終的に、文章中に取り上げられた話題全体を網羅してまとめる。

文章構造類型B型：

(1) 文章の開始部ではこれから取り上げる話題の内容が提起されてから、書き手の見解判断が述べ

られる。

(2) 文章でとりあげる話題の内容は少なからず開始部で導入される。

(3) 文章の終了部では再び結論が提示される。

文章構造類型C型：

(1) 文章の開始部ではこれからとりあげる総括的な話題の内容を予告する。

(2) 文章の開始部の個々の段落が後続する中間部と終了部の段落群と個別に対応する。

(3) 文章の終了部ではB型の文章と同様に、文章の論旨は終了部で再度提示される。

文章構造類型D型：

(1) 基本的には先行分類に当てはまらない文章をD型とする。

(2) 文章の全体的構造は一般に、前半部と後半部とされる二つの大きな部分的まとまりから構成さ

れる。

(3) それぞれの部分的まとまりは個別的な文章とされる構造を持つ。

(4) 文章の全体をまとめる終了部はない。

ただ本章の考察は、日本語の文章のみを対象としたものである。日本語の文章構造の特徴を明示する

には、他の言語の文章の持つ構造との比較対照が欠かせない。そこで、次章では、本論文の筆者の母語

であるインドネシア語の文章構造について分析し、その整理による比較対照に基づいて日本語の文章構

造の特徴をしたい。
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第４章

インドネシア語の文章構造における統括性

‐提題表現と叙述表現に注目して‐

4.1 はじめに

本章では、インドネシア語の社説の文章構造について提題表現と叙述表現の関係から見

た統括性を明らかにし、また統括性によって文章の全体的構造がどのように類型化される

のかを明らかにすることを目的とする。文章の統括性の解明に関わる中心的な研究課題は、

文章を構成する複数の文や段落が相互にどのように関係を形成し、最終的には文章の全体

構造におけるまとまりがどのように形成されるかというものである。統括性は「文章の全

体構造における統一性と完結性とを根拠づけようとする文法論的観点である」（永野、1986）

と位置づけられている。

前章では、日本語の文章構造における統括性がどのように形成されるかを明らかにし、

またそのタイプによって文章構造の類型を考察した。本章では考察の課題を進めて、イン

ドネシア語の文章構造を構成する統括性がどのように形成されるのかについて分析する。

考察の一部では、対照研究として、両言語の文章構造における異同を記述する。

4.2 インドネシア語の文法的特質について

ここでいうインドネシア語は、いわゆる標準インドネシア語を指している。インドネシ

アは多民族国家であり、各民族がそれぞれ地方言語を持つため、数百の地方言語がある。

その中で、古くから多民族間のコミュニケーションにおいて交易用語として利用されてい

た言語がインドネシア語として 1928 年から公用語となっている。

Alwi（2000）は、標準インドネシア語とは学校、テレビ、大統領の演説、宗教的及び伝

統的な行事、新聞などの場面で使用されているインドネシア語を指すと指摘している。こ

の立場から考えて、本研究で扱う論説文としての新聞社説は標準インドネシア語の中に含

まれるといえよう。

崎山（1982）では、一般にインドネシア語がやさしい言語だと考えられている理由を整

理しており、インドネシア語の単語はローマ字化されていて、個々の単語のアクセントに

よって意味が区別されないこと、名詞や動詞に活用がないこと、動詞のテンスやアスペク

トについても文法上の仕組みによるものでなく、単語によって表されること、等を指摘し
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ている。

インドネシア語の文法的特質については、かなり幅広いものなので、全てを述べること

はしない。本研究の考察に関わる点にしぼって、簡単に概説しておきたい。

4.2.1 類型論的な特徴

まず、Li & Thompson（1976）では、世界の言語を主語卓越型（subject-prominent）、主題

卓越型（topic- prominent）、主語･主題卓越型、主語･主題融合型の 4 類に大別している。イ

ンドネシア語は Li & Thompson（1976）の分類に照らし合わせると、主語卓越型の言語の

一例である（Alwi、2000:358-360）とされている。

インドネシア語は動詞や形容詞の活用が存在しない。言い換えれば、インドネシア語の

単語は、「孤立語」としての言語であって、文における語の文法的な機能によって語の形態

が変化することはない。しかし、インドネシア語における単語（形態素）では一般に、語

幹に接辞を付加して、動詞、名詞、形容詞等の品詞、あるいはテンス、アスペクト、敬意

などの文法的意味を示している。

4.2.2 文構造の特徴

前に述べた特徴と関連して、インドネシア語には一般に、文法的カテゴリーとしてのテ

ンスやアスペクト等を表すために形容詞的・副詞的機能を持つ語がある。例えば、「mulai,

selesai, sedang, selalu」などは文法的アスペクトをそれぞれ表す起動相、結果相、継続相、

反復相を示す1。

また、文の中に述部が一つだけ見られる文を、便宜上単文（kalimat tunggal）と呼ぶと、

インドネシア語の単文の基本構造は、主語を S、動詞を V、目的語を O とする場合、SVO

のように表すことができる。この点で、インドネシア語は、SOV で表される日本語とは大

きく異なっており、文の基本構造としては、一見英語に類似している。両言語の特徴を次

の例で確認しておこう。

(1) Guru saya orang Jepang

先生 私 人 日本

‘私の先生は日本人です’

(2) Dia rajin

彼 真面目

‘彼は真面目です’

1 崎山（1990）では「mulai、selesai、sedang、selalu」などのような語は助動詞的機能をもつ補助動詞で

あるとしている。
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(3) Bapak membaca Koran

父 me(接頭辞) 読む 新聞

‘父は新聞を読みます’

上記の例文は、（1）が名詞文、（2）が形容詞文、（3）が動詞文である。

このように、インドネシア語は日本語の文のように助詞（ハ、ガ）や助動詞（ダ、デア

ル）に相当する語は存在していない。言い換えれば、全ての品詞が文の述部になりうる。

このように、インドネシア語の基本的構文は単純で簡単に作られるといえる。一方、例え

ば、初級段階の外国人インドネシア語学習者にとって、通常の文では主述関係にたつ語を

見分けることが難しく感じられるだろう。なぜならば、どの品詞も主語・述語に立ちうる

という特徴を持つためである。

インドネシア語の単文に対応する複文（kalimat majemuk）とは、二つ或はそれ以上の節

を持つ構文構造を指すものである（Chaer、1994：243-247、verhaar:1996）。複文は通常、

ketika、pada saat、 pada waktu （とき）dan、 kemudian （また）、jika、 kalau、 jikalau、

seandainya、 umpamanya（もし）、sejak（以来）などのような接続詞によって形成すること

ができる。その例文は以下のとおりである。

(4) (Saya sedang belajar di kamar), ketika Bapak pulang dari kantor.

私 （進行） 勉強 で 部屋 とき 父 帰る から 会社

’父が会社から帰ってきたとき、私は部屋で勉強していた’

(5) Jika harganya mahal, (saya tidak akan membeli baju itu).

もしそのシャツ値段 高い 私 否定 テンス 買う シャツ その

’もしシャツの値段が高ければ、私はそのシャツを買わない’

例文（4）は例文（5）と同様に、下線をほどこした部分が従属節、囲まれている部分が

独立節となっている。たとえば、例文（5）の従属節における「harganya」の「-nya」とい

う代名詞は後続する主節の「baju itu」を代行する。つまり、「-nya」という代名詞を使用す

るのは同一語句の反復を避けるためによるものであると考えられる。この「-nya」はイン

ドネシア語文法では関係代名詞とされ、文中の句あるいは節の関係を指し示す機能を果た

している。構文要素の関係を示す「-nya」は文法的機能としての前方照応（anaphora）＜先

行する部分を指示する＞と後方照応（cataphora）＜後続の部分を支持する＞を果たすもの

である。

次の例文（6a）のように、「-nya」という代名詞を使わず、語の繰り返しを利用すること

も、インドネシア語においては可能である。但し、例文（6b）では、従属節の「harga（値

段）」がどの部分に関わっているかが不明であるため、従属節と主節の関係が成立していな
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い。例文（5）では代名詞「nya」の出現が不可欠である。従って、例文（6b）は不適格な

文となる。

（6a）Jika harga baju itu mahal, saya tidak akan membeli baju itu.

もし 値段 シャツ その 高い 私 否定 テンス 買う シャツ その

’もしそのシャツの値段が高ければ、私はそのシャツを買わない’

（6b）(?)Jika harga mahal, saya tidak akan membeli baju itu.

もし値段 高い 私 否定 テンス 買う シャツ その

’もし値段が高ければ、私はそのシャツを買わない’

4.2.3 インドネシア語の代名詞について

ここでインドネシア語の代名詞についての説明を加えておきたい。インドネシア語では、

代名詞は人称代名詞（pronomina persona）、指示代名詞（pronomina penunjuk）の二つに分

類され、指示代名詞は一般指示代名詞（pronomina penunjuk umum）（便宜上、以下指示代

名詞という）、場所指示代名詞（pronomina penunjuk tempat）、疑問指示代名詞（pronomina

penanya（ihwal））の 3 類に下位分類されている（Alwi 2000:249-271）。ここでは本研究の課

題と関わる一般指示代名詞（pronomina penunjuk umum）について概観する。

インドネシア語の指示代名詞は原則として、指示対象の距離によって ini 、itu、anu の 3

種類に分けられている。ini は日本語の指示詞「これ」に相当し、itu は「それ」と「あれ」

に相当する。Anu が使用されるのは、話し手がなにかを述べようとするときどんな言葉で

表現すればよいか一旦忘れた場合に代行するものである。

ini と itu は談話･文章の中に多く用いられる。Alwi（2000）では、ini と itu は「テクスト」

たらしめているもの－テクスト性（textuality）を支えるものの一つであると述べている。

文の集まりがテクストを構成する場合は、ばらばらの文の集まりではなく、何らかのつな

がりが存在しなければならない。談話･文章に ini と itu を多用するのは談話･文章の意味的

つながりをなすためであると考えられる。

以上、インドネシア語の文の基本的構文について簡単に記述した。次節では、インドネ

シア語の文章論に関わる先行研究を概観する。

4.3 インドネシア語の文章の統括性にかかわる先行研究

インドネシア語の文章構造における統括性を考察する先行研究は、筆者の知る限り見当

たらない。ただ、Kridalaksana（1987）、Chaer （1994）、Alwi（2000）などによって書かれ

た文法書では、文章論に関わる一般的概念が手短に論じられている。

Kridalaksana（1987）はインドネシア語の文章における結束性を重視しており。文章構造

における結束性の存在は文章であるか否かを認める条件とされる。文章の結束性は意味的
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結束性（aspek semantis）、語彙的結束性（aspek leksikal）、文脈的結束性（aspek gramatikal）、

音韻的結束性（aspek fonologis）に分類されている。

Chaer（1994）では、談話あるいは文章は完結した言語表現のまとまりであり、文法的序

列における最大の単位であるとしている。このような意味で、文章とは必ず主題が一貫し

ていることが前提であると指摘しており、また、最大の言語単位としての文章においては、

ある特定の言語的条件に基づく文や段落から構成される（Chaer 1994:267）と述べている。

また Chaer（1994）では特定の言語的条件について、文章を構成する複数の文や段落の間

になんらかの意味的関係（結束性）であると述べている。

Alwi（2000）では、文章あるいは談話についての一般的概念を論じている。Alwi （2000）

では、文章における概念とされる結束性、一貫性、スキーマに注目して論じている。

インドネシア語の文章論に関する先行研究を概観すると、インドネシア語の文章論の一

般的概念の整理にとどまっており、具体的な文章構造の考察までは十分に行なっていない

現状である。そのため、本研究では、インドネシア語の文章構造を明らかにするために、

日本語の文章構造に関する分析法や観点を援用してその統括性を考察する。まずは、提題

表現と叙述表現の観点に着目した考察から始める。

4.4 インドネシア語における提題表現と叙述表現

前述のように、インドネシア語は、Li & Thompson（1976）の分類で主語卓越型の言語で

あると多くの人が指摘している通りである。但し、これは、インドネシア語が主題（以下、

提題表現と呼ぶことにする）を主張しない言語という意味ではない。無論、インドネシア

語には日本語のように、主題を表すとされる「ハ」、主格を表すとされる「ガ」のような区

別は存在しない。しかしインドネシア語において提題表現は、構文に依存し文中のイント

ネーションによって決定されている（Halim、1974:134-135）。具体的には、構文上の指標

として、文頭に位置する部分で焦点化された名詞句が提題表現とされる。イントネーショ

ン上の特徴としては上昇調で、息の切れ目が指標となる。Halim （1974）は提題表現につ

いて以下のような例文2を示している。

お母さん 進行(相) 仕事

（7）Ibu sedang bekerja

2 3 3/ 2- 31

’お母さんは仕事中です’

働く 彼 好き

（8）Bekerja dia suka

2- 33 / 2- 31

2 Halim （1974）はイントネーションを、１が低、2 が中、3 が高いといった記号で表して分析している。
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’働くのは彼が好きです’

で（前置詞）パレンバン よく 雨

（9）Di Palembang sering hujan

2- 33 /2- 31

’パレンバンにはよく雨が降ります’

昨日 へ（前置詞） ここ

（10）Kemarin ke sini

2- 33/ 2- 31

’昨日はここに来ました’

Halim （1974）では、上記の例文中、名詞「ibu」、動詞「bekerja」、場所を表す副詞「di

palembang」、時間を表す副詞「kemarin」がそれぞれ文中で提題表現としての機能を果たし

ていると指摘している。また、Halim（1974）の例文に取り上げられた提題表現を品詞の側

面から考えると、名詞（固有名詞）、動詞、場所を表す補語、時間を表す補語は文構造にお

いて提題表現として役割を果たしているものといえる。

Danusugondo（1981）では、提題表現と叙述表現から構成されるインドネシア語の文は

英語などと異なり、構成される提題表現と叙述表現の間に息の切れ目（pause assignment）

が置かれると述べている。Danusugondo3は次の例文を取り上げ、文（11）と（12）の「anak

itu」を提題表現、「ibunya dokter」、「sudah saya hajar」を叙述表現と定義している。（//はポ

ーズを示す）

子 その 三人称のお母さん 医者

（11）Anak itu// ibunya dokter.

’あの子は、あの子のお母さんが医者です’

子 その 完了 私 懲らしめる

（12）Anak itu// sudah saya hajar.

’あの子はもう私に懲らしめられた’

以上の先行研究より、Halim （1974）と Danusugondo（1981）はそれぞれイントネーシ

ョンとポーズに基づいて主述関係を示すのが可能であると述べている。Halim は談話資料

を扱い、イントネーションの特徴から提題表現と叙述表現を考察したが、文章の資料に対

しては基準の一般化をすることに困難が予想される。また、特に文のイントネーションに

関してはインドネシア語の言語学者の間にも様々に立場が分かれ、現在も議論されている。

そこで、本章ではイントネーションあるいはポーズの位置に基づく主述関係の問題にたち

3 Danusugondo（1981）参照
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入るのではなく、構文構造の特徴から考察を進める。

一方、Samsuri（1988）では、インドネシア語の構文論における文の提題表現－叙述表現

の関係についての概念を論じており、提題表現－叙述表現の関係は機能的構文論から文の

構造を記述するための構成要素であると述べている。さらに、Samsuri（1988）では、提題

表現－叙述表現の関係はインドネシア語において主語－述語の関係と同一であり、提題表

現とは文の構造における主題部とされる部分を、あるいは叙述表現で説明される部分を

（p.68）いう。

さらに、亀井孝・河野六郎・千野栄一編（1996）『言語学大辞典 術語編』では、FSP

（functional sentence perspective）の項目において、「主題は、いつもすでに与えられている

ものであり、すでに知られている、ものである（旧情報，old information）。これに対して、

叙述は、何か新しいもの、未知のものである（新情報、new information）。」と（p.124）説

明されている。さらに、「FSP は（中略）具体的な場面において、話し手が伝達の機能を十

分に発揮するために、既知事項（T）を先に置き、未知事項（R）を後で述べつつ、文の展

開を図ることを意味している」と（同頁）規定されている。

インドネシア語の提題表現と叙述表現の判定には、上記の Samsuri （1988）や亀井孝・

河野六郎・千野栄一編（1996）に従い、さらに次の佐久間（2010）と永野（1986）が参考

になる。

佐久間（2010）では、提題表現と称するものは「文や節の表す内容の中核をなす話題（文

の主題と主格を表す言語形式全般を含む）の表現で、提題内容に共起する表現によって、

「ハ」、「ガ」などの 55 類に分類されているとする。

永野（1986）では、文章論において「が」の主格的性格と「は」の主題的性格との区別

を主張するより、両者を一括する考え方を持った方がいいとする。なぜならば、「文章の展

開の上で「が」と「は」とは互換性をもつのであって、お互いにその位置を奪いあい、埋

めあうという相互関係があるからである」と指摘している。

佐久間と永野の立場を参照すると、インドネシア語の提題表現は文中で文頭に立つ主部

であり、叙述表現は述部に相当する、提題表現以外の部分であるという立場をとることに

する。叙述表現は通常、述部に代表される部分である。言い換えれば、提題表現によって

提示される話題について、説明したり、解説したりする表現を叙述表現と定義する。

本研究の分析において、叙述表現の分類は基本的に佐久間（2000）に基づいているが、

インドネシア語には動詞の形態面から事実を示すもの、見解判断を示すもの等のどの分類

に当てはまるかを判断することはできないため、主観的な態度を表す副詞がつくか否かに

よって判定することにする。主観的な態度を表す副詞は原則として、述部（動詞）の前に

たつが、場合によって提題表現の一部分にたつことがある。次の例文の差は、主観的な態

度を示す副詞が叙述表現（述部）の一部であるか提題表現の一部分であるかである。以下

の例文（13a）は副詞が叙述表現の一部であるが、例文（13b）は提題表現の一部である。
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しかし、例文（13a）、（13b）は共に、主観的な態度を示す副詞があるため、意見を述べる

文とする。

(13a)Negara semestinya memiliki program dan kebijakan di sektor pendidikan

yang jelas, terarah, dan berkesinambungan.

国は教育界のプログラム政策を明確かつ集中的・継続的に設定するのが当然のことだ

と言える。

(13b)Semestinya Negara memiliki program dan kebijakan di sektor pendidikan yang jelas, terarah,

dan berkesinambungan.

当然のこととして、国は教育界のプログラムと政策を明確かつ集中的・継続的に設定

することである。

文の示す内容が事実であるか見解判断であるかを判定するのが容易でないのは、主観的

な態度を表す副詞を持たない文が存在することによるものである。その場合は、全体的な

文脈によって判断する。

4.5 分析対象と方法

本研究では、インドネシア語の分析の対象として『Media Indonesia』と『Koran Tempo』

の社説を扱う。対象範囲は 2009 年１月と 2011 年 3 月の『Media Indonesia』の社説 53 本、

2011 年 3 月の『Koran Tempo』の社説 21 本である。インドネシアの新聞社説は基本的に、

一日分１本で構成されるが、祝日や休日には社説が出ないこともある。

本研究の具体的方法は、文章の全体的構造を構成する複数の文や段落の相互関係から見

られた統括性がどのように形成されるのかを明らかにするために、提題表現と叙述表現の

関係を扱う。そして、それぞれの文章の持つ統括性の特徴を説明し、インドネシア語の文

章の全体的構造を考察する。分析に当たって、提題表現と叙述表現との判定は次のように

行う。インドネシア語の提題表現は基本的に文頭に立つ部分であり、叙述表現は述部に相

当する提題表現以外の部分であるという立場をとることにする。叙述表現は佐久間（2000）

を参考にし、述部の形態上の特徴と主観的な態度を表す副詞があるか否かによって、事実

を示すもの、見解判断を示すもの、感情を示すもの、聞き手への働きかけを示すものの 4

類に分ける。

4.6 結果と考察

4.6.1 結果

考察対象とするインドネシア語の 3 紙の社説文章 74 本の文章を分析した結果は以下の

表で示すとおりである。
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【表 1】インドネシア語の文章構造類型

新聞社

文章型

『Media

Indonesia』

(2009 年 1 月)

『Media

Indonesia』

(2011 年 3 月)

『Koran

Tempo』

(2011 年 3 月)

合計

1 A 型 19(76) 19(68) 14(67) 52(70)

2 B 型 6(24) 9(32) 7(33) 22(30)

3 C 型 0 0 0 0

4 D 型 0 0 0 0

25(34) 28(38) 21(28) 74

※( )はパーセンテージを示す。

インドネシア語の文章では 3 紙の社説を分析の対象としてとりあげ、提題・叙述表現の

観点から文章の全体的構造における統括性を分析した。分析した結果は上記の【表 1】の

ようにまとめた。結果では、インドネシア語の文章が A 型と B 型の 2 大類型を形成するこ

とが分かる。この 2 大類型は日本語の文章において抽出した最も多い類型としての A 型と

B 型に相当する。インドネシア語の文章構造の類型の内訳は以下のようである。

【表 1】を見ると、3 紙の社説文章では、A 型が 70％で最も多く、次いで B 型が 30％と

いう結果が得られている。また、新聞別に構造類型の割合をみると、1月分と 3月分の『Media

Indonesia』と『Koran Tempo』はどちらとも A 型の文章が 7 割を占めるという結果が得ら

れた。さらに、インドネシア語の 3 紙の新聞社説の文章は A 型と B 型で構造類型をなして

いるといえよう。提題表現と叙述表現の関係から統括性を考察すると、つまり、どのよう

に話題の展開とまとまりを形成するかによってインドネシア語の文章構造類型を分類する

と、全て A 型か B 型かに分かれるということが分かった。

また、日本語の場合、少なくとも 4 つに分類される型のうちの一つであるのに対し、イ

ンドネシア語ではこの 2 類型しか見られないという点も注目できる。

以下、具体的な考察として A 型と B 型を取り上げ、インドネシア語の文章における統括

性がどのように展開されるのかについて見ていく。A 型は最も数が多い文章の型であり、

B 型は A 型と二大類型をなす文章構造類型としてとりあげるものである。

4.6.2 A 型：文章例１

A 型は文章の話題を提示してから、一歩、一歩、関連する話題を順々に進めていくとい

う文脈展開形態を持つ。また、話題を進めていきながら、ところどころに話題ごとの小括

が置かれる。A 型の文章においては、書き手の主張は一般的に文章の終了部で述べられる。

以下、A 型の文章例 1 を見ていく。文章例 1 の全体的構造を構成する提題表現と叙述表

現の関係を以下の【表 2】に示す。
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【表 2】文章例 1 の提題表現と叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現4

事実描叙 見解判断 読み手への働きかけ

I 1 Dunia pendidikan memunculkan persoalan

baru

2 Meski belum

…tahun ini,

（dunia pendidikan）

Ada keinginan menjadikan

hasil ujian nasional

sebagai salah satu dasar …

II 3 Gagasan itu Tertuang dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 19

Tahun 2009…

4 Pasal 68 PP itu Menyebutkan …bisa

menjadi salah satu dasar

masuk ke perguruan tinggi

negeri (PTN).

III 5 Dengan demikian,

PTN

Tidak lagi menyodorkan

soal-soal …

6 PTN hanya melakukan seleksi

…

IV 7 Bagi satuan

pendidikan

diberi waktu transisi

selama tujuh tahun untuk

…PP Nomor 19/2009 itu

V 8 Yang pasti,

akibatnya,

beban materi dan

psikis siswa

Terus bertambah.

9 (akibatnya) …para siswa harus belajar

ekstra keras

10 Sebab, standar

kelulusan

dinaikkan lagi dari 5,25

menjadi 5,50

4 佐久間（2000）では叙述表現を4 種類に分けるが、そのうち、「感情を表す」叙述表現は本稿の対象においては

現れないため、【表】に「感情を表す」叙述表現の欄を省くことにする。
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11 Dana yang

dikucurkan pun

tidak tanggung-tanggung

mencapai Rp572 miliar

12 Dana sebesar itu merupakan bagian dari pagu

anggaran untuk sektor

pendidikan…

VI 13 Yang menjadi

persoalan,

Apakah sebelum

melaksanakan ujian nasional

pemerintah sudah… di

seluruh Tanah Air?

VII 14 Sejatinya,…

persoalan-persoalan

mendasar di dunia

pendidikan seperti

itu

sudah mulai diperbaiki dan

dibenahi

15 Perbaikan bangunan

sekolah …

Haruslah menjadi prioritas

utama

16 Sebab, bukan hal

baru banyak

bangunan sekolah…

Sebagai wadah proses

belajar-mengajar

VIII 17 Karena itu, negara harus punya kemauan dan

kemampuan untuk

membangun dunia …

18 Langkah itu Penting dilakukan sebagai

upaya untuk mengatasi …

19 Bahkan mestinya

dengan standar yang

lebih tinggi lagi

sehingga bangsa ini

Mampu bersaing dengan

bangsa-bangsa lain.

IX 20 Dalam konteks

itulah,

negara

semestinya memiliki

program dan kebijakan di

sektor pendidikan…

21 (Dalam konteks

itulah)

Perlu pula dibangun

akuntabilitas, transparansi,

dan pengawasan terhadap …
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22 (dalam konteks

itulah)

Perlu diingatkan bahwa

gagasan menjadikan ujian

nasional sebagai …

23 (dalam konteks

itulah)

Bukan masanya lagi para

siswa menjadi …

24 Itu kalau bangsa ini tidak mau semakin tertinggal

dari bangsa-bangsa lain

※ 太線（ ）は主観的態度を表す副詞 下線（ ）は接続詞を示すもの

文 1 と 2 はこれからの文章での話題とされる「dunia pendidikan」（教育界）を提起するも

のである。ただし、文 1 が「memunculkan persoalan baru」（新たな問題を起こしてきた）と

いう話題を導入してから、文 2 の叙述表現で「Ada keinginan menjadikan hasil ujian nasional

sebagai salah satu dasar...」（総合試験の結果を基盤にしたいとの思いがあった）という事実

を述べている。また、後続する文 3 と文 4 では共に、提題表現による話題に対して事実を

示す叙述表現が連続する。【表 2】で確認できるように、文 3 の「gagasan itu」（その考え）、

文 4 の「pasal 68 PP itu」（その政府規則の第 68 条）といった指示表現はそれぞれ先行する

文の叙述表現で言及されている内容を指示しており、その指示内容を話題として提題表現

で順順に提示し展開している。

文 5 では「dengan demikian, PTN」（「そうした結果（接続詞）」“その場合”、大学は）と

いった接続表現を含む提題表現が、先行したそれまでの話題（提題表現と叙述表現の組み

合わせで言及された内容）を持ち込みながら、まとめる機能を果たしている。文 6 は先行

文の話題「PTN」を保持して、事実描叙の叙述表現によって話題に説明を加える。特に文

5 では接続表現によって文章の話題の統括性が形成される。文 1 から〜文 6 までの話題展

開とまとまりは次の【図 1】のように説明できる。

【図 1】文 1 から文 6 までの話題展開とまとまりを示す提題表現と叙述表現

文 1 T1 + R1

2 T1 + R2

↓ 

文 3 T2(R2) + R3

4 T3(R3) + R4

↓ 

文 5 «T4（dengan demikian, PTN）（R4）＋R5 »

文 6 T4+R6
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※ ↓：話題の展開を示す ＋：提題表現と叙述表現の関係を示す （Tｎ）：提題表現 1、2…等を示

す

（Rｎ）：叙述表現 1、2、等を示す « »：:連段の統括を形成する提題表現と叙述表現を示す（以下、同様）

｢dengan demikian」（そうした結果）“その場合”という接続表現について説明を加えたい。

「dengan demikian」という接続表現は文頭にしか出現せず、文章や談話の話題を導入する

際に出現することはない。談話･文章において連続的に取り上げられているそれまでの話題

をまとめる表現としての役割を果たすものといえる。また、文 6 までは文章中のこれから

解説する話題を導入する部分、文章の開始部であると考えられる。

後続する文 7 からは新しい話題を示す提題表現が登場し、その話題について事実を示す

叙述表現による解説が続く。文 8 から文 12 まででは、文 7 の話題「satuan pendidikan」（教

育機関）を受けて、次々と話題を展開させる構造である。そこで、文 8 と 9 の「yang pasti,

akibatnya」（確実に変わったことといえば）、文 10 の「sebab」（なぜなら）という接続表現

と、文 12「…itu」といった指示表現を含む提題表現で、話題の一貫性が形成されている。

また、文 8〜文 12 の叙述表現は一様に主観的判断を提示することでまとめられている。

文 13 は、先行の話題を展開するために、提題表現と叙述表現を組み合わせた疑問表現で

提示している。後続する文 14 では、先行文の疑問表現に対する応答表現と見なすことがで

き、表で明らかなように、先行文の話題「persoalan」（課題）を言い変えて繰り返している。

この話題は文 15・16 まで展開されている。また、この 3 文の叙述表現は共に判断見解を示

す表現で解説が構成されている。

文 17 の「karena itu, negara」（従って、国は）という接続表現を含む提題表現、特に「karena

itu, 」という接続表現はそれまでの話題をまとめると同時に、「negara」という新たな話題

をとりあげて展開する。その提題表現「negara」を「harus punya kemauan dan kemampuan

untuk…」（…意識と能力を持つ必要がある）といった書き手の判断見解でとりまとめてい

る。

文 18 は「langkah itu」（その対策）という表現で先行の文脈を保持しており、文 19「bahkan,

semestinya…bangsa ini」（さらに、しかるべく…我が国は）は文 18 の話題について説明を

付加するものである。これらの文の叙述表現は「penting dilakukan sebagai upaya…」（その

対策を実施する必要性がある）と「mestinya...mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain」（他

の国々と国際的競争に勝つ）であって、書き手の見解判断を示している。

文 7 から文 19 までの話題展開とまとまりは次の【図 2】のように説明できる。

【図 2】文 7 から文 19 までの話題展開とまとまりを示す提題表現と叙述表現

文 7 T1 + R1

文 8 T2 + R2

9 (T2) + R3
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10 T3 + R4

11 T4 + R5

12 T5 (R5) +R6

↓ 

文 13 T6 + R7

文 14 (T6) + R8

15 (T6) + R9

16 (T6) + R10

文 17 T7（karena itu, negara）：R11（harus punya kemauan…）

↓ 

18 T7 (R11) + R12

19 T8 + R13

文 20「dalam konteks itulah, negara」（そのような文脈であるからこそ、国は）といった提

題表現は、指示表現と語句の反復を含み、先行した文脈と一貫性を保ちながら、「negara（イ

ンドネシア国）」という新たな話題を転換して導入している。それに加えて、文 23 までは

主題が省略され、文 20 の話題が保持されている。文 20〜文 23 の叙述表現は全体的に、話

題に対する見解判断を示している。文 24 は「itu kalau bangsa ini」（もしも、その我が国が）

といった指示表現と語句の繰り返しで先行した話題を再度まとめてとりあげ、「tidak mau

semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain」（他の国々よりもっと遅れないようにするためで

あるならばだ）という叙述表現で文章を終了させる。

以上のように文 20 から文 24 までは文章の終了部を形成し、これまでの話題を再現しな

がら、その話題に対して書き手の見解判断や読み手への働きかけの修辞疑問などを表す部

分である。

以上のことをまとめると、文章例 1 は取り上げる話題を提示してから、順々に話題を進

めていくという全体的構造を持つものといえる。上記の表と図において確認できるように、

文 1 と 2 の「教育界の総合試験について」を話題として取り上げ、後続する文は先行文の

話題を受けて、一歩一歩進められていく。話題を展開している間には、話題ごとに書き手

の見解判断が提示されてまとめられている。つまり、文 5、文 17、文 24 は話題ごとの結論

を、書き手の見解判断を述べることでとりまとめているものである。これが A 型の特徴で

ある。

また、A 型のもう一つの特徴は、書き手の主張が文章の開始部で述べられるのではなく、

文章の終了部で述べられることである。文章例 1 の表で確認できるように、文 20～文 24

では、先行文の話題を保持し、話題を書き手の見解判断を表す叙述表現でとりまとめてお

り、特に文 24 が文章中の取り上げた話題を書き手の見解判断を表す叙述表現で総括してい
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る。文 24 は書き手の主観的な見解判断を強調するために皮肉を表す表現で閉じられている。

4.6.3 B 型：文章例 2

次に、B 型の観察を進めていく。まず B 型は、次の二つの特徴を持つものである。一つ

目は、文章の話題を提示し、さらにこれについて書き手の見解を表明する開始部を持つこ

と、二つ目は、文章の終了部においても、書き手の見解がはっきりと表明されており、ま

た主張しようとする内容が明示されていることである。B 型は書き手の見解判断が開始部

と終了部に出現するため、佐久間（2000）の述べた両括型とされるものに相当する。

なお、以下では B 型と分類される文章例 2 を見ていく。文章例 2 の提題表現と叙述表現

は以下の【表 3】のように整理できる。

【表 3】文章例 2 の提題表現と叙述表現

段

落

文 提題表現 叙述表現

事実描叙 判断見解 読み手への働きかけ

I 1 BARACK Obama dilantik menjadi presiden

…

2 Inilah Pemutus tradisi paling akbar

yang…

3 Inilah pelantikan presiden kulit hitam

pertama di 'Negeri Paman Sam'.

4 Peristiwa itu Tidak semata bersejarah bagi

bangsa dan rakyat Amerika, tapi

juga …

II 5 Bahkan, sedikit atau

banyak,

(peristiwa itu)

ada anak negeri ini yang

secara romantis

mengaitkannya dengan

Indonesia.

6 Sebab, Obama memiliki ayah tiri orang

Indonesia dan ia sendiri

menghabiskan masa

kecilnya masa kecilnya

yang bersahaja …

7 Dan Obama, Tidak malu mengakuinya

III 8 Karena itu, bagi jelas sangat berbeda nuansanya
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Indonesia, pelantikan

Obama

jika dibandingkan dengan …

9 Dalam seratus tahun

atau bahkan seribu

tahun kemudian,

Belum tentumuncul kembali

seorang presiden Amerika yang

memiliki masa kecil di negeri ini.

IV 10 Karena pernah tinggal

dan menghabiskan

masa kecil di Jakarta,

Obama

diharapkan jauh lebih memahami

dan berempati terhadap jalan

pikiran, harapan, impian, dan

perjuangan rakyat …

V 11 Akan tetapi,

mengharapkan Obama

akan memberikan

privilese, bantuan,

kemudahan, …

Adalah sikap tidak proporsional

12 Jadi , apa

sesungguhnya makna

Obama

bagi Indonesia?

13 Apa yang dapat

diharapkan…

presiden ke-44 AS itu

bagi peningkatan

hubungan

Indonesia-Amerika?

VI 14 Indonesia Adalah penganut

demokrasi …

15 Fakta itu Menempatkan negeri ini

pada posisi strategis …

16 Hillary Rodham

Clinton yang …pun

Baru-baru ini secara

eksplisit mengakui

pentingnya …

VII 17 Meski demikian,

(Indonesia)

Tidakwajarmengharapkan kerja

sama atau bantuan ekonomi dari

Obama.

18 Pada awal

pemerintahannya,

Obama

jelas akan lebih memprioritaskan

pemulihan …

VIII 19 Sebaliknya, Indonesia juga tidak boleh bersikap standar,
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business as usual , membiarkan

modal …

20 Sebab, dari sana dapat tercipta mutual benefits , …

IX 21 Dengan perspektif itu,

peningkatan hubungan

…

Diharapkan dapat

diimplementasikan …

22 Selamat bertugas,

Presiden Obama

【表 3】の通り、文 1 には、「BARACK Obama」（バラク・オバマ）という提題表現によ

って話題が提起されており、「Tadi subuh resmi dilantik menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat

…」（夜明け前にアメリカの第 44 代の大統領に就任した）といった事実を示す叙述表現で

解説されている。後続する文 2、文 3、文 4 は指示表現と語句の反復によって一連の話題が

保持され、この話題について、同様に書き手の見解判断を示す叙述表現でまとめている。

文 5 では「bahkan, sedikit atau banyak, ada anak negeri ini」（さらに、多かれ少なかれこの

国の人々は）といった話題を示し、客観的な事実を表す叙述表現で「オバマ」についての

説明を加える。また、叙述表現には、先行の文脈を維持するために述部が「-nya」という

人称代名詞で形成された「mengaitkannya」（それを関連させる）という形式が置かれてい

る。この人称代名詞「-nya」は、先行文脈の話題「オバマ」の同一指示である。後続する

文 6「sebab, Obama」（なぜなら、オバマ）と文 7「Dan Obama」（そして、オバマ）という

提題表現は語句を繰り返すことで先行した文の話題を保持しているだけでなく、先行した

文脈を展開させる原因・理由の文であると見なすことができる。さらに、文 8 では、「Karena

itu, bagi Indonesia, pelantikan Obama sebagai presiden」（従って、インドネシアにとって、オ

バマが大統領として就任したのは）という結論・結果を示す接続表現を含む提題表現にお

いて、前文 1〜文 4の話題「pelantikan Obama」（オバマの就任式）と文 5の話題「bagi Indonesia」

（インドネシアにとって）を一貫して繰り返し、再現し維持している。文 6〜文 8 の叙述

表現では書き手の見解判断を示す形式によって統括している。続く文 9 は先行した話題を

加えるために「Dalam seratus tahun atau bahkan seribu tahun kemudian」（百年後、さらに千年

以降でも）といった時間を表す提題表現によって話題をとりあげ、「オバマ」についての見

解判断を示す叙述表現でとりまとめている。

文 10 の「Karena pernah tinggal dan menghabiskan masa kecil di Jakarta, Obama」（インドネ

シアに滞在したことがあるオバマは）は先行した文 9 の叙述表現を言い換えて話題として

とりあげ、さらに、「Obama」という話題は文 11 でも保持される。文 9〜文 11 では、同様

に書き手の見解判断を示す叙述表現によって解説している。文 12 の「jadi, apa sesungguhnya

makna Obama bagi Indonesia?（するとインドネシアにとってのオバマの意味はなんであろう
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か）と文 13 の「Apa yang dapat diharapkan dan diciptakan dari keberadaan presiden ke-44 AS itu

bagi peningkatan hubungan Indonesia-Amerika?」（…第 44 代米国大統領にどんなことが期待

できるか）とでは、疑問表現によって、これまでとりあげた話題を全体的にとりまとめて

いる。ここでは、特に「Jadi…」という接続表現により、インドネシア語の文章に展開さ

れる話題をまとめる統括性が形成されていると考えられる。文 1～文 13 の話題展開とまと

まりは次の【図 3】のように整理できる。

【図 3】文 1 から文 13 までの話題展開とまとまりを示す提題表現と叙述表現

文 1T1 + R1

2T2(R1) + R2

3T2 + R3

4T2 + R4

5T2 + R5

文 6T1 + R6

7T1 + R7

文 8T2 + R8

9T2 + R9

                                         ↓                                         

文 10T1+T2 +R10

11T2 + R11

12T3 + R12

13T3 + R12

文 14 では、「Indonesia」という提題表現によって話題を切り変えて、さらに文 15 で「fakta

itu」（その事実）という指示表現によって先行する話題を持ち込んで展開している。文 14

は「A adalah B」(A is B)（〜は〜ダ／デアル）という構文であり、インドネシア語の典型

的なコピュラ文である。コピュラ文は文章中に新しい話題を提起する機能を持つものであ

ると考えられる。この「 Indonesia」という話題については、文 14「 adalah penganut

demokrasi…」（最大の民主主義の国である）と文 15「menempatkan negeri ini pada posisi

strategis…」（国際外交の中で戦略的な位置を持つ）といった事実を示す叙述表現で解説し

ている。さらに、文 16 でも、「Indonesia」という先行文脈に「Hillary Rodham Clinton … pun」

という引用表現を含む提題表現によって話題を加え、叙述表現「baru baru ini secara eksplisit

mengakui…」によって事実を提示している。

文 17 は先行の「Meski demikian, Indonesia」（そんな状況であるにもかかわらず、インド

ネシア）という話題を省略表現で保持して、「tidak wajar mengharapkan kerja sama atau
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bantuan ekonomi dari Obama.」（オバマから経済援助や協力を求めるのは必ずしも当然なこ

とではない）という見解判断の叙述表現で説明する。文 18 と文 19 では順に、それぞれ提

題表現「…Obama」と「Indonesia」として示された話題を、書き手の見解判断を示す叙述

表現で展開している。文 20 においても、「sebab, dari sana」（なぜなら、そこから）といっ

た原因･理由を示す接続表現を含む提題表現によって話題を保持しており、「hubungan

setara saling menguntungkan antara kedua bangsa yang jauh lebih tulus…」（なぜならば、そこか

ら相互の利益が誕生し、両国間の関係を平等に築くのには以前よりさらに誠実で、公開的、

積極的、創造的、および生産的な関係を求められるからだ）といった見解判断の叙述表現

でとりまとめている。

文 21 の「Dengan perspektif itu, peningkatan hubungan government to government…」（そうい

う解釈で、政府と政府の関係を強化させること）という指示表現を含む提題表現は、先行

の話題を維持しながら、「peningkatan hubungan government to government 」の部分で先行文

14〜文 20 で示される話題である「Hubungan Indonesia-Amerika」（インドネシア-アメリカ

の関係）を言い変えてまとめるものであると考えられる。最後の文 22 では、「Selamat

bertugas, Presiden Obama」（オバマ大統領、おめでとうございます）という挨拶表現によっ

て文章全体を統括している。文 22 の挨拶表現は文章を開始した文 1 の話題とされる「オバ

マ大統領の就任」に対応する表現として考えると、文章例 2 における書き出しの文と終了

の文との統括性が形成されている。

以上に述べたことを簡単にまとめると、【表 3】でも確認できるように、文章例 1 の開始

部では、これからとりあげる話題にかかわる問題を文 1 で「アメリカの第 44 大統領として

バラク・オバマの就任した意味について」という提題表現と叙述表現との組み合わせで提

起している。後続する文 2～文 13 では、「オバマ大統領の就任の意味」という話題を保持

しており、この話題を書き手の見解判断を表す叙述表現で統括している。

この最初の段落では、これからどのような話題がとりあげられるかを予告し、またさら

に、文 5、6、7（段落 II）以外には文章の書き出しにおいて書き手の主張が多く示される

という特徴が見られる。これが B 型の開始部の特徴である。

さらに、文章例 2 では、話題の予告と書き手の主張が文章の開始部に置かれるだけでな

く、終了部においても、書き手の主観的な見解判断を述べることで文章をまとめるのであ

る。B 型の特徴は以上のような文章例 2 の構造で確認される。

4.7 日本語とインドネシア語との文章構造の対照

ここでは、今回のインドネシア語社説の観察と、本論第 3 章での日本語社説の考察を合

わせ、提題・叙述表現の観点から分析した日本語とインドネシア語の文章の統括性を対照

し、差異を明確にしたい。まず、4.7.1 節でインドネシア語の提題・叙述表現について本章

の観察から得られた特徴をまとめ、4.7.2 節でここまでの観察を踏まえ、日本語とインドネ
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シア語の文章構造の相違点について、記述する。

4.7.1 インドネシア語の提題・叙述表現

まず、インドネシア語の提題・叙述表現について本章の観察から得られたことをまとめ

ておく。

インドネシア語の提題表現は一般に、イントネーションとポーズによって認定されるこ

とが先行研究によって提示されたが、ここでは、このようなとらえかたを補足して、提題

表現と叙述表現の切れ目を示すものがあると主張したい。上記の考察で確認できるように、

指示表現の「ini, itu」、「-lah」、「pun」などのような標識はインドネシア語の文章において

出現頻度が高く、いわば提題表現の標識として文章の統括性を形成するのに有効であると

考えられる。インドネシア語の指示詞「itu」については崎山（1982）の見解が参考になる。

崎山（1982）では、「itu は主題を構成する名詞句が比較的長く、あいまいさを引き起こし

そうになるとき、それが名詞句であることをマークするために、そしてまた主題と評言と

の間をイントネーションによって明確に分離するために用いられる」と指摘している。

また、指示表現の「ini」や「-lah」、「pun」等のような形態は、文章の結束性を示すもの

と判断されるだけでなく、同時に文の提題表現とされる部分の一部、提題表現のマーカー

になっており、それゆえにインドネシア語の提題表現の標識となるものであると考えたい。

これについてインドネシアの言語学者はあまり重視していない。

続いて、叙述表現の特徴について述べたい。インドネシア語の文章における叙述表現は

一般に、動詞句によって示されるものが多い。上記の表で見られるように、文章を構成す

る文には提題表現が提示されてから、動詞句がきて、文全体を統括する。また、叙述表現

の分類を考えると、インドネシア語の文章に使われる叙述表現は「事実描叙」に属するも

のが少ないが、「見解判断」に属するものが多いと思われる。これが論説文の一般的特徴で

あるが、インドネシア語の文章構造においては日本語に比べて書き手の主張を述べる部分

が多い。

また、インドネシア語の社説文章では、展開している話題を取りまとめようとするもの

が主に叙述表現であり、書き手の主観的な見解判断あるいは読み手への働きかけを示すも

ので話題が統括される。この特徴は日本語と同様に考えられるが、特にインドネシア語の

文章は多く接続表現を含む提題表現によって話題をまとめる傾向が見られる。つまり、文

章構造における話題をまとめるときには、一般に接続表現を含む提題表現で導入されると

いえる。

4.7.2 日本語・インドネシア語文章の相違点

次に、両言語の相違点を考えておきたい。まず、日本語・インドネシア語の両言語の文

章構造類型の違いである。日本語の文章には本論第 3 章で示したような 4 つの型があり、
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うち A 型が最も多く、次いで B 型となり、この 2 つの類型が 80％近くを占める。一方、

インドネシア語の文章構造は、日本語のような 4 類型でなく、2 類型のみで占められる。

インドネシア語は A 型が多いという点で日本語と同じ傾向が見られる。

次に、文と文及び段落と段落とをつなぐ形式について両言語の文章を比較してみよう。

日本語の文章では、接続表現があまり用いられず、「こうした、そうした、そのためには」

などの指示表現が多用されている。この指示表現の役割は、文や段落の連接関係を表すこ

とよりも、その文が重要であることを示して、内容上のまとまりを形成する機能が大きい

と考えられる。また、実際に指示表現で始まる文は統括性を表す文となることが多い。

これに対して、インドネシア語の文章では、接続表現と指示表現の両者が多用されてお

り、4.7.1 節で述べたように、提題・叙述表現の特徴をなしている。接続表現は前後の文（あ

るいは段落）相互を論理的に関係付けるだけではない。たとえば、「jadi」、「maka」、「dengan

demikian」などのような接続表現はそれまでの話題をとりまとめるものである。また、指

示表現は前の文（あるいは後の文）の内容を指し示すことで、前後を関係付ける形式であ

る。両者はそれぞれ異なる機能を持って役割を分担している。

さらに、文章の全体的構造を構成する話題展開のあり方について両言語の相違点を考え

てみる。日本語の文章は、話題を論理的に展開する際、接続表現や同一語句の反復表現に

よってではなく、関連語句の反復あるいは語句の言い変えによって示されることが多い（第

2 章参照）。また、日本語には、提題表現を省略することが多いことから文と文、段落と段

落との関係は暗示的に示されている。故に、特に日本語学習者にとっては日本語の文章を

構成する話題展開を把握することが困難になっていると考えられる。

これに対し、インドネシア語の文章では接続表現、指示表現、同一語句の反復などの表

現によって話題の展開が明示的に示される。その結果、文章を構成する文の連接は接続詞、

指示詞等によるばかりでなく、疑問文と応答文の関係、あるいは先行した文の内容から予

想されうる内容を後続文で示す、という方法によって話題展開が構成されている。

4.8 今後の課題

以上、提題表現と叙述表現に注目しインドネシア語の文章構造における統括性を分析し

た。統括性の特徴に基づいて文章構造を類型化すると、2 類の型であることが分かった。

これは日本語の社説文章において、最も多い型と一致するが、複数の型を持つか否かとい

う点で特筆すべき違いがあるといえる。

インドネシア語の文章は、新聞 3 紙からの社説文章しか扱っていないので、インドネシ

ア語の文章構造類型の全体的な結論として提示する段階には至っていない。しかしながら

インドネシア語の論説文において、類型 A 型と B 型の特徴を持つ構造類型を抽出すること

はできるだろう。今後、さらに複数紙の社説文章を対象にし、インドネシア語の文章構造

にどのような特徴が抽出できるか、あるいはどのような類型を設定できるかを今後も詳し
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く検討していく。

また、インドネシア語の文章には、接続詞あるいは代名詞などによって文と文、段落と

段落との関係が明示的に示されていることから、この点で日本語の文章と比較対照するこ

とも今後の課題とする。
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文章例 1：（Media Indonesia 新聞社説 1 /15）

Ujian Nasional dan Tiket Masuk ke PTN

全国的試験と国立大学への入学のチケット

I(1) DUNIA pendidikan memunculkan persoalan baru.

（教育界は新たな問題を起こしてきた。）

(2) Meski belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, ada keinginan menjadikan hasil ujian nasional

sebagai salah satu dasar seleksi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

（今年からはまだ新制度を実施していないが、より高い教育を進めるためには総合試験

の結果を基盤にしたいとの思いがあった。）

II(3) Gagasan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar

Pendidikan Nasional.

（その考えは、政府規制（ PP）2009 年 19 号に全国的教育基準の中に盛り込まれている。）

(4) Pasal 68 PP itu menyebutkan nilai kelulusan ujian nasional sekolah menengah atas (SMA) dan

madrasah aliah (MA) bisa menjadi salah satu dasar masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

（政府規則の第 68 条では、高等学校や宗教的な高等学校（MA）時の全国的な試験の

結果は国立大学に入るための判断基準となることがある。）
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III(5) Dengan demikian, PTN tidak lagi menyodorkan soal-soal yang sudah diujikan dalam ujian

nasional.

（その場合、大学のほうは全国的試験に出た問題を再出しない。）

(6) PTN hanya melakukan seleksi berupa tes bakat skolastik, intelegensi, bakat, minat, dan

kesehatan sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan.

（大学はただそれぞれの大学で必要に応じて選択試験と称する診断テスト、知的な

能力、才能、健康診断を行う。）

IV(7) Bagi satuan pendidikan diberi waktu transisi selama tujuh tahun untuk bisa melaksanakan

ketentuan seperti diatur dalam PP Nomor 19/2009 itu.

（教育機関では政府規制 2009 年 19 号に盛り込まれた教育の政策を実施するために、過

度期として 7 年間を見込む予定だ。）

V (8) Yang pasti, akibatnya, beban materi dan psikis siswa terus bertambah.

（確実に変わったことといえば、教材や学生の心理的な負担が増加したのだ。）

(9) Untuk ujian nasional yang digelar pada medio April-Mei mendatang saja, para siswa harus

belajar ekstra keras.

（今度の 4－5 月に開催される全国的試験を準備するにあたって、学生は熱心に勉強し

なければならない。）

(10) Sebab, standar kelulusan dinaikkan lagi dari 5,25 menjadi 5,50.

（なぜなら、合格基準が 5.25 点から 5.50 点に引き上げられたからだ。）

(11) Dana yang dikucurkan pun tidak tanggung-tanggung mencapai Rp572 miliar.

（全国的試験を行うために必要な資金は 572 億ルピアまで達した。）

(12) Dana sebesar itu merupakan bagian dari pagu anggaran untuk sektor pendidikan yang

mencapai Rp244 triliun pada tahun ini seperti diamanatkan konstitusi, yakni 20% dari APBN

2009.

（そのような多量の資金は、憲法に盛り込まれた内容に合わせる 2009年度総予算の 20％、

すなわち 244 兆ルピアに達成した、全国の教育予算から差し引かれた。）

VI(13) Yang menjadi persoalan, apakah sebelum melaksanakan ujian nasional pemerintah sudah

meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi

yang lengkap di seluruh Tanah Air?

（問題なのは、全国的試験を行う前に政府が、教師の質を高めることや、学校の施設

および全地域への情報の公布を改善できたのか、ということだ。）

VII (14) Sejatinya, dengan alokasi anggaran sangat besar dalam APBN 2009, persoalan-persoalan

mendasar di dunia pendidikan seperti itu sudah mulai diperbaiki dan dibenahi.

（本来ならば、総予算からの多量の資金で教育界の基礎的な課題を計上して、改善し

なければならないはずだ。）
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(15) Perbaikan bangunan sekolah di seluruh Indonesia haruslah menjadi prioritas utama.

（全国の学校の建物を改造するのを最優先するべきだ。）

(16) Sebab, bukan hal baru banyak bangunan sekolah, terutama di daerah terpencil dan daerah

bencana, yang sangat tidak layak pakai sebagai wadah proses belajar-mengajar.

（なぜなら、遠隔地や被災地などの学校の建物は教育課程を行う条件を満していない場

所で子供たちが勉強しているのを見つけることが 珍しいことではないからだ。）

VIII (17) Karena itu, negara harus punya kemauan dan kemampuan untuk membangun dunia

pendidikan yang sejajar dan setara di seluruh daerah agar ketimpangan-ketimpangan yang

menganga lebar bisa diperkecil.

（そのために、国は、全国の教育を平等に発展させる意欲と能力を持つ必要がある。

また、全国的教育はそれぞれの地域の不平等をなくすための努力も必要になって

いる。）

(18) Langkah itu penting dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan satu daerah dari

daerah lain.

（それらの対策を実施する必要性はある地域から遅れている別の地域との相違を少な

くすることにある。）

(19) Bahkan mestinya dengan standar yang lebih tinggi lagi sehingga bangsa ini mampu bersaing

dengan bangsa-bangsa lain.

（更に、教育基準を高めることにより、自国がほかの国と国際的競争に勝ってしかる

べきだ。）

IX (20) Dalam konteks itulah, negara semestinya memiliki program dan kebijakan di sektor

pendidikan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan.

（そのような文脈であるからこそ、国は教育界のプログラムを明確かつ集中的・継続

的に設定するのが当然のことだと言える。）

(21) Perlu pula dibangun akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan

keuangan negara untuk sektor pendidikan agar perintah konstitusi anggaran pendidikan 20%

dari APBN benar-benar tepat sasaran.

（また、国は、教育界を改善するために総予算の 20％から資金の使用をアカウンタビ

リティー、誰でも確認できること、さらにそれらを管理する必要がある。と言うのは、

資金の使用を決まった目標に合わせられるようにすることである。）

(22) Perlu diingatkan bahwa gagasan menjadikan ujian nasional sebagai syarat masuk perguruan

tinggi jangan sekadar arena uji coba.

（だが、注意する必要があるのは、全国的試験が大学に入る条件になるのはまだただ

の実験段階に過ぎないということだ。）

(23) Bukan masanya lagi para siswa menjadi kelinci percobaan sebuah kebijakan.
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（政策を実施するために学生を利用して犠牲となる実験をする時でもない。）

(24) Itu kalau bangsa ini tidak mau semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

（もしも、我が国がほかの国々よりもっと遅れないようにするためであるならば。）

文章例 2：（Media Indonesia 新聞社説 1/21）

Makna Obama bagi Indonesia

インドネシアに対するオバマの意味

I(1) BARACK Obama tadi subuh resmi dilantik menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat dalam

sebuah perayaan bersejarah.

（インドネシアの時間で言う夜明け前にバラク・オバマ氏が歴史的なセレモニーにおい

てアメリカの第 44 代の大統領に就任した。）

(2) Inilah pemutus tradisi paling akbar yang telah berlangsung hampir dua abad.

（これこそ、ほぼ 2 世紀続いていた悪習を断絶した最も偉大な出来事だ。）

(3) Inilah pelantikan presiden kulit hitam pertama di 'Negeri Paman Sam'.

（これこそ、「アンクル・サムの国」で誕生した初の黒人大統領の発足だ。）

(4) Peristiwa itu tidak semata bersejarah bagi bangsa dan rakyat Amerika, tapi juga bagi bangsa

dan rakyat Kenya, Afrika, tempat asal usul ayah Obama.

（その出来事はアメリカの人々のためのみならず、ケニア、アフリカ、オバマの父親の

祖先の人々にとっても歴史的意味がある。）

II(5) Bahkan, sedikit atau banyak, ada anak negeri ini yang secara romantis mengaitkannya dengan

Indonesia.

（さらに、この国の人々はインドネシアとロマンチックな関係を交わしてもいる。）

(6) Sebab, Obama memiliki ayah tiri orang Indonesia dan ia sendiri menghabiskan masa kecilnya

yang bersahaja di Menteng, Jakarta Pusat.

（なぜなら、オバマの義父はインドネシア人であり、オバマはジャカルタで子供の

ころを過ごした。）

(7) Dan Obama, tidak malu mengakuinya.

（オバマは恥ずかしがらずそれを告白した。）

III(8) Karena itu, bagi Indonesia, pelantikan Obama sebagai presiden jelas sangat berbeda

nuansanya jika dibandingkan dengan upacara-upacara pelantikan presiden AS sebelumnya.

（従ってインドネシアにとって、オバマが大統領として就任したときと以前の米国の

大統領就任式とはニュアンスが異なった。）

(9) Dalam seratus tahun atau bahkan seribu tahun kemudian, belum tentu muncul kembali seorang

presiden Amerika yang memiliki masa kecil di negeri ini.

（百年後も、さらに千年以降でも、アメリカの大統領は再び、この国で子供のころを過



133

ごす時間を持つわけではない。）

IV(10) Karena pernah tinggal dan menghabiskan masa kecil di Jakarta, Obama diharapkan jauh

lebih memahami dan berempati terhadap jalan pikiran, harapan, impian, dan perjuangan

rakyat Indonesia jika dibandingkan dengan presiden-presiden AS sebelumnya.

（インドネシアに滞在したことがあるオバマ氏は、以前の米国の大統領と比べるなら

ば、よりインドネシア国民が目指す考え方、欲望、理想、闘争などに理解及び興味を

持つべきだ。）

V(11) Akan tetapi, mengharapkan Obama akan memberikan privilese, bantuan, kemudahan, serta

perhatian lebih untuk membuat agenda-agenda yang pro-Indonesia dalam kebijakan luar

negerinya adalah sikap tidak proporsional.

（だが、オバマにインドネシアへの援助や外交政策に対し軟化することを求めるのが正

常な姿勢と言えない。）

VI(12) Jadi, apa sesungguhnya makna Obama bagi Indonesia?

（すると、インドネシアにとってのオバマの意味はなんであろうか。）

(13) Apa yang dapat diharapkan dan diciptakan dari keberadaan presiden ke-44 AS itu bagi

peningkatan hubungan Indonesia-Amerika?

（両国の関係を強化するために第 44 代米国大統領にどんなことが期待できるか。）

VII(14) Indonesia adalah penganut demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia.

（インドネシアは世界のイスラム教で最大の民主主義の国である。）

(15) Fakta itu menempatkan negeri ini pada posisi strategis dalam percaturan internasional.

（その事実に基づき、この国は国際外交の中で戦略的な位置を持つ。）

(16) Hillary Rodham Clinton yang akan menjadi menteri luar negeri dalam kabinet Obama pun

baru-baru ini secara eksplisit mengakui pentingnya posisi strategis Indonesia bagi Amerika

Serikat.

（オバマ政権に外務大臣になりうるヒラリー・クリントンによると、インドネシアは

米国にとって戦略的重要性があると告白した。）

VIII(17) Meski demikian, tidak wajar mengharapkan kerja sama atau bantuan ekonomi dari

Obama.

（そんな状況であるにもかかわらず、オバマ氏から経済援助や協力を求めるのは必ずし

も当然なことではない。）

(18) Pada awal pemerintahannya, Obama jelas akan lebih memprioritaskan pemulihan

perekonomian negerinya sendiri yang masih terpuruk.

（政権の開始時に行うオバマ大統領が行うべきことは確かに自国の景気回復を最優先

することだ。）

IX(19) Sebaliknya, Indonesia juga tidak boleh bersikap standar, business as usual , membiarkan
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modal sosial dan emosional yang terjalin antara Obama dan Jakarta berlalu begitu saja.

（逆に、インドネシアは標準的姿勢を見せることのみではいけない。オバマ氏とジャカ

ルタとの関係による社会的・感情的な資本を無意味に逃してしまうことを避けよう。）

(20) Sebab, dari sana dapat tercipta mutual benefits , hubungan setara saling menguntungkan

antara kedua bangsa yang jauh lebih tulus, terbuka, positif, kreatif, dan produktif daripada

sebelumnya.

（なぜならば、そこから相互の利益が誕生し、両国間の関係を平等に築くのには以前

よりさらに誠実で、公開的、積極的、創造的、および生産的な関係を求められるから

だ。）

X(21) Dengan perspektif itu, peningkatan hubungan government to government, business to

business , dan people to people yang selama ini hanya merupakan basa-basi diplomatik,

diharapkan dapat diimplementasikan menjadi program konkret yang mampu meningkatkan

kesejahteraan rakyat kedua negara.

（そういう解釈において、政府と政府との関係、両国間のビジネス関係、人と人との関

係が今までに唯一の外交的な礼儀であり、今後に両国間の国民に福祉を向上させるた

めに具体的なプログラムを実施することが期待される。）

(22) Selamat bertugas, Presiden Obama.

（オバマ大統領、おめでとうございます。）
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第５章

日本語とインドネシア語の文章構造

―見出し文の反復を手がかりにして―

5.1 はじめに

本章では、見出し文1の反復を具体的な手がかりにして、文章中の書き手の主張を表す文

（主題文）や段落（中心段）を観察し、それらを踏まえて文章構造を類型化する。また、

日本語とインドネシア語の社説を比較対照して、両言語の文章構造の異同を検討する。

日本語の文章論では、文章の全体的構造の解明が中心的な課題となる（永野 1986：79）。

従来の文章構造研究は大まかに 2 つの分析観点から考察される。それは（1）文章の中心段

の出現位置による考察と（2）文章の文脈展開形態による考察である2。分析観点（1）につ

いては、中心段の出現位置による文章構造の類型が様々な観点から考察されているが、そ

の中で、見出し文の反復によって文章中に見いだされる主題文や中心段の出現位置によっ

て文章構造が類型化できるということが明らかにされている3。

『国語学大辞典』（1980）では、見出しは「文章のかしらに添えて、内容をすばやく理解

したり、探したりする手がかりとなることば。新聞の見出し（head-line）は最も要約され

たニュースであり、いわば結論である。これに前書き（lead）が続き、本文がつづいてニ

ュースが完成する」4と説明されている。

『国語教育研究大辞典』（1988）は、「見出し」の項目で、「文章全体の表題（タイトル）

や重要な内容を示すキーワード（Key Word）との関連で文章における見出しの位置付けを

明確にしていかねばなるまい。（中略）文章論的にも、反復語句や主要語句・主語の連鎖関

係等から見出しの実態をとらえることと、文章の意味構造の解明が期待される」とする。

1 社説の文章は一般に見出しが文で示されるため、本研究では見出し文という用語を用いる。

2 『日本語学キーワード辞典』（1997:378）を参照されたい。本研究ではこの 2 つの観点を援用し、日本

語とインドネシア語の文章構造を明らかにする。分析観点（2）はミクロの分析観点として扱い、本論第

2 章、第 3 章、第 4 章で分析を行った。

3 後藤（1999）では、見出しは、反復表現として文章中の中心段に多く出現し、文章の統括に関与する

ものであるとされ、見出しの含む中心段の出現位置を調査して社説と投書の文章構造類型化を行ってい

る。後藤の研究は後述する 5.2.1 節で触れることにする。

4 見坊豪紀（1980）によるものである。
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以上の文献から、見出し文は文章の内容を理解するための重要な要素であり、その役割

は、読み手が文章の内容を理解するための手がかりとなることであると考えられる。新聞

の見出しについては、馬場・植条（1988）が「記事の最も的確で簡潔な要約で、読者に本

文を理解してもらう「鍵」となるべきもの」と述べているように、見出し文に用いられる

語句は最も重要であり、文章を把握するための手がかりとされる。逆に言えば、本文にお

いてあまり注目されない語句は文章の見出しには用いられないと考えられる。そういった

意味では、見出し文に用いられる重要な語句は本文における書き手の主張を表す部分で反

復され、文章の内容を提示する手がかりとなるといえよう。

そこで、本研究では、見出し文の反復表現を具体的な手がかりとして日本語とインドネ

シア語との文章構造を類型化し、両言語の文章構造の異同を検討する。

5.2 先行研究と問題点

5.2.1 先行研究

日本語の文章構造の研究では、分析観点として「連接論」、「連鎖論」、「統括論」が設定

されている（永野 1986）。佐久間（2000）ではこの分析観点の中で最も重視される概念の

一つが「統括論」であると述べられている。文章論では、統括を以下のように定義してい

る。

統括とは、文章を構成する文の連続において、一つの文が意味の上で文章全体を締め

くくる役割を果たしていることが言語形式の上でも確認される場合、その文の意味上

形態上の特徴を捉えて文章全体構造における統一性と完結性を根拠づけようとする文

法論的観点である。 （永野、1986：315）

本研究の「統括」の定義は永野（1986）に従い、文章の全体的構造における話題をまと

める役割を持つものとする。このような役割を持つ文は文章論で「主題文」と見なされて

いる。ここでは、主題文を文章の中で最も中心となる文、あるいは文章の中において書き

手の主張する内容を表す文と規定する。

文章における主題文の規定に関する先行研究は数多くある。その中の代表的なものとし

て市川（1978）、永野（1986）、佐久間（2000）が挙げられる。市川（1978）では、文章構

成の類型は、文章の構成の形式において統括機能を持つ（大）段落の有無により、「統括型」

（文章全体を統括する（大）段落がある文章）と「非統括型」（文章全体を統括する（大）

段落がない文章）に分類されるとしている。

永野（1986）では、文章構造を考えるにあたって「連接論」、「連鎖論」、「統括論」の 3

点の分析観点を設定し、「連接論」によって文章の文脈展開の流れを辿り、「連鎖論」によ

って文章の全体構造を把握し、「統括論」によって文章の統一と完結とを最終的に確認する
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と規定している。

佐久間（2000）では、文章論におけるそれまでの先行研究を検討しながら、日本語の文

章構造類型の概念を詳述している。佐久間の文章構造類型は基本的に、文章の成分として

の段を設定し、その段の統括機能を列位置と配置度数によって以下の 6 つに分けている。

ア．頭括型（文章の冒頭部に中心段が位置するもの）

イ．尾括型（文章の結尾部に中心段が位置するもの）

ウ．両括型（文章の冒頭部と結尾部に中心段が位置するもの）

エ．中括型（文章の展開部に中心段が位置するもの）

オ．分括型（文章の 2 か所以上に複数の中心段が分散して位置するもの）

カ．潜括型（文章中に中心段がなく、主題が背後に潜在するもの）

（佐久間 2000：134）

以上、従来までの日本語の文章構造に関わる先行研究を概観した。以下の記述では反復

表現の観点から見た文章構造に関わる先行研究の概観を進めていく。

日本語の文章論における反復表現に関する考察には永野（1986）、高崎（1986）、佐々木

（1986）がある。これらの研究は、反復表現が文章構造を把握するための有力な手がかり

となるということを述べている点で共通している。それぞれの考察の成果を簡単にまとめ

ておきたい。

永野（1986）では、文章の連鎖を形成するために「主要語句」ないし「主要語句の連鎖」

をとりあげ、文章構造の解明のための観点であると述べている。そして、「主要語句」とは

「文章の主題やモチーフにかかわりの深い、いわば中核となる語句が文章の叙述の中でく

り返して用いられたり、その類語や対義語が提示されたりして文脈を支えている連鎖の全

体を文章構造の骨格としてとらえたものである」と定義している。

高崎（1986）は、文章の論理的構造を解明するに当たって、文章の統一性或いは首尾一

貫性をもたらす語句の反復（同一語句の反復と関連語句群の形成）に注目している。高崎

（1986）の結論では、「文章内部における種々の段階で、いろいろな形で反復を重ね、その

細部のつみ重ねである全体に、同一原理ではあるが、規模の大きい投網がかけられて文章

全体を貫き支える意味的構造となりえているものと考えられる。それは、最初に述べたよ

うに、語句による反復と言う働きが、文章に継続性・同質性をもたらし、文章にまとまり

を与える上できわめて重要な貢献をなしていることの現れである」（p.56）と述べている。

佐々木（1986）は、作文における結束性を保つ手段として指示語と繰り返しに注目し、

日本語を母語とする小学生から大学生までと、中上級の日本語学習者が書いた作文を分析

した。これは指示語と繰り返しを比較対照しながら日本語母語話者の発達過程を追うとと

もに日本語学習者の使用の実態を分析したものである。分析結果によれば、学生の作文に
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おいては、指示語も繰り返しも談話の結束性を保証する重要な手段であって、繰り返しは

低学年で、指示語は高学年で多用されると結論づけている。また、「小学校レベルでは、学

年ごとのばらまきはあるが、繰り返しは比較的多く用いられ、学年が上がるにつれて増え

ていく傾向がある。そして、日本語学習者はどちらか一方に偏ることはなく、どちらも日

本人大学生と比べて少ない。これは学習者の書いた作文がまとまりに欠ける原因である」

（p.8）と述べている。

以上の先行研究から、反復表現は文章構造を考えるための分析観点の一つであるといえ

よう。反復表現が分析観点とされている他の先行研究には、馬場（1986）、塩澤（1994）、

李（2001）、立川（2011）がある。これらの研究の結論は上述したこととほぼ共通している

ため、ここでは割愛する。

見出しの反復表現を手がかりとする文章構造についての考察は筆者の知る限りでいまだ

少ない。見出しの反復表現に関わる考察は後藤（1999）と李（2001）があり、日本語の文

章構造について述べられている。

後藤（1999）では、見出しの反復表現によって中心段を認定し、その中心段の位置に基

づいて論説文としての社説と投書の文章構造を類型化した。考察では、社説と投書を含む

論説文の文章の統括類型は「尾括式」、「頭括式」、「中括式」の 3 類型が 8 割以上を占める

とされる。この中では「尾括式」が最も多く、「頭括式」、「中括式」がそれに続く。「両括

式」は少ない。また見出しの反復表現は社説、投書ともに中心段に多く出現し、主題文は、

見出し全体の内容を反復することが多いことから、文章構造類型と密接にかかわることが

明らかになったと結論した。

李（2001）は、見出しの本文中の反復表現、叙述表現と主観修飾語、提題表現の 3 点か

らみた韓日新聞社説の文章における主張ストラテジーについて考察した。李（2001）の結

論では、「韓日の新聞社説は、主題文が文章の後部に現れるという傾向が強い点では類似点

が見られたが、その傾向は、特に日本語において顕著であった。一方、韓国語は、比較的

文章の前部から主題文が現れやすく、また、文章の１カ所のみに主題文が現れるのではな

く、文章の前部、中部、後部などに主題文が散在して位置する文章が日本語の文章に比べ

て比較的多かった」（p.163）と述べている。

5.2.2 問題点と本研究の位置づけ

前節では、特に日本語の文章構造を解明するために反復表現に関わる先行研究を概観し

た。これらの先行研究の結果からは、日本語の文章構造を把握するために有益な知見が得

られている。しかし、従来の文章論では、研究者によって対象とする文章の範囲が異なり、

また用語も一定していない。その結果、日本語の文章構造の類型について日本語研究者の

間でも一定しておらず、整合性や説得力を欠いている。文章構造の類型の特徴については、

文体・ジャンルや分析観点によって異なることが予想されるため、汎用性の高い枠組みを
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前提にしつつ、有効な分析観点から個別の文章タイプごとに類型を設定するといった方法

を試みることは有効と考えられる。さらに日本語の個別の特徴を見いだす試みも必要性が

高い。

文章の構造を考察することは文章論の重要な課題であり、様々な視点から検討する必要

がある。今までの文章構造研究で扱われてきた分析観点のほかに、対照研究（日本語とイ

ンドネシア語の対照研究）の観点を用いて発展的にさせて検討する。さらに、日本語学習

者にはより具体的な観点による文章構造の解明が望ましい。ここでは、反復表現に主眼を

置いて、文章構造を解明していく。そこで本章では、見出し文の反復を具体的な手がかり

に、文章中で主張する文（主題文）や中心段落を特定することによって、文章の全体構造

を類型化することを目的とする。

また、日本語の文章を他言語の文章との比較対照から考察する研究は、管見の限り日本

と中国語、あるいは日本語と韓国語でしか見られないというのが現状である。本章では、

従来までの研究を進めて、日本語だけでなく、筆者の母語であるインドネシア語と比較対

照を行う。これにより両言語の文章構造を特徴づける要点を解明し、文章論を進展させる

とともに、両言語の学習者にとって重要な情報を提供することができる。

さらに、『日本語学キーワード辞典』（1997）では、文章の構造を分類する分析観点とし

て、（1）文章の中心となる段落がどこに位置するか、（2）文脈の形成の仕方を挙げている。

本章は、見出し文に関わる反復表現に注目することによって、日本語とインドネシア語の

社説文章を対象にして分析観点（1）を実践するものである。

5.3 対象と分析方法

本研究では、日本語とインドネシア語の分析対象として新聞記事の社説を扱う。対象は

2011 年 3 月分の『朝日新聞』の社説 55 本、2011 年 3 月分の『毎日新聞』の社説 50 本、2009

年 1 月分と 2011 年 3 月『読売新聞』の社説 102 本、合計 207 本である。インドネシア語の

対象としては、2009 年 1 月と 2011 年 3 月の『Media Indonesia』の社説 53 本と 2011 年 3

月の『Koran Tempo』の社説 21 本の合計 74 本を扱う。

社説の文章を分類するために、本研究では、汎用性客観性の高い構造として文章の全体

的構造を「開始部」・「中間部」・「終了部」の 3 つに分け、見出しの反復を具体的な手がか

りとして、その組み合わせによって機械的に以下の 6 種類の類型を立てた。

文章の開始部に反復があるもの（開始部反復型）

文章の終了部に反復があるもの（終了部反復型）

文章の中間部に反復があるもの（中間部反復型）

文章の開始部と終了部あるいは中間部と終了部の 2 ヶ所に反復があるもの（二重反復

型）
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文章の 3 ヶ所以上（例えば、開始部、中間部、終了部）に反復があるもの（多重反復

型）

文章内に反復がないもの（非反復型）

まず以下では見出しの様相について調査を行う。これは見出しに用いられている語句の

形態と見出しの叙述表現を調査するものである。この調査は、両言語における新聞社説の

見出しの様相を把握するためのものである。次に、本研究の課題とする見出しの反復表現

を手がかりにして、文章の全体構造においてどの部分に反復があるかを調査し、それによ

って文章構造の類型化を行う。また、日本語の社説文章の見出し文の特徴についても述べ

る。

5.4 考察

5.4.1 見出しの特徴

ここでは、見出しについて叙述表現の形態上の特徴と意味上の特徴から整理する。まず、

日本語における文章の見出しは、インドネシア語と同様に、文相当の形で表されるため、

以下では見出し文という用語を用いることにする。見出し文は、叙述表現の形態上の特徴

から以下のように分けられる5。

1．用言述部

例：国防費 2 ケタ増 中国は軍の透明性を高めよう（読売新聞社説 3/56）

2．体言止め

例：前原外相看過できない外国人違法献金（読売新聞社説 3/6）

3．述部の省略

例：入試問題投稿―ネット時代の不正防止は（朝日新聞社説 3/1）

まず、分類 1、3 の例に関して説明したい。例 1、3 のようなものは見出しが 2 つあるが、

本分析では 1 本の社説を 1 つとカウントして、見出しの末尾の形態の処理で分類する7。ま

た分類 3 に入る見出し文は叙述表現が不完全な文として出現するため、形態的な区別は困

難である。そこで、本研究では本文中で繰り返される見出し文の前後の文脈から判定する

こととする。

5 本研究で用いる分類は基本的には後藤（1998）に従うが、分類の呼称は一部修正する。

6 例えば、本研究の 3/5 というのは、3 月 5 日付の新聞社説を示すものである。（以下、同様）

7 この分類で 2 文から構成されるものを 2 とカウントしないのは、その 2 つの見出し文の関係による。

例えば最初の見出し（大見出し）は後続する見出し（小見出し）の補語や目的語になる関係、もしくは

並列の関係になるため、1 文とみなすことができる。
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日本語とインドネシア語の社説文章の見出し文の形態上の特徴は以下の【表 1】のよう

に整理できる。

【表 1】見出し文の形態上の特徴による分類

見出し文の分類

対象言語

用言述部 体言止め 述部の省略

日本語 114（55） 32（15） 61（30）

インドネシア語 20（27） 54（73） 0（0）

※ 数字は文章数、（ ）は文章数を示すパーセントである。（以下、同様）

【表 1】は対象を分析した結果であるが、分析結果から、日本語とインドネシア語の文

章における見出し文の叙述表現の形態上の特徴には、ばらつきがあることがわかる。文章

数の割合から両言語を比較してみると、日本語の文章は、用言述部→述部の省略→体言止

めとなるが、インドネシア語の文章は体言止め→用言述部で述部の省略は皆無という結果

が得られた。日本語の社説文章には用言述部が全体の 55％を占めているが、一方、インド

ネシア語の社説文章には体言止めが全体の 73％を占めており、最も多用されている。

インドネシア語の見出し文において、述部の省略を示すタイプが存在していない要因は、

インドネシア語の文の基本的構造に起因する。SVO 型のインドネシア語では、例えば S＋

O 型から構成される文は意味不明であるため存在しないし、主語・述語を倶えることが文

成立の条件とされるため、述部の省略は許容されない。

書き手の主張を表す部分を把握するには見出し文の叙述表現の形態上の特徴を見るだけ

でなく、意味上の特徴を明らかにする必要がある。これについては、佐久間（2000:47-53）

の叙述表現の分類も参考になる。

１．事実を表す述部

例：G7 電話会談 協調介入が円急騰を止めた（読売新聞社説 3/19）

２．見解判断を表す述部

例：民主党政権公約 見直さないことこそ無責任だ（読売新聞社説 3/5）

３．感情を表す述部

例：被災者支援―情報をくまなく届けたい（朝日新聞社説 3/26）

４．疑問・要望を表す述部

例：英語教育―Ａｒｅ Ｗｅ Ｒｅａｄｙ？（朝日新聞 3/2）

日本語とインドネシア語の社説文章の見出しについて、意味上の特徴に基づいて分類す

ると、結果は【表 2】のように整理できる。



142

【表 2】叙述表現の意味上の特徴による分類

見出し文の分類

対象言語

事実を表す

述部

見解判断を表す

述部

感情を表す

述部

疑問・要望を表す

述部

日本語 10（5） 104（50） 14（7） 79（38）

インドネシア語 8（11） 63（85） 0（0） 3（4）

【表 2】では、両言語のいずれも見解判断を表す見出し文が最も多用されていることが

わかる。特にインドネシア語の文章は全体の 85％（疑問・要望を示す述部を合わせると 89％

となる）を占める。この結果から考えれば、両言語の社説文章は主に見解判断や疑問・要

望を示す見出し文が特徴的である点で共通している。

また、事実を表す見出しは両言語のいずれも少なかったが、特に日本語の社説文章は全

体の 5％にとどまっている。この結果から考えれば、日本語の社説文章は事実を示す見出

しより、見解判断や読み手へ働きかけ、また解説する見出しが多いということがわかる。

これは、社説が一般社会に向けて時事問題についての見解判断と働きかけを述べることを

目的とするものであるためであろう。一方、インドネシア語の文章は事実を述べる見出し

文が全体の 11％で、日本語の文章と比べれば多いことが分かる。

さらに、日本語の見出し文を分析した結果から、意味上の視点からみた社説文章の見出

し文の特徴を、もう一点指摘しておく。梶原（1986）による見出しの形態上の特徴では、

「最初の部分に独立性の強い文（または語とか句など）があって、2 行目以後はその内容

を少しずつ詳しく示すことばを配置することが多い」としている。現在の社説文章の見出

し文を観察すると、梶原の述べた見出しの特徴と共通している。すなわち社説の見出し文

は 2 つの部分、つまり大見出しと小見出しから構成されるが、大見出しではこれから述べ

る文章の話題を、小見出しでは文章の主題を表すパターンが多用される。

上でとりあげた例を見ると、「被災者支援―情報をくまなく届けたい」（朝日新聞社説

3/26）、「英語教育―Ａｒｅ Ｗｅ Ｒｅａｄｙ？」（朝日新聞 3/2）などの見出し文におい

ては、大見出しの「被災者支援」、「英語教育」が文章全体の主題を示すのであるのに対し、

小見出しの「情報をくまなく届けたい」、「Ａｒｅ Ｗｅ Ｒｅａｄｙ？」はその主題に関

わる具体的な内容を示す部分である。小見出しは書き手の主張する内容を表すものである

と考えられる。

5.4.2 具体的な分析

5.4.2.1 文章構造類型

以下では、見出し文の反復を手がかりにして、文章の中心となる部分を認定し、それに

基づいて日本語とインドネシア語の文章構造類型を検討する。結果は次の【表 3】のよう

にまとめられる。
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【表 3】中心段の位置による文章構造類型

文章型

対象言語

開始部反復型 終了部反復型 中間部反復型 二重反復型 多重反復型 非反復型

日本語 66（32） 84（41） 32（15） 9（4） 1（1） 15（7）

インドネシア

語

23（31） 18（24） 5（7） 3（4） 23（31） 2（3）

【表 3】の通り、日本語での社説の文章は、終了部反復型が全体の 41％で最も多く、次い

で開始部反復型が 32％、中間部反復型が 15％、非反復型が 7％、二重反復型が 4％となっ

ている。中心段が文章の 3 ケ所以上で繰り返される多重反復型分類の文章は一つしか存在

していない。

一方、インドネシア語の社説文章において、開始部反復型が全体の 31％で最も多いとい

う結果は日本語と共通している。ただし、インドネシア語の文章は多重反復型が開始部反

復型と同じく全体の 31％と多く、日本語との相違は明らかである。インドネシア語の文章

では、開始部反復型・多重反復型に次いで、終了部反復型が 24％、中間部反復型が 7％、

非反復型が 3％となっている。

ここで注目しておきたいのは、インドネシア語の文章構造類型「多重反復型」について

である。【表 3】で確認できるように、日本語の社説では一般に、文章の主題を含む中心段

が開始部か終了部のいずれか一方に提示される傾向があるのに対して、インドネシア語で

は、主題文が文章の開始部、中間部、終了部のどこかに一度現われるのではなく、2 回以

上提示され、3 つの区分に出現する文章も少なくない。この現象は、主題文（文章中で最

も書き手の主張したいことが書かれる文）が社説中で何度も繰り返されること（第 4 章参

照）と一致している。このことから、インドネシア語の社説文章の全体的構造は「書き手

の主張を繰り返すこと」によって特徴づけられると考えられる。

また、ここでは日本語社説の文章構造の特徴について説明を加えたい。本論第 3 章では、

日本語の社説の構造における統括性を提題表現と叙述表現の観点から考察し、日本語の文

章構造の類型として A 型、B 型、C 型、D 型といった分類8を提案した。本章の開始部反復

型の文章は本論第 3 章の考察で分類した B 型、C 型に当てはまる。すなわち、開始部反復

型は文章の開始部でこれから取り上げる話題について書き手の見解判断が述べられるとい

う点で B 型、C 型に類似している。

終了部反復型と中間部反復型は文章中の最も伝えたい部分が終了部、あるいは中間部に

出現するという点で本論第 3 章において分類した A 型と共通している。そして、本論第 3

8 A 型は、文章の話題を提示してから、関連する話題を順々に進めていくという文脈展開形態を持つ。B

型は、文章の話題を提示し、さらにこれについて書き手の見解を表明する開始部を持つものである。C

型は、当該の話題について最も重要な結論を先に述べるという、B 型の構造をさらに明晰化したもので

ある。D 型は、文章の全体的構造が大きく前半と後半という部分から構成されるものである。
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章の考察で分類した D 型は二重反復型あるいは多重反復型に分類できる傾向がある。

以上が、見出しの反復から文章の主要な部分を認定し、両言語の文章構造を類型化した

結果である。特に、インドネシア語の社説文章では、書き手の主張する主題文は見出しの

反復によって作られる。見出しと主題文には深い関わりがあり、見出しの反復は文章の全

体的構造を把握するために重要な手がかりと言える。

次節以後、実際の分析にあたって、見出し文が本文にどのように反復されるかを記述す

るために、日本語とインドネシア語の文章例 1～4 をとりあげ、考察を進めていく。

5.4.2.1.1 社説の文章例 1

次の考察では、文章例 1 における見出し文の反復を手がかりとして文章の構造を観察し

てみる。文章例１における見出しの反復の様相は以下のようになる。文章の本文に付した

下線、二重下線等は語句の反復表現を示す。（以下、同様）

米高官沖縄中傷 同盟関係損なう不穏当な発言（読売新聞社説 3/10）

開始部

I 1 日米同盟を傷つける、極めて不穏当な発言だと言うほかない。

II 2 米国務省のケビン・メア日本部長が昨年１２月、沖縄県民について「日本政府に対

するごまかしとゆすりの名人だ」などと発言していたことが明らかになった。

III 3 カート・キャンベル国務次官補は、「報道内容は正確ではないし、米政府の見解を

反映したものではない」と釈明しながらも、日本側に謝罪する意向を示した。

IV 4 ルース駐日大使に対する枝野官房長官の抗議や、沖縄県議会などによる抗議決議

の採択を踏まえ、事態の沈静化を図ったのだろう。5 米側の謝罪は当然である。

中間部

V 6 メア部長発言は、沖縄を訪問する予定の米国大学生に対する講義の中で出たものだ。

7 オフレコが条件だったという。

VI 8 学生らが作成した発言録によると、メア部長は、「日本人は合意文化をゆすりの手

段に使う。

9 合意を追い求めるふりをし、できるだけ多くの金を得ようとする」などと語った

とされる。

VII 10 沖縄が米軍基地受け入れの見返りに、日本政府に沖縄振興策を求めているとの

批判と見られる。

VIII 11 沖縄県民を「怠惰」と決めつけるなど、悪意に満ちた中傷的な表現もあったと

いう。

IX 12 メア部長は、沖縄総領事などを務めた知日派として知られる。13 発言の背景に

は、民主党政権が稚拙な外交で、米軍普天間飛行場の移設問題を迷走させたこと
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などに対する苛立ちがあるのだろう。

X 14 一連の発言が真実ならば、過重な基地負担を強いられてきた沖縄県民だけでなく、

日本国民全体を傷つけるものだ。15 日米双方が長年かけて築いてきた信頼関係を

も崩壊させかねない。

XI 16 単なる失言の域を越えており、到底見過ごすことはできない。

XII 17 しかし、今回の発言が日米関係全体に悪影響を及ぼす事態は避けなければなら

ない。

終了部

XIII 18 鳩山前政権で悪化した同盟関係の修復に積極的で、米国人脈も豊富だった前原

誠司前外相は、外国人献金問題のため、わずか約６か月で辞任した。19 後任には、

松本剛明外務副大臣が昇格した。

XIV 20 松本新外相は、日米関係を日本外交の基軸とする現在の路線を堅持し、昨年来

の同盟深化の作業を着実に進めてほしい。21 メア部長発言でより困難になった普

天間問題にも粘り強く取り組むべきだ。

XV 22 北朝鮮の軍事的挑発や、中国、ロシアとの領土をめぐる摩擦で、日米同盟の重

要性は一層増していることを忘れてはなるまい。

文章例 1 の開始部は段落 I から段落 IV までの 4 段落で構成される。書き手の見解から始

まって、文 2 と 3 は「米国務省のケビン・メア」、「カート・キャンベル国務次官補」の発

言を引用して話題を提示する。

中間部は段落 V～段落 XII で、開始部で提示した「メアの発言」内容を具体化して、話

題を解説するものである。そして、段落 IX 文 13 から段落 XII 文 17 は、「メアの発言」に

関わる書き手の見解判断で話題統括をなし、特に文 17 の「しかし、今回の発言が日米関係

全体に悪影響を及ぼす事態は避けなければならない」によって中間部をまとめている。

終了部は 2 段落から構成される。ここでは、先行する話題を展開し、「今後の日本と米国

の関係」をどう修復するかについての書き手の主観的な見解を述べて、終了部での結論を

形成している。

続いて、文章例 1 の見出し文「米高官沖縄中傷 同盟関係損なう不穏当な発言」は社説

本文にどのように反復されるかを見ておきたい。

見出しの「米国官」の反復表現は、文 2「米国務省のケビン・メア日本部長」、文 8 と 12

の「メア部長」、文 21 の 4 回である。

また、見出しの「沖縄中傷」は、唯一文 11 の「沖縄県民を「怠惰」と決めつけるなど、

悪意に満ちた中傷的な表現」で反復されるが、見出しの「沖縄」の反復は、関連語句の文

2、11「沖縄県民」、文 4「沖縄県議会」、文 6、10「沖縄」等で繰り返され、文章の開始部

から中間部の前半まで多く見られる。「米国官沖縄中傷」は文章の主題を示す見出し文の一
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部であると考えられる。

次に、見出しの「同盟関係損なう」の反復は文 1「日米同盟を傷つける」であるが、同

盟関係の関連語句の反復は文 15「日米双方が長年かけ築いてきた信頼関係をも崩壊させか

ねない」、文 17「日米関係全体に悪影響を及ぼす事態は避けなければならない」、文 18「悪

化した同盟関係」である。

見出しの「不穏当な発言」は、文 1「不穏当な発言」で同一語句の反復として使用され、

文 6「メア部長発言」、文 13「発言の背景」、文 14「一連の発言」、文 16「単なる失言の域

を越えており」、文 17「今回の発言」文 21「メア部長発言」で関連語句として繰り返され

る。また「不穏当な発言」は文 2 と 8 で発言の内容が具体化されている。

以上の見出し文の反復表現の様相から考えれば、見出し文の「米高官沖縄中傷 同盟関

係損なう不穏当な発言」と同様の内容は、開始部の文 1「日米同盟を傷つける、極めて不

穏当な発言だと言うほかない」で繰り返されており、この文章例 1 は開始部反復型の文章

として分類される。

5.4.2.1.2 社説の文章例 2

文章例 2 における見出しの反復表現の様相は以下のようである。

ボランティア―拠点づくりを急ぎたい （朝日新聞社説 3/19）

開始部

I 1 東日本大震災から１週間がすぎた被災地は、真冬のような寒さのなかだ。

II 2 生活の基盤を根こそぎ奪われた人々は、文字どおり着の身着のままで避難所に

身を寄せている。

3 救援物資はなかなか届かず、暖をとるための毛布も、ストーブも不足している。

III 4 いますぐにでも駆けつけ、被災者を手助けしたい。5 いてもたってもいられない

気持ちの人も少なくないだろう。

中間部

IV 6 しかし、被災した多くの自治体では職員も津波の犠牲になり、受け入れ態勢が

整っていない。

V 7 災害救援で実績のあるＮＧＯなどはすでに活動を始めているが、ボランティア

を志願する人はまず、自分の経験や能力を見極めて欲しい。8 宿泊施設や食糧が

足りない現場で何ができるか。

VI 9 被災地に受け入れ態勢が整うまでは地元でできることを考えてみてはどうだ

ろう。10 寄付を募ったり、毛布や衣服を集めたりすることも大切だ。

VII 11 ボランティアを志す人が十分に活動できるよう、被災地に拠点づくりを急が

なくてはならない。
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VIII 12 そこで、被災地外の自治体の社会福祉協議会に期待したい。13 派遣の窓口と

なる協議会が被災地に乗り込み、受け入れ態勢を自らつくるのだ。14 活動実績の

ある民間団体が合流すれば支援の厚みは増す。15 そこに意欲のある人たちが

加わればいい。

IX 16 参考になるのが兵庫県社会福祉協議会の活動だ。17 阪神大震災を経験した県庁

ＯＢや医師、柔道整復師ら約８０人の先遣隊を１８日、宮城県に送った。

X 18 被災者のニーズを調べ、現地で受け入れ窓口となって、今後の本格的な派遣に

つなげる構えだ。

XI 19 先遣隊を組織した室崎益輝・関西学院大教授（都市防災）のもとには、学生

たちから「何かさせてください」というメールが相次いでいる。20 大半は救援

活動の経験がない若者だ。

XII 21 水や寝袋などは持参し、被災地に負担をかけない。22 被災した人が何を求めて

いるのか、必ず相手に確かめてから行動する。23 勝手にことを進めてはいけない。

24 室崎さんは学生たちに説く。

XIII 25 ボランティア活動に単位を与える大学は少なくない。26 各地の大学は東北の

大学と連携し、学生らが交流しながら支援活動を長期に続ける仕組みづくりに

取り組んではどうか。

終了部

XIV 27 多感な若者たちの経験は、きっと将来の生きる力にも結びつく。

XV 28 会社員らもボランティア休暇などを活用して救援に乗り出す時期を探って

ほしい。

29 企業も社員の意欲を後押しすることだ。

XVI 30 社会経験が豊富なシルバー世代の力も役立つに違いない。

XVII 31 阪神大震災の１９９５年は「ボランティア元年」といわれた。32 共助の精神

が飛躍する年として、２０１１年を刻みたい。

文章例 2 の開始部は段落 I から段落 IV までの 4 段落で組み立てられている。ここでは、

東日本大地震が起きてから一週間後の「被災地」の状況についての話題を見解判断で導入

する。その見解判断を支えるために文 2 と 3 には事実の表現がある。後続する文 4、5 は再

び書き手の見解判断で話題をまとめている。

中間部では、まず段落 V から段落 VIII までが一つの部分的まとまりであり、段落 IX か

ら段落 XIII までがその次のまとまりである。中間部では主に、「ボランティアの活動」と

それに関係する救援活動をどのような仕組みで進めていくか、受け入れた態勢をどう整え

るかについて述べている。

終了部は 4 段落から構成され、「ボランティア」の必要性についての書き手の見解判断で
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まとめられている。

見出しの「ボランティア」の反復表現は、文 7「ボランティア」、文 11「ボランティア」、

文 25「ボランティア活動」、文「ボランティア休暇」、文 31「ボランティア元年」である。

またボランティア活動の事実としては文 7「災害救援で実績のあるＮＧＯなどはすでに活

動を始めている」、文 14「活動実績のある民間団体」、文 16「兵庫県社会福祉協議会の活動」、

文 17「阪神大震災を経験した県庁ＯＢや医師、柔道整復師ら約８０人の先遣隊」、文 20「救

援活動」、文 26「支援活動」等で反復されている。「ボランティア」の反復表現は文章の全

体にわたって多く出現している。

そして、見出しの「拠点づくり」の反復表現は文 11「被災地に拠点づくり」である。

また、見出しの「急ぎたい」の反復表現も文 11「急がなくてはならない」にしか見られ

ない。

以上、見出し文の反復の様相という観点から考えると、文章例 2 における見出し文の「ボ

ランティア一拠点づくりを急ぎたい」が前述のように文 7 から文 31 まで反復されており、

そのうち文 11 の「ボランティアを志す人が十分に活動できるよう、被災地に拠点づくりを

急がなくてはならない」という表現で反復されている。換言すれば、文 11 が文章例 2 で主

張される部分になる可能性が高いといえよう。このようにして、主題文の出現位置によっ

て分類すると、文章例 2 は中間部反復型の文章であると考えられる。

5.4.2.1.3 社説の文章例 3

Mandulnya Badan Dunia （Media Indonesia 新聞社説 1/9）

活躍のない国際機関

開始部

I 1 KONFLIK di Jalur Gaza menjadi kado terburuk dalam pergantian tahun. 2 Gempuran Israel
baik dari udara maupun darat telah memorak-porandakan wilayah Jalur Gaza. 3 Tidak kurang
700 orang Palestina tewas, sebagian anak-anak dan kaum perempuan, hanya dalam waktu dua
pekan. 4 Bahkan, pertempuran kini kian masif dan meluas.

（ガザ紛争は、新年のセレモニーと共に最悪の事態となった。 イスラエルの攻撃は空爆や

地上軍の侵攻でガザ地区を全滅させた。2 週間以内でパレスチナ側には 700 人を超す死者

が出た。その半分は子供と女性だ。その上、交戦は激しくなり、拡大しつつある）
II 5Argumen Israel bahwa gempuran itu merupakan respons atas serangan roket Hamas jelas
sebuah kebohongan. 6 Faktanya, pihak Hamas melancarkan serangan roket ke wilayah Yahudi
karena Israel terlebih dahulu menutup pintu-pintu perbatasan yang menyulitkan warga Palestina di
Jalur Gaza memperoleh sandang, pangan, dan obat-obatan.

（ハマスのロケット攻撃への対応だといったイスラエルの論拠は明らかに嘘だった。事実

的根拠として、ハマス側がイスラエル地区にロケットを発射する前に、先にイスラエルが

衣料、食糧や医薬などをもらえるパレスチナの国民の出入りと流通を封鎖したからだった）
III 7 Alasan yang paling masuk akal serangan itu semata karena dorongan kepentingan politik
dalam negeri Israel sendiri. 8 Serangan itu bagian dari upaya tebar pesona partai-partai di Israel
untuk meraih simpati pada pemilu Februari mendatang. 9 Apalagi, pemerintahan Tel Aviv sekarang
sedang diguncang skandal korupsi dan pelecehan seksual.

（イスラエル自体の政治的な内部対立の弾みというのが攻撃の理由だ。攻撃の一部目的は

今年の 2 月に行われる選挙のための宣伝活動といったイスラエルの政党の努力だ。汚職や
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セクハラ不祥事でテルアビブ政府は揺らいでいた）

中間部
IV 10 Sejarah mencatat kawasan Jalur Gaza merupakan sumber ketidakstabilan paling rawan di
Timur Tengah dan dunia. 11 Ketidakstabilan itu dipicu pertikaian Israel dan Palestina yang
merupakan konflik terpanjang di muka bumi ini dan tidak juga berujung hingga dunia memasuki
abad ke-21.

（歴史的な記録の中で、ガザ地区は世界また中東の平和の不安定の源と言える。不安定を

もたらしたイスラエルとパレスチナとの紛争は世界で一番長い戦争で、21 世紀に入る直前

でもなかなか終わりそうも無い状況だ）
V 12Tapi, mengapa badan-badan dunia tidak mampu secara cepat menghentikan agresi Israel ke
Jalur Gaza? 13 Jawaban yang jujur ialah karena banyak negara, terutama negara-negara Barat,
menerapkan standar ganda.

（しかし、疑問となることは、なぜ国際機関はガザ地区へのイスラエル攻撃を阻止できな

いのかということである。率直な答えといえば、多くの国々、特にヨーロッパ諸国がダブ

ルスタンダードを実施したからだった）
VI 14 Kawasan Jalur Gaza yang dihuni sekitar 1,5 juta warga Palestina itu dikontrol faksi Hamas.
15 Kelompok yang berdiri pada 1987 itu muncul sebagai reaksi atas pendekatan diplomasi yang
dibawa pejuang Palestina, terutama faksi Fatah, yang ternyata justru lebih banyak menimbulkan
kekecewaan dan kesengsaraan bagi bangsa Palestina.

（ガザ地区には約 150 万人の人々がハマス政党の支配下で制御されている。ハマスが 1987

年に設立したのは、外交へのアプローチとしての交渉を優先したパレスチナの戦闘、特に

ファタハ政党に対し、パレスチナ国家が不満を持ち悩んだためと理解された）
VII 16 Upaya diplomasi itu kerap dimanfaatkan Israel untuk memperkuat diri dan melancarkan
tipu daya. 17 Jargon penghapusan permukiman Yahudi di wilayah Jalur Gaza hanyalah salah satu
bentuk tipu daya Israel karena mereka memindahkan sebagian permukiman Yahudi itu ke wilayah
Palestina di Tepi Barat.

（外交への努力を機にイスラエルは自国の貢献を強化して不合理な戦略などを実行するの

ではという懸念がでた。ガザ地区にあるユダヤ人の住宅地をなくすというイスラエルの不

正な戦略はその一例で、イスラエルは半数のユダヤ人の住居地をパレスチナの西に移動さ

せた）
VIII 17 Itu sebabnya, faksi Hamas lebih memilih pendekatan militeristis ketimbang diplomatik
dalam menghadapi Israel. 18 Pilihan itu ternyata lebih disukai mayoritas warga Palestina. Terbukti,
faksi Hamas memenangi Pemilu 2006, sekaligus melunturkan dominasi faksi Fatah.

（そのため、ハマス政党はイスラエルとの交渉をするより、軍国主義的な戦略を選択した。

その選択は、パレスチナ国民の約半数に支持された。 証拠として、ハマス党が 2006 年総

選挙に勝ち、ファタハ党の権力を弱めたのだ）
IX 19 Tidak mengherankan bila kemudian kelompok Hamas sangat tidak disukai negara-negara
Barat dan sebagian negara Arab. 20 Namun, di sinilah kedok standar ganda negara Barat kian
terbuka. 21 Begitu Hamas menguasai pemerintahan Palestina, secepat itu pula Uni Eropa dan
Amerika Serikat menghentikan bantuan keuangan yang telah dijanjikan.
（そのため、ハマス党は欧米諸国とアラブ諸国の何カ国に好まれないということは驚くこ

とではない。しかし、ここでこそ欧米のダブルスタンダードの作戦が明確に見られる。か

つて、ハマスはパレスチナ自治政府を支配して以来、欧州連合、米国が約束した財政支援

を停止した）

終了部
X 22 Standar ganda itu pulalah yang memandulkan badan-badan dunia dalam menciptakan
perdamaian di antara kedua bangsa. 23 Inisiatif perdamaian yang digagas Liga Arab, Organisasi
Konferensi Islam (OKI), dan PBB tidak juga membuahkan hasil. 24 Peta jalan perdamaian yang
dibuat kuartet Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat, dan PBB setali tiga uang, juga mengalami
kebuntuan.

（「二重基準」を利用したことこそ、国際機関は二国間の平和実現を不可能にした。アラブ

連盟、イスラム諸国会議機構 、国連による平和の回復の考えを実現できなかった。欧州連

合、ロシア、米国、国連の 4 カ国による平和を回復する回路は行き詰まった）
XI 25 Yang bisa dilakukan dunia baru sebatas melontarkan kecaman dan unjuk rasa. 26 Padahal,
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pemberian kemerdekaan kepada bangsa Palestina secepatnya adalah langkah yang utama.

（現在世界で起きている反応は、デモや批判などにとどまっている。実際はパレスチナ人

を独立させることが優先的対策である）

文章の開始部の段落 I には、「イスラエルの攻撃によってパレスチナ側が被害を受けるガ

ザ地区紛争」という話題が挙げられ、段落 II～段落 III には話題に対する書き手の見解が示

される。主に、文 7～9 はイスラエルの攻撃に対する書き手の解釈や見解が表される開始部

である。

中間部の段落 IV～IX では、開始部で述べた「イスラエルの攻撃」の話題について解説

するものである。段落 IV 文 10、文 11 は過去の事実をはじめ、現在の事実を述べることで、

文章の話題展開を示す。段落 V では、該当の文章中における課題を表明する。文 12 と 13

には、「…なぜイスラエルの攻撃を阻止できないか」、「ヨーロッパ諸国がダブルススタンダ

ードを実施したからだ」という文章の課題を表明する疑問文と回答文とが同時に提示され

る。段落 VI～IX では、この課題について具体的な事例が示され、文章の話題展開が形成

される。中間部の段落 IX 文 19 と文 20 は「ダブルスタンダード」の話題を繰り返して示

し、それに対する根拠となる文 21 をつけ加えて、中間部をまとめている。

終了部は 2 段落から構成される。ここでは、先行した話題「米国を含むヨーロッパ諸国

のダブルスタンダード」が文 22 に再現され、後続する文 23、24、それに続く段落 XI 文

25、26 では、内容上の解釈ではなく、書き手の主観的な見解が述べられ、終了部での結論

が形成されている。

文章例 3 では、「Mandulnya Badan Dunia 」という見出し文の「Mandul（活躍のない）」

という見出し語は、段落 X でしか繰り返されていない。それに対して、「Badan Dunia （国

際機関）」という見出し語は「mandul」という語句よりも、多く反復されているといえる。

見出しの反復から、文章例 3 の中心段は段落 X と言えるであろう。段落 X の文 22「standar

ganda pulalah yang memandulkan badan badan dunia dalam menciptakan perdamaian diantara

kedua negara」は見出し文「mandulnya badan dunia」のように反復しながら、文章の全体的

な話題を提示するものである。つまり、段落 X 文 22 では、見出し文の「mandulnya badan

dunia」を提示するだけでなく、「standar ganda」という原因－結果の関係によって文章の全

体的話題が明確にされると考えられる。

以上のように、文章例 3 の見出し文の反復を手がかりとした中心段の出現位置を考察し

た。社説の文章例 3 では、段落 X と段落 XI が最も書き手の主張したい主題文を表す段落

であることから、その出現位置に基づき、「終了部反復型」の文章として分類できる。

次に、インドネシア語の社説の文章例 4 を用いて分析を続ける。

5.4.2.1.4 社説の文章例 4

Pentingnya Pasar Domestik （Media Indonesia 新聞社説 1/5）

国内市場の潜在性
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開始部

I 1SAMPAI di manakah kita kuat membendung badai krisis ekonomi global yang imbasnya

benar-benar akan kita rasakan pada paruh pertama tahun ini? 2 Jawabannya ada di dalam diri

sendiri, yaitu bergantung pada seberapa besar kita mampu memberdayakan potensi yang kita

miliki.

（我々は世界的経済危機の影響をどれほど抑えられるのだろうか。本当の不況の影響は今

年の上半期に感じられるのである。その答えは自国の中にある。即ち我々がどれほど潜在

的な力を工夫できるかによるのである）

中間部

II 3 Salah satu potensi besar yang sering luput dari arus utama kebijakan ekonomi kita adalah

pengembangan pasar domestik. 4 Ia baru dilirik ketika pasar ekspor sedang lesu. 5Dalam situasi

normal, teropong ekonomi kerap diarahkan ke pasar luar negeri

（我々の経済政策の主軸をシフトできる可能性のある潜在的な力は、国内市場の開発にあ

る。輸出市場が低迷しているならその市場を横目でちらっと見る 。通常は、経済の双眼鏡

はしばしば海外の経済市場に設定されている）

III 6 Padahal, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pasar dalam negeri. 7Pasar ekspor

hanya menyumbang kurang dari 30%. 8 Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan

pada 2009 pasar domestik diperkirakan menyumbang pendapatan negara lebih dari 80%,

sedangkan pasar ekspor hanya menyumbang sekitar 18%.

（国の収入の 70 ％以上は、国内市場から得ていることがわかったが、一方で 輸出市場は

国の収入の 30 ％未満にすぎない。 また、財務長官 Sri Mulyani 氏は、2009 年度の国の

収入に貢献する国内市場は 80％以上、国外市場はおよそ１８％と推定した）

IV 9 Data tersebut menggambarkan pasar domestik memiliki potensi yang luar biasa untuk

digerakkan dan merupakan jawaban yang ampuh untuk menghadapi imbas krisis finansial global

yang akan lebih dirasakan pedihnya oleh negara-negara yang bergantung pada ekspor.

（それらのデータから分かることは、国内市場にいくつかの開発できる潜在的な力がある

ことであり、現在の世界的金融危機への答えである。特に、輸出に依存した国々にとって

は悲しく感じられる）

V 10 Kepedihan itu terutama mendera sebagian besar negara yang kekuatan pasarnya sedang

tumbuh (emerging market) yang menguasai 60% pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat dan

negara-negara maju. 11 Akibat krisis, permintaan dari negara-negara tujuan ekspor tersebut kini

mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap permintaan barang-barang dari

negara-negara yang sedang tumbuh (emerging countries).

（そのような悲しさは特に、米国と先進国の市場で 60％程占めており、市場の力が高まる

（新興市場）国々に打撃を与えている。危機の影響は、輸出向けの国々の需要が激減した
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今、（新興国）即ち発展途上国からの原料への需要に影響を及ぼした）

VI 12 Karena itu, fokus mengembangkan potensi pasar domestik mestinya menjadi prioritas

utama kebijakan ekonomi pemerintah tahun ini. 13 Kendati menambah beban pada semua

komponen ekonomi, fokus pengembangan potensi pasar domestik akan mampu menyelamatkan

masyarakat dari imbas krisis.

（このため、政府は今年国内市場の潜在的開発に焦点を当てた経済政策を最優先とするべ

きなのである。経済上のすべての機能への負担を増加させるが、国内市場の潜在的な開発

に重点を置いたことによって金融危機から社会を保護できる）

VII 14 Tekad yang sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada malam

menjelang pergantian tahun sudah tepat, namun harus lebih dikonkretkan. 15 Tekad itu adalah

memelihara pertumbuhan ekonomi di level 4,5%, menjaga daya beli masyarakat, dan memberantas

barang impor ilegal.

（新年を迎える時、ユドヨノ大統領が演説した決意は妥当であるが、具体化された活動を

実現する必要があると指摘されている。大統領のその決意は「経済成長が 4.5％レベルを

維持していること、国民の購買力を維持して、密輸品を撲滅すること」と述べた。）

VIII 16 Langkah konkret menjaga daya beli, misalnya, bisa dilakukan dengan melibatkan secara

penuh produsen dalam negeri pada semua proyek negara. 17 Bahan-bahan yang komponennya

sudah bisa diproduksi di dalam negeri, seperti semen, besi lokal, dan aspal, harus dimaksimalkan

dalam pengerjaan proyek negara.

（例えば、購買力を維持するための具体的な処置としては、すべての国の計画に、国内生

産者からの関与を求めることが挙げられるが。国内で製造できる材料即ちセメント、鉄鋼

アスファルトなどのようなものは国の事業計画で最大限に処理するべきだ。）

IX 18 Untuk memperluas pasar domestik, negara harus memberi insentif lebih berupa

pembebasan pajak pertambahan nilai kepada dunia usaha yang sangat dominan memakai

komponen bahan baku dalam negeri dan banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri tekstil dan

garmen. 19 Kebijakan itu perlu dilakukan agar masyarakat tetap bisa menjangkau harga produk

tersebut dan pengusaha juga diuntungkan karena pasarnya terjaga. 20 Langkah itu harus pula

dibarengi dengan perang habis-habisan terhadap penyelundupan. 21 Jangan biarkan produk buatan

China masuk secara ilegal dan menghancurkan industri dalam negeri.

（国内の市場を拡大するため、政府は国内資源を利用した業界に課税の免除などの優遇措

置をとるのだ。例えば多くの労働者や新事業を利用した繊維、衣料品業界などである。国

民に製品の価格に手が届くようにする一方で、事業者は安定した市場から利益を得られる

ように政策を実現する必要がある。その政策は密輸入に対する政策と同時に行わなければ

ならない。 国内産業を破壊しうる中国製製品の不法密輸入を防止しなければならない。）

終了部
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X 22 Jika semua langkah itu serentak dilakukan, beban ekonomi akan terasa lebih ringan. 23

Sebab, kita tidak bisa berharap banyak dari orang lain untuk menyelamatkan negeri ini. 24 Mereka

juga sedang dilanda kepanikan dan mencari pegangan yang kukuh agar tidak terhempas

（これらの全ての行動が同時に行われれば、経済的負担は軽く感じられるだろう。 それは

他国に我が国を救うことは期待できないからだ。彼らもパニックに襲われて、投げ捨てら

れないように安定した対策を探っている。）

XI 25Kita hanya butuh membangkitkan kekuatan pada diri anak bangsa untuk menyelamatkan

negeri kita sendiri.

（我々は自国を救うために自国の持つ潜在力を復興させるほかにない。）

開始部は一つの段落から構成される。段落 I では、「我々は世界的経済危機の影響をどれ

ほど抑えられるのだろうか」という読み手に直接的に働きかける修辞疑問文を使って、文

章の話題を導入する。

中間部の段落 II～段落 IX では、「国内市場の強化による経済成長の政策」の話題を表現

する。まず、段落 II は先行の疑問文に対する回答文として「国内市場の潜在性」の話題が

述べられる。後続する段落 III～段落 VI では、「国内市場の潜在性」を様々な事実から示し

ながら、具体的な説明を提示する。

段落 VII 文 14 は「ユドヨノ大統領の演説で述べられた内容」を引用し、国内市場を重視

する決意の話題に展開している。段落 VIII～段落 IX はここで、「国内市場を強化させる政

策の具体例」を展開し、中間部をまとめている。

文章の終了部は 2 段落であるが、段落 X は「jika semua langkah itu serentak dilakukan」（こ

れらの全ての行動が同時に行われれば）という表現で、先行した話題をまとめ、文章の結

論を述べる。段落 X 文 23、24 は書き手の見解を表す部分である。段落 XI は、再び「国内

市場の潜在性」を言い換えで再現して、終了部をまとめている。特に、文 23「kita」（我々）

と文 24「mereka」（彼ら）、また最終の段 XI 文 25「kita」（我々）が先行文脈の段 I と段 II

に初出した語句の、同一語句の反復表現として観察される。

文章例 4 において、見出し文「Pentingnya Pasar Domestik」の反復は文章の全体に見られ

る。つまり開始部に多く反復されてから、中間部と終了部でも見出し文「Pentingnya Pasar

Domestik」の様々な言い換えでの反復が多く見られる。見出し文「Pentingnya Pasar Domestik」

は、段落 II、III、IV、VI、IX に同一語句の反復表現が見られる。そして、見出し文の「Pentingnya

Pasar Domestik」の事実としては、文 1「Memberdayakan potensi yang kita miliki」、文 16

「Melibatkan secara penuh produsen dalam negeri」、文 17「Bahan-bahan yang komponennya

sudah bisa diproduksi dalam negeri」文 25「Kita hanya butuh membangkikan kekuatan pada diri

anak bangsa」という具体的な活動が示されている。

以上、見出し文の反復の様相という観点から考えると、見出し文の「Pentingnya Pasar
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Domestik」（国内市場の潜在性）の反復が文章の全体に見られるため、文章例 4 は多重反復

型として分類できる。

5.5 おわりに

以上、見出し文の反復表現を具体的な手がかりにして、日本語とインドネシア語の社説

文章を比較対照して類型化した。日本語の社説の文章は終了部反復型が多いのに対し、イ

ンドネシア語の社説文章は開始部反復型が最も多いという相違点が確認できた。

しかし、日本語とインドネシア語の社説文章における見出し文の意味上の特徴によって

文章構造の類型を検討した結果、両言語のいずれも見解判断を表す見出し文が最も多用さ

れること、特にインドネシア語の文章は全体の 85％（疑問・要望を示す述部の数を合わせ

て 89％）が見解判断で、文章のほとんどを占めることがわかった。両言語の社説文章は論

説文の特徴と関連して、主に見解判断あるいは疑問・要望を示す見出し文が多いことによ

って特徴づけられるという点で共通している。

本研究での主要な関心であった日本語とインドネシア語との文章構造類型の結果をみる

と、日本語は多重反復型の文章が一つしかないのに対し、インドネシア語は全体の 31％を

占めているという結果となった。日本語とインドネシア語の相違点を示しているといえよ

う。日本語の文章には「〜ほうがいい」、「〜べきだ」、「〜必要がある」などのような評価

のモダリティが多用されることから、とりあげるある事態に対する書き手の態度は直接的

な表現によって明示されるのではなく、比較的弱い表現で見解判断が暗示されるという特

徴が見受けられる。また、日本語の文章構造は書き手の主張する事柄が何度も繰り返され

ることがないのに対し、インドネシア語の社説文章では、主題文が文章の開始部、中間部、

終了部のどこかに一度だけ現われるのではなく、2 回以上に渡って提示される文章も少な

くない。この現象は、主題文（最も書き手の主張したいことが書かれる文）が社説中で何

度も繰り返されることと一致している。この事から、インドネシア語の社説文章は、「書き

手の主張が繰り返される」という特徴があると考えられる。

本章では、日本語とインドネシア語の社説文章における見出し文の意味上の特徴を観察

したが、見出し文の意味上の分類と文章構造のかかわりについて考察することはできなか

った。その点については今後の課題とする。
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第 6 章

日本語文章の開始部と終了部について

−インドネシア語の文章との対照を通して−

6.1 はじめに

論説文は、文章の全体的構造が「開始部」、「中間部」、「終了部」という 3 つの部分から

構成されるという分類がある1。個々の部分がどのように構成、配置されるかという課題は

文章論の主要な研究課題の一つであり、この課題に注目することは、文章の内容がどのよ

うに構成されるかを見るための重要な手がかりとなる。文章の全体的構造における「開始

部」、「中間部」、「終了部」の構成と配置によって文章の「報道文」、「解説文」、「論説文」、

「広告」等のジャンルが決定されるという見方も見受けられる2。

本章では、文章構造を分析するために開始部と終了部の構造の特徴を考察する。半沢

（1995）は「文章における書き出し3は、読み手の興味を引き、読んでみようという気を起

こさせるための、もっとも重要な部分」であり、「その 1 文で文章全体の構成・展開を方向

付けるという意味で、重要である」（pp.168）とする。読み手にとって文章の面白さはタイ

トルの次に開始部によってもたらされると考えられる。開始部は文章でこれから述べる話

題の出発点となるものを提示する部分であり、文章の全体的構造の方向と性格に大きく影

響する。一方、終了部はそれまで書きあげた話題をどのように締めくくるかを表す文章の

一部分であり、文章の全体的な構造において重要な役割を果たす。このように、開始部と

終了部は文章の全体的構造を形成する重要な部分であり、この 2 つの部分をかけはなれた

ものとして文章の構造を考えることは、適切ではないだろう。故に、統括性を持つひとま

とまりの言語表現4である文章の構造を究明する一つの観点として、話題がどのように開始

され、どのように締めくくられるかが挙げられる。つまり、文章の全体的構造を把握する

ためには、開始部と終了部の特徴を検討することや、それらの部分が文章の全体的構造に

おいてどのような役割を果たすのかを明確にすることが重要であると考えられる。

そこで、本研究では日本語とインドネシア語の文章を分析の対象とし、開始部と終了部

がその構成要素の文の叙述表現の観点からどのように類型化され、さらに開始部と終了部

1 市川（1978）と佐久間（2000）の分類に従う。
2 鈴木（1982）参照。
3 ここでは、文章の部分である「書き出し」と「開始部」を同様のものとして扱う。
4 文章の全体的構造にまたがるまとまりを示す概念を統括性と呼ぶ。
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の構造が文章の全体的構造とどのように関わるのかを比較対照する。

6.2 先行研究

ここではまず、日本語の文章構成についての先行論を概観していく。

市川（1978）では、文章全体の構成（運びの進行）の分類はそれぞれ特定のジャンルの

「運び」によるものであって、どんな文章のジャンルにも適用できるという分類ではない

と指摘している。しかし同時に市川は、文章構成の一般的な形式として、冒頭（文章の初

めに位置する部分）、展開部（文章の中核を形作る部分）、結尾（文章の終わりに位置する

部分）（p.142）を挙げている。

佐久間（2000）は、言語の最も具体的な最大単位である文章について、その内容と形式

の両者を総括する文章型の分析は他の研究課題に比べればやや遅れていると指摘し、日本

語の文章構成の分類として、漢詩の作法に基づく「起承転結」、能楽論に基づく「序破急」、

西洋修辞学に基づく「序論・本論・結論」という伝統的な類型を挙げている。しかし一方、

佐久間（2000）では同時に「文章・談話は、言語行動の流れの中で一続きの文や発話の完

結した連続体として表現されるが、その全体が、「開始部（はじめ）・中間部（なか）・終了

部（おわり）」という 3 段で構成されている」（p.55）とも述べている。

メイナード（2005）は、文章の構成について次のように述べている。

文章の構成法で一番基本的なパターンは、全体をはじめ・なか・おわりという三つ

の部分で組み立てる方法である。常識的にも、すべてのものにははじめとおわりが

あり、その中間になかがあるとするのは当然で、学習者にも納得しやすい基本構成

である。(中略)論理的な文章では、序論・本論・結論という三段構成法を基本に

することが多い。

（メイナード 2005：p.36）（下線、筆者）

このように先行研究では、日本語の文章の全体的構造が 3 つの大きなまとまりから構成

されるとしている点で共通しており、その中でも論理的な文章でこの点が顕著であるとさ

れていることが分かる。文章における内容的まとまりの呼称は研究者によって異なってい

るが、基本的な見方は同じである。よって本研究でもこの見方を採る。ここでは文章の全

体的構造を、佐久間（2000）に倣い、「開始部（はじめ）・中間部（なか）・終了部（おわり）」

とする。

以下では文章の開始部と終了部にかかわる先行研究を概観する。

時枝（1950）は文章の展開における冒頭の機能を重視している。時枝（1950）は文章の

冒頭を、「全体の輪廓、枠の設定であって、時、処、登場人物が提示される」もの、「作者

の口上、執筆の態度を述べるもので、本文に述べられることがらと明らかに次元を異にし
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てゐる」もの、「全体の要旨、筋書、概要を述べる」もの、「作品展開の種子或は前提とな

る事柄の提示」をしているもの、「作者の主題の表白」をしているものという 5 つに分類し

ている。

市川（1978）は時枝の考えを受け継ぎ、文章の冒頭の型を「叙述内容の集約としての冒

頭」、「本題に対する前置き・導入としての冒頭」、「本題を構成する一部としての冒頭」と

3 種に分類している。また、市川は文章の冒頭の型と同様に、結尾の型を「叙述内容の集

約としての結尾」、「本題に対するつけたりとしての結尾」、「本題を構成する一部としての

結尾」の 3 種に分ける。

木戸（2008）では、作文の授業において、日本人大学生に新聞コラム記事を読んで頭括

型と尾括型の双方で要約文を書くという作文を課し、頭括型の要約文の冒頭文と尾括型の

要約文の末尾文との形態上の特徴を検討した。木戸（2008）は「頭括型の冒頭文は、文章

を統括する機能を有する形態上の特徴で冒頭文であることを示さなくても、冒頭に来ると

いう文の位置によって文章全体を統括する文になりうる。尾括型の末尾文の統括機能は文

の出現位置だけでなく、文章を統括する機能を有する形態上の特徴にもよる」（p.47）とし、

その形態的特徴として「先行文脈を受ける接続表現や指示表現のほか、提題表現と叙述表

現がある」（p.47）と述べている。

長坂（1994）は日本語の論理的文章を分析対象とし、冒頭文の表す内容を分析したうえ

で抽出できる特徴を類型化した。結論では、冒頭文の機能を話題に関する背景知識を提示

するもの、読むものの便宜を考えて論述の立場や展開方向をしめすもの、論述の課題が取

り上げるに足りる有意味な事柄だということを示すもの、読者を引きつけつつ論述の内容

に関わる情報性の高い事柄を提示するもの、という 4 類型を挙げている。

李（2001）では、日本語と韓国語を対象研究とし、冒頭部の第 1 文と第 2 文から文章の

文脈展開内容を考察した。結論として、日本語では、第 1 文では「話題提示のみ」を行い、

第 2 文では第 1 文の話題に対する「説明のみ」を示すものが多いのに対し、韓国語では、

第 1 文で「主観的表現」による「話題提示」を示し、第 2 文は書き手の評価や主張の根拠

を表すものが多いと結論づけている。

半沢（2005）はエッセイの文章を観察し、文章における書き出しのパターンについて指

摘した。文章の書き出しにはいろいろなパターンがあり、あるテーマに対するエッセイの

書き出しを、（1）エピソードの枠組みを示すもの、（2）いきなりエピソードに入るもの、

（3）これから書き表すエピソードに対する思いをあらかじめまとめて述べるものというパ

ターンに類型化している。

石黒（2009）では、文章の冒頭と結末の呼応を表す形について検討している。石黒（2009）

は「冒頭と結末を呼応させることは、読み手に文章の全体的構造におけるまとまりを感じ

させ、文章の構成と内容を最後に閉めさせるという文章構成法の一つである」(p.81)と述べ、

結論として、冒頭と結末の呼応の形を、繰り返しによる呼応、感覚の呼応、モダリティ表
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現の呼応の 3 つに分類している。

以上、文章論における文章の開始部と終了部に関わる先行研究5を概観した。従来の研究

では様々な視点から文章の開始部及び終了部について検討されてきたが、これらの研究者

の対象とする文章のジャンルが一致していないことや、日本語母語話者の直感による意味

解釈上の分類を重視していることにより、最終の結論も一致していないことが分かる。ま

た意味的な分類であるために、内容の理解把握に問題のない母語話者にのみ分類が可能で

あると考えられる。従って、例えば日本語学習者など母語話者以外の客観的指標を示す分

類にはなっていないと指摘できる。また、開始部と終了部がその構成要素の文の叙述表現

からどのように構成されるのか、あるいは構成要素の内容とどのように関わるのかという

研究は未だ少ない。先行論では、開始部と終了部について、上記の市川（1978）、長坂（1994）、

石黒（2009）の研究で検討されたが、論理的な文章としての社説文章を研究するものでは

ない。開始部と終了部の特徴を明らかにするためには、様々な文章のジャンルを区別しな

がらとりあげ、それぞれについて開始部・終了部の叙述のあり方が文章の内容とどのよう

に関わっているのかを考察する必要があると考えられる。さらに、その構成のうち、どの

ような点が日本語に特徴的なものなのかについて明らかにすることも重要な課題である。

そこで本研究では、明確な結論が論理的なまとまりをもって表示される論説文として新

聞社説を取り上げ、開始部と終了部の構成を分析する。開始部と終了部を構成する一部分

である最初の 3 つの文（以下、3 文と記す）に焦点を当て、文の叙述表現6の視点から文章

構造を解明することにより、その特徴を探っていく。

文の叙述表現に注目するのは、文章を構成する個々の文の文末表現の形態によって文章

の文脈がどのように形成されるのかを明らかにすることができ、さらに叙述表現が文章構

造における文脈展開の内容の構成を把握するのに有効であると考えられるためである。

また、ここでは日本語と筆者の母語であるインドネシア語の文章を対象にし、それぞれ

の開始部と終了部がどのような特徴を持つかを探る。インドネシア語との対照を通して、

日本語の文章構造の特徴をより明確に示すことができると考えるからである。

6.3 分析対象と方法

本研究では、日本語の社説文章は『朝日新聞』、『毎日新聞』、『読売新聞』、インドネシア

語の社説文章は『Media Indonesia』と『Koran Tempo』を分析対象とする。

分析対象は、2011 年 3 月分の『朝日新聞』の社説 55 本、2011 年 3 月分の『毎日新聞』

5 この他の先行研究として、吉野（1994）、野村（2000）、陳（2000）、李（2012）などが挙げられる。

しかし、これらの研究は話し言葉を対象としたもので、文章、書き言葉とは特徴を異にすると考えられ

る。便宜上、研究成果の詳細はここで割愛する。
6 永野（1986）では文の叙述表現を「陳述の連鎖」と呼び、「陳述の連鎖」とは「文章を構成する一つ

一つの文末述部に筆者の意図が集約的に表現されているという前提に立ち、文章全体を通して文末の表

現形式の変化と統一とを検証することにより、文章構造を解明しようとする一つの観点」と述べている。
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の社説 50 本、2009 年 1 月分と 2011 年 3 月分の『読売新聞』の社説 102 本の合計 207 本で

ある。インドネシア語の対象としては、2009 年 1 月分と 2011 年 3 月分の『Media Indonesia』

の社説合計 53 本と 2011 年 3 月分の『Koran Tempo』の社説 21 本の、合わせて 74 本を扱う。

まず、文章の開始部と終了部7を認定する方法について述べる。開始部とは、文章の書き

出しの部分を指し、文章における最初の内容的まとまりを表す部分である。一方、終了部

は文章の全体的構造において最終の内容的まとまりを表す部分を指す。ただし本研究では、

開始部・終了部として、文章の冒頭と末尾のそれぞれ 3 文をとりあげて分析する。3 文と

したのは、文章構造を調べた結果、文章の開始部と終了部は形態上 1 文、2 文、もしくは 4

文等から構成されており、形式段落に一致せず、一致する場合も 3 文で構成される割合が

50%近くにのぼるためである。この結果を根拠として 3 文8が文章の開始部および終了部を

代表するものであると位置づける。

本研究は開始部と終了部の構成要素の文の内容に焦点を当てつつも、これらの部分がど

のように構成され、日本語とインドネシア語の論理的な文章の構造類型としてどのような

分類が設定できるかを明らかにするものである。

文の内容については市川（1978）の研究がある。市川（1978）では、文と文の展開を分

析するにあたって、文の連接と配列を設定し、特に配列の観点として文末表現に注目し、

文の内容の質的相違を「事実を述べる文」、「見解を述べる文」、「事実と見解を交えた文」

に分類している。

メイナード（2003）は上記の市川（1978）に類似した分析方法を取り、新聞コラムを分

析の対象とし、「記述文（非コメント文）」と「意見文（コメント文）」の区別を利用して、

それぞれの文が段落内でどのような順序で出現するかを分析した。結論から言えば、コメ

ント文は文章の全体構造においても段落においても、終了部の部分に出てきている。意見

文は冒頭段落に少なく、最終段落に比較的多いと述べている。また、新聞コラム全体でも、

段落のレベルでも、非コメント文からコメント文へという流れが多いと指摘している。

以上、文章論における文の内容に関わる先行研究を概観した。

では、このような内容的特徴をもつ開始部・終了部は文章全体の内容とどのように関わ

り、その関わりはどのように形式上に表示されているのだろうか。本研究では、その関わ

りを観察するために叙述表現に注目する。市川（1978）、メイナード（2003）、李（2008）

を参考にし、文の叙述表現を次のように分類する。

7 本章では、開始部と終了部を文章の第一段落および最終段落と区別する。第一段落および最終段落は

改行一字下げによる形式上の区分によって示されるが、改行は必ずしも内容上の区分と一致しない場合

がある。一方、開始部及び終了部は改行一字下げを条件としない内容上のひとまとまりを指す。
8 小塩（2004）では、『反「起承転結」』という文章構成を主張して、文章を書くときには、何か言いた

いことが最初に提示され、3 つほどの理由を挙げれば読み手を納得させられると指摘している。本研究

ではこのような考えを援用し、開始部と終了部の構造を検討する。
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（1） 事実を述べる文

物事の状態や出来事の過程のありのままを客観的に示す文。一般的に、動詞の

過去形、動詞の「～テイル」、体言止め、引用文、存在文などで述べられる。し

かし、これらのうち、例えば体言止めの中には、前後の文脈の流れを考慮して

「意見の文」に分類したほうがよいと思われるものは「意見を述べる文」に分

類する。例えば、被災した人に必要なものは。水。食べもの。安心して眠る場

所。暖房。医薬品。ガソリン……。どれもまだまだ、十分ではない。（朝日新聞

社説 3/30）

（2）意見を述べる文

書き手の見解判断を示す文。事実を述べる文の以外のものを指す。様々な文末

形式で示されるが、一般的に言えば、可能形、否定形、許可、推定、評価・感

想、疑問、賛否の提示などで述べられる。

本研究では基本的に、事実の文と意見の文との区別は叙述表現の差によるが、主観的な

見解判断を示す副詞が付くか否か、前後の文脈による判断も含めて分類する。

6.4 考察

本研究では、文章の全体的構造を形成する開始部と終了部の特徴を明らかにするために、

その部分の構成要素文の叙述表現に注目する。叙述表現を見ることによって、文章中の全

体的内容がどのように配列されるのか、あるいは開始部と終了部が文章の文脈展開の内容

とどのように関わっているのかを明らかにすることができる。

文章の話題が具体的にどのように展開するのかは、個々の文章の特性に応じて特徴づけ

られる。文章（あるいはその部分）の文脈展開形式が、例えばある話題が時間の流れに沿

って展開されるのか、あるいは時間的関係ではなく論理関係や概念関係によって展開され

るかを規定するためには、言及される話題の相互関係や話題を構成する要素の関係を見る

必要がある。つまり文章の構造を把握するための重要な観点の一つとして叙述表現が挙げ

られ、叙述表現の考察は文章の話題がどのように展開されるかを把握するために有効であ

ると考えられる。

6.4.1 構造の類型化

6.4 節で述べたように、本節は文の叙述表現に着目する。

文の叙述表現に焦点を当て、開始部および終了部の構造を観察すると、以下のように類

型化できる。ここでは、意見が多く含まれる類型の順に従って並べ、イ～チの名称を付す。

１．「意見＋意見＋意見」＝類型イ
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例：そろそろ苦手意識も卒業したい。私たちの準備はできているか。

Ａｒｅ ｗｅ ｒｅａｄｙ？ （朝日新聞社説：3/1）

２．「意見＋意見＋事実」＝類型ロ

例： このままでは、人道支援事業に加え、今夏に予定されるビザなし交流なども

できなくなる。日露両政府は、領土問題での双方の立場を侵害しない、というビ

ザなし交流の原則を踏まえ、事態解決に向けて協議を急いでもらいたい。

ロシアのメドベージェフ大統領は２４日、麻生首相に電話し、２月中旬のサハ

リン（樺太）での首脳会談を打診してきた。 （読売新聞社説：1/31）

３．「意見＋事実＋意見」＝類型ハ

例：景気がこれほど急角度に落ち込むとは、誰が予想しただろうか。３０日に発表

された生産、雇用、消費などの経済統計が、軒並み大幅な悪化を示した。落ち

込みは今後しばらく続くと見ねばなるまい。 （読売新聞社説：1/31）

４．「事実＋意見＋意見」＝類型ニ

例：未曽有の災害のただ中で、私たちには不便さや我慢を引き受ける覚悟がある。

だからこそ政府に求めたいのは、国民の生命と財産を守り抜き、かけがえの

ない生活を混乱から救い出すことである。明確な指針を早く決め、国民の共助

の力を大きく引き出してほしい。 （朝日新聞社説：3/15）

５．「意見＋事実＋事実」＝類型ホ

例：朝食や睡眠をしっかり取り、規則正しい生活を習慣づけることが、体力向上の

第一歩だ。文部科学省は今年度初めて、小学５年生と中学２年生に全国体力

テストを実施した。５０メートル走やボール投げなど８種目の実技で体力・運

動能力を調べ、生活習慣も尋ねた。 （読売新聞社説：1/25）

６．「事実＋意見＋事実」＝類型へ

例：消費税率引き上げをめぐる“内紛”に一応、ピリオドが打たれた。自民党は、予

算の早期成立に全力をあげる時だ。政府は２３日、付則に消費税率引き上げ方針

を盛り込んだ２００９年度税制改正関連法案を閣議決定した。

（読売新聞社説：1/24）

７．「事実＋事実＋意見」＝類型ト

例：不況の中で多くの人が職を失い、新しい仕事を探している。一方で、介護業界
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は人手不足にあえいでいる。介護人材の確保を、雇用対策の柱の一つに据えるの

は当然だろう。 （読売新聞社説：1/27）

８．「事実＋事実＋事実」＝類型チ

例：パレスチナ自治区ガザで軍事作戦を展開してきたイスラエルが、攻撃停止を表明

した。これに対し、イスラエルに敵対してきたハマスも、１週間という期限付き

の暫定停戦を宣言した。１週間はイスラエル軍のガザからの撤退のための猶予期

間と主張している。 （読売新聞社説：1/19）

6.4.2 日本語の文章の特徴について

6.4.2.1 日本語の文章における開始部

日本語の社説文章の開始部の構成について、イ〜チに分類した結果は【表 1】のようで

ある。

【表 1】日本語の文章における開始部の類型

類型

新聞社

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ

読売新聞 2(2) 6(7) 7(7) 6(5) 18(17) 20(19) 12(12) 31(31)

朝日新聞 3(5) 5(9) 2(5) 2(5) 4(7) 11(19) 10(18) 18(32)

毎日新聞 1(2) 0 3(6) 1(2) 5(10) 2(4) 10(20) 28(56)

日本語 計 6(3) 11(5) 12(6) 9(4) 27(13) 33(16) 32(15) 77(37)

※( )はパーセンテージを示す。（以下、同様。）

上記の【表 1】で確認できるように、叙述表現の観点から文章の開始部を考察した結果、

類型チが 37％で最も多く、次いで類型ヘが 16％、類型トが 15％、類型ホが 13％という結

果が得られている。また類型ハが 6％、ロが 5％という順になっており、類型ニが 4％、イ

が 3％で最も少ない。つまり、分析結果では類型チ「事実＋事実＋事実」、そして類型へ「事

実＋意見＋事実」という構造で構成される開始部が最も多いことが分かる。

以上の結果から、全体的な特徴として、日本語の文章の開始部は文章中でこれから論証

する話題を事実の文で導入するといえる。つまり、開始部では文章の結論・趣旨がほとん

ど現われず、これから述べる話題の出発点となるものが出現し易くなる傾向があると解す

ることができる。
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6.4.2.2 日本語の文章における終了部

叙述表現の観点からみた日本語文章の終了部の特徴9は以下の【表 2】のようにまとめら

れる。

【表 2】日本語の文章における終了部の類型

類型

新聞社

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ

読売新聞 43 (42) 6 (6) 5 (5) 24 (23) 5 (5) 2(2) 15 (14) 3 (3)

朝日新聞 33 (66) 3 (6) 1 (2) 8 (16) 1 (2) 1(2) 2 (4) 1 (2)

毎日新聞 20 (44) 0 3 (7) 15(33) 0 0 7 (16) 0

日本語 計 96 (48) 9 (5) 9 (5) 47 (24) 6 (3) 3 (1) 24 (12) 4 (2)

上記の【表 2】に示された通り、日本語の文章における終了部を類型化した結果、類型

イの「意見＋意見＋意見」が類型全体の中で最も多いという結果が得られた。これは日本

語の文章における開始部の構造と対照的である。開始部の構造は事実を多く含む類型へ、

ト、チが全体の 68％で最も多いのに対し、終了部の構造は意見を多く含む類型イ、ロ、ハ

が全体の 58％を占める。

【表 2】に示した結果を考えると、日本語の文章における終了部の構造は、意見の文が

出現しやすく、事実の文はさほど出てこないという特徴があるといえる。上記の類型チ、

トはそれぞれ 2％と 12％であり、また事実の文を多く含む類型ホ、ヘの数を合わせても、

全部で 18％にとどまっている。

6.4.2.3 日本語の文章における開始部と終了部の対応

上記の【表 1、2】を参照すれば、日本語の文章では、開始部において文章中でこれから

論証する話題が事実の文で導入され、終了部では書き手の見解判断を述べる文で文章の結

論・趣旨がまとめられるという文章構造の特徴があると考えられる。

次に、第 3 章で分析した結果を合わせ、日本語の文章における特徴を検討しておく。類

型へ、ト、チに分類される開始部は、文章の結論や趣旨を述べる部分になるのではなく、

文章中のこれから論説する話題を提示する部分となる傾向が高い。逆に言えば、このよう

な文章における終了部は文章の結論や趣旨を述べる部分になる可能性があると考えられる。

類型へ、ト、チに分類される開始部で構成される文章は第 3、4 章で分析した文章の A 型

の特徴に共通している。A 型の特徴は、文章の開始部において、これからとりあげる話題

が提起されるが、文章の結論・趣旨とされる内容や書き手の主観的見解判断は述べられな

いことである。また、全体を貫く大きな話題が存在し、そこからより小さな話題が次々に

展開していき、段落群ごとに小括（話題ごとのまとまり）が置かれるという特徴もある。

9 日本語では社説文章の 207 本を考察の対象とするが、観察した結果、文章の終了部が 1 文、2 文から

構成される文章が 9 本あった。これらの文章は分析の対象から除外し、198 本を分析の対象とする。
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話題ごとのまとまりを形成する時、見解判断や書き手の主張を表す叙述表現で構成される

ことが特徴である。このような特徴を持つ A 型は、類型へ、ト、チに分類される開始部で

構成される文章となる傾向があると考えられる。

未だ結論の検討は十分でない点が多いと考えられるが、上記の結果により、日本語の文

章では、開始部の構造と終了部の構造との対応関係から、開始部が類型チ「事実＋事実＋

事実」と終了部が類型イ「意見＋意見＋意見」から構成される文章が多いことが分かる。

6.4.3 インドネシア語の文章について

6.4.3.1 インドネシア語の文章における開始部

叙述表現の観点からみたインドネシア語の文章の開始部の結果は次の【表 3】のようで

ある。

【表 3】インドネシア語の文章における開始部の類型

類型

新聞社

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ

Media Indonesia 23(43) 3(6) 1(2) 2(4) 3(6) 1（2） 5(9) 15(28)

Koran Tempo 12(55) 1(5) 2(10) 2(10) 1(5) 0 1(5) 2(10)

インドネシア語 計 35(47) 4(6) 3(4) 4(6) 4(6) 1(1) 6(8) 17(23)

【表 3】を見ると、インドネシア語では、『Media Indonesia』と『Koran Tempo』の両方とも

類型イが最も多いことが分かる。つまり意見から組み立てられている開始部が全体の過半

数を占めているのである。

次に、上記の類型において多少異なると言えるのは、類型ホについてである。『Koran

Tempo』は類型チ「事実＋事実＋事実」に入る文章が 2 本で 10％であるが、『Media Indonesia』

は類型チの文章数が 15 本で 28％という結果となっており、やや多いといえよう。『Koran

Tempo』の開始部は事実の文で構成されるものが少なく、類型ホ、へ、ト、チの割合を合

わせても全体の 20％に過ぎないが、『Media Indonesia』の開始部は全体の 45％を占めると

いう相違点があると分かる。

インドネシア語の文章は具体的に見ると、74 文章のうち類型イが 35 本と全体の 47％で

最も多く、類型チが 23％を占めていると分かる。続く類型トが 8％、類型ロ、ニ、ホがそ

れぞれ 6％である。そして類型ハは 4％である。最後の類型ヘは 1％しか得られていない。

以上の結果より総合的に考えると、インドネシア語の文章の開始部は意見の文で構成さ

れるものが多く、事実の文が開始部に出現することが少ないという特徴が認められる。
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6.4.3.2 インドネシア語の文章における終了部

インドネシア語の文章における終了部10を分析した結果を以下の【表 4】にまとめる。

【表 4】インドネシア語における終了部の類型

類型

新聞社

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ

Media Indonesia 34(66) 3(6) 2(4) 4(8) 2(4) 1(2) 4(8) 1(2)

Koran Tempo 12(58) 2(9) 2(9) 1(5) 1(5) 0 1(5) 2(9)

インドネシア語 計 46(65) 5(7) 4(5) 5(7) 3(4) 1(1) 5(7) 3(4)

【表 4】の通り、インドネシア語の終了部は類型イが 65％で最も多く、次いで類型ロ、

ニ、トがそれぞれ 7％である。類型ハは 5％、類型ホ、チは各 4％の順で、類型ヘは 1％に

とどまっている。インドネシア語の社説文章では、「意見＋意見＋意見」という構造で構成

される終了部が圧倒的に多いことが分かる。一方、終了部の類型チ「事実＋事実＋事実」

は全体の 4％を占め、事実を多く含む類型ホ、へ、トの割合を合わせても、2 割弱にとどま

っている。

6.4.3.3 インドネシア語の文章における開始部と終了部の対応

上記の分析結果を踏まえ、インドネシア語の文章では、開始部の類型と終了部の類型と

の対応関係から考えれば、開始部が類型イ「意見＋意見＋意見」、終了部が類型イ「意見＋

意見＋意見」という構造から構成される文章が多いのではないかと考えられる。勿論、こ

のような単純な対応関係が出てこないということもあり得ると考えられるが、この課題に

ついては、更なる検討が必要であると考えられる。

また、インドネシア語の文章では、開始部において文章中でこれから論証する話題が意

見の文で導入され、終了部では書き手の見解判断を述べる文で文章の結論・趣旨がまとめ

られるという文章構造の特徴があると考えられる。その結果、インドネシア語の文章は全

体的構造において意見の文が多く出現し、「書き手の主張すること多い」という印象が生じ、

特に非母語話者にとって文章の趣旨が特定しにくく把握が難しくなる原因になるのではな

いかと考えられる。

6.4.4 考察

6.4.4.1 日本語の文章について

ここでは、上記の分析結果を踏まえ、日本語における文章の開始部と終了部がどのよう

に構成されるかについて検討する。

10インドネシア語では社説文章の 74 本を考察の対象とするが、観察した結果、文章の終了部が 1 文、2

文から構成される文章が 2 本あった。これらの文章は分析の対象から除外し、72 本を分析の対象とする。
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まず、日本語の文章における開始部の特徴を考察する。考察の対象とした総文数 621 文

のうち、事実を述べる文は 447 文で全体の 71.9%を占めている。一方、意見を述べる文は

174 で全体の 28.1%にとどまっている。日本語の文章における開始部は約 72％が事実を述

べる文で構成されていることになる。逆に言えば、書き手の見解判断などによる意見を述

べる文は全体の 3 割弱で、開始部にはあまり出現しないといえよう。

続いて日本語文章の終了部の特徴を考察する。終了部を構成する総文数 594 文のうち、

意見を述べる文は 451 文で、全体の 75.9%と過半数を占める。事実を述べる文は 594 文の

24.1％で、143 文である。日本語の文章の終了部は比較的、意見を述べる文が多く出現す

るという特徴を持つことが分かる。

本研究では、文の叙述表現に焦点を当て、開始部と終了部を分類している。日本語の文

章の開始部がどのように構成されるかという問題について考察した結果、「事実＋事実＋事

実」から構成される類型チが 207 文章の内 77 文章（37％）を占めていることがわかる。こ

れは多くないようであるが、事実を多く含む文から構成される類型ホ、へ、トの割合を合

わせれば、日本語の文章における開始部には事実を述べる文が全体の 81％で最も多いとい

える。

また、どのような文が先に提示されるかを見ると、事実を述べる文で書き出される開始

部は意見文で構成される開始部よりやや多いという結果が得られる。これは特に論説文と

しての文章の特殊性であるのみならず、書き手がこれから述べる物事の論証を筋道を立て

て行う出発点となり、意見の文が文章の後半に多く出現すること（終了部について後述す

る）によって、書き手が意見を主張しすぎないように提示することが好まれるためである

と考えられる。

さらに、日本語の開始部は意見の文が 2 文（あるいは 2 文以上）連続して繰り返される

ことが比較的少ないことが分かる。例えば類型イ「意見＋意見＋意見」、ロ「意見＋意見＋

事実」と類型ニ「事実＋意見＋意見」の割合を合わせても、全体の 15％にとどまっている。

開始部では意見があまり出てこず、書き手がその意見をおしつけがましく伝えず、むしろ

明示しないという特徴があると考えられる。

6.4.4.1.1 日本語の文章における意見文の形態的特徴

日本語の終了部がどのような特徴を持つかについては、6.4.2.2 節の分析のとおり、意見

の文が終了部に多く出現するということが分かった。これは文章の全体構造を考えると、

開始部に事実の文を、終了部に意見の文を配列することによって、個々の部分が文章の全

体的構造を構築するということである。即ち、文章の開始部はこれから述べる話題や判断

の根拠となるものが事実の文で配置されることで構成されるのに対し、文章の終了部は書

き手の判断を表す意見の文で構成されるという構造である。

ここで、終了部に出現する意見の文の表現形式について触れておきたい。文章の終了部



169

に多く出現した意見の文を叙述表現11の観点からまとめると、以下の【表 5】のようにまと

められる。

【表 5】日本語における文章の終了部を構成する意見文の叙述表現

叙述表現

表現形式

見解判断 感 情 表

出

疑問・要望

伝達
評価表現 認識表現 説明の表現

疑問文 42

～ダ 56

～（もの・こと・の）ダ 20

タイ 15

否定文 19

形容詞 15

～ナケレバナライ・その類 28

動詞文 48

ダロウ 34

～ヨウダ 1

～ヨウ（意志） 29

～テホシイ 23

可能形（否定可能形を含む） 27

～オソレガアル・その類 14

～ベキダ・その類 38

～ヒツヨウガアル・ジュウ

ヨウダ・その類

32

～シカナイ・チガイナイ・

イウマデモナイ

8

～ホウガイイ 1

合計 265（59） 57（13） 20（4） 15（3） 94（21）

【表 5】の通り、日本語文章の終了部は見解判断を表した意見の文が多くを占める。内

訳は評価表現が 265 文（59％）であり、認識表現が 57 文（13％）と説明の表現が 20 文（4%）

で合計 342 文（76％）という結果が得られた。文章の終了部を構成する他の表現は、感情

表出の表現が 3％と、疑問・要望伝達が 21％であるが、合わせて 24％にとどまっている。

11 日本語の叙述表現の分類についての説明にはさまざまな見方があるが、ここではそれらの議論の問題

に立ち入ることはしない。ここでは佐久間（2000）を参考にし、文の叙述表現の種類を分かりやすいよ

うに表のように分けておく。（以下、同様）
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見解判断の意見文、主に評価表現を含む文 12は文章内の先行する内容に対する書き手の

主張、意見などを表すものであり、それと同時に、内容をまとめる機能を果たすこともあ

ると考えられる。故に、叙述表現の形式は文章の主題文を特定するための指標になるもの

の一つであると考えたい13。

上記の【表 5】を見ると、叙述表現の類型のうち、見解判断を表す「～ダ」の文と動詞

文が多く出現することが分かった。以下、分析の結果より、分類ごとに意見の文の表現形

式を一つとりあげ考察を加えることにする。まず、用例（1）～（4）の「動詞文」と、用

例（5）～（7）の「～ダ」の文に分類して、意見文の用例を挙げる。

(1) このままでは、人道支援事業に加え、今夏に予定されるビザなし交流などもできなく

なる。日露両政府は、領土問題での双方の立場を侵害しない、というビザなし交流の原則

を踏まえ、事態解決に向けて協議を急いでもらいたい。 （読売新聞社説 1/31）

(2) 今後も毎年、小型衛星の打ち上げを実施するという。国際協力に活用する案もある。

ただ、せっかく打ち上げても、十分に活用されないと「宇宙のごみ」になる。そうならな

い工夫が大切だ。 （読売新聞社説 1/27）

(3) 和解の成果が反映されれば、まだ認定されていない患者の救済拡大につながる。和解

と救済法の両輪の動きが、高齢化した被害者を早く救済するためにも役立つ。政府は「最

終的かつ全面的な解決」を実現するため、残された課題にぜひ着手してほしい。

（朝日新聞社説 3/29）

(4) 最も重い責任を担うのが、首相であることは言うまでもない。政治主導にこだわるあ

まり、官僚機構の力が十分に発揮できないようでは困る。東京電力や原子力安全委員会へ

の不信はわかるが、すべての関係機関の力を糾合できる体制をつくるのがリーダーの役割

だ。 （読売新聞社説 3/30）

(5) そもそもカネとモノだけを大切にするような社会は異常である。様々な民意が重んじ

られ、表現の自由が保たれるのが豊かな社会だ。世界第２の大国に、ぜひそうなってもら

いたい。 （朝日新聞社説 3/7）

12 石黒（2008）は「「べきだ」、「ほうがいい」、「てもよい」等の評価のモダリティと呼ばれる文末表現

は、当為判断を表すことが多く、とくに論説文において、終了を予告する重要な役割を果たす」と述べ

ている。
13小橋（2009）は社説を対象に「モダリティ形式と主要語句の連鎖は文章の中心文を特定する指標とし

ては有効だということが今回取り扱った事例に関しては確認できた」と結論づけている。



171

(6) Ｍ９．０への地震規模の修正は、予想される余震の規模も大きくなるということだ。

次の大災害がいつ、どこを襲うかもわからない。日本全体の心構えが問われている。

（朝日新聞社説 3/14）

(7) ＪＲ東海は、最終的には大阪までリニア新幹線を延伸し、東京―大阪間を１時間で結

ぶ計画だ。３大経済圏を直結してこそ、超高速鉄道の強みが生きるというものだ。大阪延

伸についても準備を着実に進めるべきだ。 （読売新聞社説 1/14）

説明の表現としての「～ものだ／～ことだ／～のだ」の意見文には次のような例が見ら

れる。

(8) 国会に今求められているのは、政治的パフォーマンスではない。実効性のある雇用政

策を迅速に立法することだ。新たな雇用創出、失業者の再就職支援、内定取り消し対策な

ど、取り組むべき課題は多く、いずれも急を要する。 （読売新聞社説 1/7）

(9) ＪＲ東海は、最終的には大阪までリニア新幹線を延伸し、東京―大阪間を１時間で結

ぶ計画だ。３大経済圏を直結してこそ、超高速鉄道の強みが生きるというものだ。大阪延

伸についても準備を着実に進めるべきだ。 （読売新聞社説 1/14）

(10) スピーディは、放射性物質がどちらに飛ぶかを刻々予測するためにつくられた。場

所を絞り、時を選んで、避難を促すための強力な道具なのだ。これを生かさぬ手はない。

（朝日新聞社説 3/25）

叙述表現「～ものだ／～ことだ／～のだ」に表わされる意見の文は説明のモダリティに

属するものであり、文章の終了部に出現するのはそれまでとりあげた話題をまとめてしめ

くくるためである。上記の例（10）「～のだ」文はそのような意味を持つものである。特に、

本分析において「～のだ」の文は開始部に出現することが見当たらなかった。開始部に出

現する意見の文の叙述表現は後述する【表 6】にまとめる。

感情表出を表す意見の文は 451 文のうち 19 文で少数である。このうち、「～タイ」14は

物事の実現を願う表現の一類である。これらの表現は文章の終了部に出現するが、文章の

書き手の感情を表出し、希望などを表明することで文章の終了を予告するものである。

14 調査の結果、文章の終了部に出現する「～タイ」で示される意見の文は 34 文であるが、そのうちの

19 文は、例えば「日露両政府は、領土問題での双方の立場を侵害しない、というビザなし交流の原則を

踏まえ、事態解決に向けて協議を急いでもらいたい。」（読売新聞社説 1/31）等のように、単なる書き手

の希望・感情を表すものでなく、「願望」を表す意見文として分類できる。このような「～タイ」の形を

取る文は意味上の理由で、「願望・要望」を表す「～テホシイ」で置き換えられるため、「～テホシイ」

の一類に分けられる。
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文章の終了部において、感情表出を表す意見の文には次のような用例が見られる。

(11) そろそろ苦手意識も卒業したい。私たちの準備はできているか。

Ａｒｅ ｗｅ ｒｅａｄｙ？ （朝日新聞社説 3/2）

(12) 将来の競争力の源泉になる新製品を生み出すため、研究開発の重要性も一段と増す。

日本の製造業は、高い技術力をテコにしながら、かつての円高不況や、ＩＴ（情報技術）

バブル崩壊を克服してきた。今回の苦境を乗り切る底力に期待したい。

（読売新聞社説 1/15）

疑問・書き手の働きかけを表す意見の文、「～ヨウ（意志）」の文は文章内の話題に対し

て読み手に問いかける文である。佐久間（2000）は、疑問文の叙述表現は読み手に直接伝

達することで文章の話題全体をまとめる主題文とされることが多いと指摘している。この

立場に従い、日本語の文章における主題文の出現位置を検討する。

分析において、主に、文章の書き手が最も主張したい話題は「質問・返答」（単純疑問文）

の形式でなく、読み手への問いかけを表す修辞疑問文で表出されるのが観察される。その

修辞疑問を含む文の出現位置は文章の開始部か終了部のいずれかに現われる傾向が認めら

れるため、文章構造の類型を認定する手がかりとなり得る。すなわち、修辞疑問文は、開

始部に出現すれば、第 3 章、4 章で分類した A タイプの文章になるのに対し、終了部に出

現する文章は B あるいは C タイプの文章となると想定できる。

以下、終了部に出現する修辞疑問文の一例をとりあげる。

(13) 世界の自動車メーカーの業績は総崩れだ。自動車産業は、今後も製造業の頂点に立

ち続けることができるのか。そのトップに就く章男新社長の力量が問われよう。

（読売新聞社説 1/21）

(14) いずれも日米同盟の根幹にかかわる問題だ。対応次第では、日米関係を大きく損な

いかねない。活動方針の「主体的・積極的外交」とは何を意味するのか。

（読売新聞社説 1/19）

以上、文章の終了部における意見の文の叙述表現がどのような表現形態を持つかを検討

した。次の【表 6】は日本語の文章の開始部における意見文の表現形式をまとめたもので

ある。
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【表 6】日本語における文章の開始部を構成する意見文の叙述表現

叙述表現

表現形式

見解判断 感 情

表出

疑問・要望

伝達
評価表現 認識表現 説明の表現

疑問文 23

～（名詞）ダ 30

～（もの）ダ 5

タイ 7

否定文 13

形容詞 3

～ナケレバナライ・その類 19

動詞文 7

ダロウ 15

～ヨウダ 5

～ヨウ（意志） 3

～テホシイ 9

可能形（否定可能形を含む） 6

～ベキダ・その類 13

～ヒツヨウガアル・ジュウ

ヨウダ・その類

9

～シカナイ・チガイナイ・

イウマデモナイ

7

合計 100（57） 27（16） 5（3） 7（4） 35（20）

上記の【表 6】は日本語の文章の開始部に出現する意見文の叙述表現をまとめたもので

ある。内訳は、評価表現が 100 文（57％）であり、認識表現が 27 文（16％）、説明の表現

が 5 文（3%）で合計 132 文（76％）という結果が得られた。そして残りの表現は、感情表

出の表現が 4％と、疑問・要望伝達が 20％で、合わせて 24％を占めている。

このような結果により、開始部に出現する意見の文の比率は終了部の意見の文の比率と

は大きな違いが認められないものの、開始部における意見の文の表現形態は終了部の意見

文より種類が少ないことが確認できる。また、文章の開始部に出現する認識表現が含まれ

る意見の文の比率は終了部に出現するものと比べればやや多いと分かる。

以下、日本語の開始部に出現する意見を述べる文の一部を提示する。以下の用例では、

例（15）と（16）が評価表現、例（17）と（18）が感情表出、例（19）と（20）が疑問・

要望伝達に分類される。
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(15) 原発対応が長期化する中で、さまざまなジレンマが進行している。東京電力福島第 1

原発の現場では、原子炉の冷却を進めることが何より大事だ。ところが、原子炉に水を注

げば注ぐほど、高濃度の放射性物質を含む汚染水が漏れ出す。 （毎日新聞社説 3/31）

(16) 東日本巨大地震は、住民の生活の足である交通インフラを直撃した。道路や鉄道が

地震と津波で寸断され、水や食料など被災者が待ち望む救援物資の行く手を阻んでいる。

被災地の隅々まで人と物資を行き届かせるには、輸送体制の整備と、途絶した交通網を早

急に復旧することが重要である。 （読売新聞社説 3/20）

(17) 大震災の発生から２週間がたった。未曽有の災害に見舞われた人々をなんとか助け

たい。日本中がそんな思いで過ごした２週間である。 （毎日新聞社説 3/26）

(18) 寒さに震えながら振り絞った声が届いたことを心から喜びたい。２０日、宮城県石

巻市の倒壊家屋で高校１年生の孫と祖母が９日ぶり救助された。懸命の救援活動を続ける

人たちを改めてねぎらいたいと思う。 （毎日新聞社説 3/22）

(19) 地盤沈下が進む日本市場の再起につなげることができるのだろうか。東京証券取引

所が大阪証券取引所と経営統合に向けた協議を始める。ニューヨーク証券取引所の親会社

とドイツ取引所、ロンドン証券取引所とトロント取引所の親会社など、海外で大型合併が

相次ぐ中、注目されていた東証の動きである。 （毎日新聞社説 3/11）

(20) 数多の試練を克服し、米国を再生させることはできるのか。米国の第４４代大統領に

バラク・オバマ前上院議員が就任した。初の黒人大統領の誕生で、米国は歴史に新しい時

代を開いた。 （読売新聞社説 1/22）

以上の結果に基づき、ここでは次の 1 点について考察を加えておきたい。

それは開始部に出現する「～タイ」についてである。上記に終了部に出現する「～タイ」

の意見文について触れたが、「～タイ」の意見文は主語を取るものとそうでないものに分け

て区別される。終了部では「～タイ」の意見の文が「書き手の感情・希望」を表すものか

「願望」を表すもののいずれの 2 類か分類されるが、開始部では「～タイ」の意見の文が

一般に、「書き手の感情・希望」を表すものが多いと確認される。この結果から、開始部に

出現する「～タイ」は開始部に導入する話題に対する単なる書き手の感情・希望を表すも

のであると分かる。一方で、終了部に出現する主語を取る「～タイ」の意見文は文章中で

とりあげるこれまでの話題を、「～テホシイ」などに置き換えられる「書き手の願望」を表

すもので締めくくるものであると考えられる。



175

6.4.4.2 インドネシア語の文章について

続いてインドネシア語の文章の特徴を検討する。結論からいえば、インドネシア語では

開始部でも終了部でも事実を述べる文があまり出てこないという特徴がある。まず、開始

部の構造を分析した結果を参照すると、類型ホ、へ、ト、チが全体の 38％を占めているこ

とが分かった。一方、意見の文が多くを占める類型イ、ロ、ハ、それからニは全体の 62％

を占めている。このことから、インドネシア語の文章における開始部は書き手の見解判断

を表す意見の文で構成され、特に意見の文が 2 度（あるいはそれ以上）連続的に繰り返さ

れる類型イ、ロ、ニが全体の 59％で半数以上を占めることが分かる。

このように、インドネシア語の開始部が意見を述べる文から構成されるという特徴は、

前節で考察した日本語の開始部の特徴と比較して構造の相違点がはっきりと確認できる。

また、類型イ、ロ、ハ、ニの中でも、類型イ、すなわち「意見＋意見＋意見」から構成さ

れる類型が全体の半数近くを占めることから、意見の文のみによって導入されるという特

徴を持つ開

始部がインドネシア語の文章の中で最も多いといえる。さらに、意見の文は、文章中に 2

文（またはそれ以上）連続的に出現することが多いことから、インドネシア語の文章は意

見が繰り返される傾向があると考えられる。

以上のようなインドネシア語文章の開始部の構造は終了部においても同様の特徴が見ら

れる。類型イ「意見＋意見＋意見」に分類された終了部は全体の 65％を占めている。一般

的な文章の終了部は意見の文から構成されるのが当然とも考えられるが、日本語において

もインドネシア語においても、論説文としての社説文章は終了部に意見文が多く出現する

という点で、文章論的に一定のジャンルとして位置づけられるものであると考えられる。

また、分類では意見の文の叙述表現とその分布を見ることによって文章の全体的構造にお

いてどの部分が終了部であるかを規定できるし、さらに終了部と他の部分との関係を理解

することで文章の全体的構造を把握することができる、という特性を見いだすことができ

る。

6.4.4.2.1 インドネシア語の文章における意見文の形態的特徴

以下の【表 7】は、インドネシア語文章の終了部を構成する意見の文について、叙述表

現の表現形態の内実をまとめたものである。

【表 7】インドネシア語における文章の終了部を構成する意見文の叙述表現

叙述表現

表現形式

見解判断 感情

表出

疑問・

要望伝達評価表現 認識表現

Tidak(lah), bukan(lah) ‘～ダカラコソデハナイ’ 18
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Sepatutnya, semestinya, harus, seharusnya ‘～タ

ホウガヨイ、シカルベキ、～シナケレバナライ、

その類

39

Memang, tentu, Justru, jelas, pasti ‘‘きっと・確

かに’

14

Kalimat tanya ‘疑問文’ 9

Mungkin, barangkali, boleh jadi, bukan tidak

mungkin ‘多分’

6

Tidak perlu ‘必要がない’ 4

Ingatlah ‘思い出せ’(命令形) 2

Malah, lebih ‘より’ 9

Akan ‘であろう’ 7

Bisa ‘できる’ 7

Sungguh-sungguh ‘本当に’ 6

Hanya, tidak hanya ‘～しかない、だけだ’ 6

Konteks ‘文脈’ 19

Jangan2 ‘もしや’ 1

Penting, perlu ‘～が重要だ’ 10

Sepertinya, kelihatannya ‘～ヨウダ’ 3

Adalah ‘～は～というものだ’ 3

Jangan, tidak boleh ‘するな’ 〜シテハイケナ

イ’

6

Kata sifat (sangat) ‘形容詞（とても）’ 5

Boleh ‘～シテモヨイ／イイ’ 1

合計= 175 114（65） 44（25） 0 17（10）

【表 7】はインドネシア語文章の終了部における 175 文の叙述表現の形式を観察したも

のである。この結果より、終了部の文は基本的に見解判断を示すものといえるが、そのう

ち、評価表現を表すものが多いことが分かった。インドネシア語文章の終了部における意

見文の表現形式は感情表出を除いて上記の日本語の文章と同様の出現頻度の傾向を示して

いる。以下、終了部を構成する文の叙述表現の一部を取り上げる。

（ 15） Pemerintah sudah semestinya mengambil langkah tegas. Presiden bisa menerbitkan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir Undang-Undang No. 1
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PNPS/1965. Kita tahu undang-undang itu tak lagi cocok dengan semangat zaman.

（政府はしかるべき措置をとる。例えば、大統領は憲法１PNPS/1965 号を無効とするため

に政府条例を発行できる。私たちはその憲法が時代の最新状況に不適合だと知る。）

（Koran Tempo 新聞社説 3/7）

（16）Dengan mengatakan hal itu, bukan berarti kekejaman Qadhafi terhadap rakyatnya harus

dibiarkan. Diktator harus diturunkan dan diadili. Tapi perang tetap bukan pilihan untuk

menegakkan demokrasi, karena perang hanya akan membuat rakyat Libya semakin merana.

（これまでの話はカダフィの虐殺を放置しなければならないという意味ではない。独裁者

による虐殺は止めさせて、裁判にかけなければならない。だが、民主主義を強く築くため

には、よりリビア国民を苦しめさせるから戦争が選択されるべきではない。）

（Koran Tempo 新聞社説 3/21）

（17）Tugas polisi jelas adalah menangkap penjahat. Bukan menjadi bagian dari kejahatan.

Korupsi dan kejahatan di Indonesia marak karena dilakukan dengan selimut seragam dan otoritas.

（警察官の任務は犯人を逮捕することに決まった。犯罪の一部にひっかかる者ではない。

インドネシアでの汚職と犯罪が目立ったのは制服と権威に包まれるからだ。）

（Media Indonesia 新聞社説 3/31）

分析の結果から、評価表現の多用は両言語に共通の傾向であることが分かった。

「semestinya（～シナケレバナライ）」、「seharusnya（～シナケレバナライ）」等の評価の表

現形式が多用され、文章中の話題に対する書き手の主張を直接読み手に働きかけ、終了部

で話題をまとめる機能を果たしている。

また、感情を表出する表現が出てこないことは日本語の文章との共通点と考えることも

できる。論説文では一般に、感情表出がほとんど出現せず、これが文体的な特徴の一つで

もあると考えられる。日本語でも感情表出の表現は願望の「～タイ」のみであったが、一

定数の使用が認められた。一方、インドネシア語では「ingin（～シタイ）」、「mau（～シタ

イ）」、「berharap（期待する）」等のような表現が文章の終了部にまったく出現しない。こ

れはインドネシア語の「ingin（～シタイ）」、「mau（～シタイ）」などの表現（モダリティ）

の機能によるものである。つまり、インドネシア語の「ingin（～シタイ）」、「mau（～シタ

イ）」等の形式は書き手の意志や希望などをより柔らかく提示できるが、書き手以外の主語

をとることはなく、意見や主張を提示したい場合には使用されないということである。

さらに、インドネシア語文章の意見文は「seharusnya（～シナケレバナライ）」、「semestinya

（シナケレバナライ）」、「pasti（きっと）」、「～bukanlah（～ダカラコソデハナイ）」等のよ

うな表現で強い見解判断を主張することが多いのに対し、日本語文章の意見文は「～が重
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要だ」、「かもしれない」、「ことだ」など比較的弱い見解判断を表わす表現が使用される。

さらに、日本語の意見の文は文章の全体的構造において中間部の後半から終了部に集中し

て出現する。この特徴は、インドネシア語の文章との相違点であると考えられる。

なお、以下の【表 8】は、インドネシア語文章の開始部を構成する意見の文について、

叙述表現の表現形態の内実をまとめたものである。

【表 8】インドネシア語における文章の開始部を構成する意見文の叙述表現

叙述表現

表現形式

見解判断 感情

表出

疑問・

要望伝達評価表現 認識表現

Tidak(lah), bukan(lah) ‘ダカラコソデハナイ’ 11

Sepatutnya, semestinya, harus, seharusnya ‘～タ

ホウガヨイ、シカルベキ、～シナケレバナライ、

その類

15

Memang, tentu, Justru, jelas, pasti ‘‘きっと・確

かに’

9

Kalimat tanya ‘疑問文’ 6

Mungkin, barangkali, boleh jadi, bukan tidak

mungkin ‘多分’

1

Tidak perlu ‘～スルヒツヨウガナイ’ 1

Ingatlah ‘思い出せ’(命令形) 2

Bisa ‘デキル’ 2

Sungguh-sungguh ‘本当に’ 3

Hanya, tidak hanya ‘～シカナイ、ダケダ’ 11

Konteks ‘文脈’ 26

Penting, perlu ‘～ガジュウヨウダ’ 6

Sepertinya, kelihatannya ‘～ヨウダ’ 20

Kata sifat (sangat) ‘形容詞（とても）’ 14

Alasan, sebab, karena ‘～だから’ 12

Itu(lah), ini(lah) ‘ソレコソ、コレコソ’、その

類

5

合計= 144 66(46) 70(49) 8(5)

【表 8】で示したように、インドネシア語の文章における開始部に占められる意見文は

144 文が確認され、それぞれの表現形式にはばらつきがみられる。また、開始部に出現す

る意見文の表現形式は、終了部に出現する意見の文の種類と比べればそれほど多くない。
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しかし、詳細においては、認識表現を表す開始部の意見文が全体の 49％で最も高い割合

を占めているが、終了部の意見文は全体の 25％を占めていることが分かる。一方、終了部

の意見文は評価表現を表すものが最も多くを占めるが、認識評価を表すものが少ないこと

が分かる。この結果を踏まえると、インドネシア語の文章では、開始部に導入する話題に

対して認識表現で評価されるのに対し、終了部でそれまでとりあげた話題が叙述表現の評

価表現で締めくくるという特徴があるといえよう。

6.5 結論

本研究では、日本語とインドネシア語の文章を考察の対象とし、開始部と終了部がどの

ように構成されるかについて叙述表現を手がかりにして検討した。そして、両言語には、

日本語が事実を述べる文で構成される開始部が多いのに対し、インドネシア語は事実の文

が少なく、意見を述べる文で構成される開始部が多いということを指摘した。続いて文章

の終了部については、両言語とも意見の文から構成される文章構造であり、評価表現が比

較的多く出現するという類似点があることが分かった。

本章の分析は数量的な報告結果にとどまっているが、開始部と終了部とがどのようにし

て文章の統括性を生み出すかなどについて質的な分析も進めたい。これについては次章の

第 7 章で触れることにする。
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第７章

日本語文章の開始部と終了部との呼応関係

―インドネシア語の文章との対照を通して―

7.1 はじめに

第 6 章では、日本語とインドネシア語の社説文章を考察の対象とし、文章の開始部と終

了部がその構成要素の文の叙述表現によってどのように構成されるかを比較対照した。そ

の結果、日本語は事実の文から構成される「事実＋事実＋事実」という構造の開始部が多

いのに対し、インドネシア語は事実の文が少なく、意見を述べる文で構成される開始部が

多いことを指摘できた。一方、文章の終了部の構造については、両言語とも意見の文から

構成され、評価表現が比較的多く出現するという類似点があることが分かった。

また、第 6 章の分析結果により、全体的な特徴として、日本語の文章では、開始部で事

実を述べる文が置かれ、終了部では意見・結論を述べる形をとることが分かった。この特

徴から、日本語の社説文章では文章中で書き手の主張する結論・趣旨となるものが終了部

に出現する傾向があると確認できた。このような特徴の文章は第 3 章で触れた A 型タイプ

1の文章として分類できる。改めて述べることであるが、A 型の文章は、文章の開始部にお

いてこれから述べる大きな話題が提示され、そこから小さな話題が次々に展開していき、

文章の終了部で結論・趣旨となる書き手の見解判断が述べられるという特徴を持つ文章で

ある。

更に、第 6 章でインドネシア語の文章をとりあげ、開始部と終了部の構成を分析したと

ころ、インドネシア語の文章では開始部でも終了部でも、意見を述べる文から構成される

形をとることが分かった。

しかし一方、前章の分析では数量的な報告結果にとどまり、開始部と終了部とがどのよ

うにして文章の統括性を生み出すのかについて触れることができなかった。そこで、本章

では前章の課題を進め、いわゆる文章の全体的構造における統括性を生み出す開始部と終

了部との呼応関係がどのように形成されるのかを明らかにする。ここでは文章の開始部と

終了部が関わりあって文章の統括性を築くことを前提として考えたい。

7.2 先行研究と本研究の位置づけ

1 佐久間（2000）の分類では「尾括型」に相当する。
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7.2.1 先行研究

文章の開始部および終了部に関する諸説は本論第 6 章で紹介したため、以下、開始部と

終了部を包括的に捉えた先行論に焦点を当てて概観する。

時枝（1954）2では、文章論が文法研究上の課題として具体化するための 5 つの試論的な

研究課題を提示し、そのうちの一つとして日本語の文章展開における冒頭文の意義をとり

あげている。さらに時枝（1960）では、冒頭は「建築における基礎工事と同様に、すべて

のものがその上に積み重ねられる基礎になり、出発点になるという意味で重要である」と

指摘し、「基礎工事を見ることによって、その上に積み重ねられる建築の全体を想見するこ

とが出来るように、冒頭によってその表現がどのように展開するかの大体の方向と輪郭と

を想像することが出来るのである」（pp.52-53）と述べ、その重要性を指摘している。本章

でも、時枝の注目する「冒頭」が開始部に相当すると考え、これに注目する。なお、時枝

（1960）では、さらに、文章の「冒頭」と「書き出し」とが機能によって分けられるとし

ている。ただしその区別については、「どのような文章も、書きだしの無い文章は無いが、

冒頭の無い文章といふものはあり得ることである」（p.52）等と述べているにとどまり、両

者の機能の違いについて具体的には述べていない。本研究でも冒頭と書き出しの違いにつ

いては立ち入らないこととする。

時枝の立場を受け継ぎ、文章論から文の連接と配列に注目した市川（1978）は文章構成

の把握にあたって、文章の冒頭と結尾に焦点を当て、これらの型を一括して論じた。市川

（1978）では、文章の冒頭を 3 種 9 類に類型化したが、その 3 種とは「叙述内容の集約と

しての冒頭」、「本題に対する前書き・導入としての冒頭」、「本題を構成する一部としての

冒頭」である。冒頭の型と同様に、結尾の型は「叙述内容の集約としての結尾」、「本題に

対するつけたりとしての結尾」、「本題を構成する一部としての結尾」の 3 種に類型化して

いる。

木坂（1990）では、文章の書き出しと結びの諸説を提示しながら、新聞の感想・随筆的

文章の書き出しと結びを分析の対象とし、その随筆の文章の書き出しと結びの型を（1）書

き出し（口上）結び（概要と感想）、（2）書き出し（枕としての歌の引用）結び（枕に対応

した結尾としての唱歌の引用）、（3）書き出し（話題・課題）結び（話題・意見）、（4）書

き出し（枕としての物語の引用）結び（感想）、（5）書き出し（話題提起）結び（意見）、

（6）書き出し（枕としての唱歌の引用）結び（結論）に分類している。

7.2.2 まとめ

以上のように、文章の開始部および終了部に関わる先行研究は多くないが、これらの先

行研究より、文章の開始部と終了部について、次の二つのことが分かる。一つは、文章を

2 時枝（1954）『日本文法 文語篇』第四章（320 ページ）を参照。
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取り上げて解明しようとする学問3は文章論だけでなく、文体論、表現論、文章表現、作文

技術論などの様々な分野に渡り、かつそれぞれの立場に基づいて開始部と終了部の特徴が

見いだされてきたという点である。一見、立場や方法の違いなどによってかなりの差異が

認められ、開始部と終了部の特徴は多岐にわたっている。もう一つは、同じ開始部及び終

了部でも、文章のジャンルによって異なる点である。例えば、随筆と論文との開始部及び

終了部は本質的には同じではない。このように、開始部と終了部は文章の性質によって異

なってくるもので、逆に開始部と終了部がジャンル別の特徴を決定する要因の一つとなっ

ていると考えられる。しかし、スキルとしてのトレーニングが必要な論理的な文章におい

て、その特徴を明らかにした研究はこれまでにない。

また、従来の文章論では、文章の開始部だけを考察する研究や開始部と終了部とを別々

に考察している研究が多く見られ、開始部と終了部を一括してその対応関係を考察した研

究は上記の木坂（1990）のみであり、十分とはいえない。開始部と終了部は文章の全体的

構造を形成する重要な部分であり、この 2 つの部分をかけはなれたものとして文章の構造

を考えることは適切ではないだろう。これについて寺村（1990）は、文章の部分について、

「文章の全体的構造を考える中で、構造体として考えるということはその部分の役割は何

かを果たしながら、他の部分とどう関係し、統一体としての文章を成り立たせているかが

関心の中心になる」（p.5）と述べている。この立場は文章構造を解明するために有効であ

ると思われる4。開始部と終了部とがどのような関わりをなしているのかを記述することに

よって、文章の全体的構造における統括性を把握することができると考えられる。

文章の統括性に関わる代表的な研究としては、市川（1978）、永野（1986）、佐久間（2000）

などがある。これらの研究は統括の形態的特徴や統括機能を視野に入れて考察している。

市川（1978）は段落と段落の関係から文章の構成形式を考え、統括する段落の有無によっ

て、文章構造を（1）全体を統括する（大）段落を持つものと、（2）持たないものに類別し

ている。

永野（1986）では、統括の機能を果たす言語形式が文章中においてどの位置を占めるか

によって、「（1）冒頭統括、（2）末尾統括、（3）冒頭末尾統括、（4）中間統括、（5）零記号

統括」の 5 つの類型を見いだしている。

佐久間（2000）も、文章の統括機能に注目して文章構造を考察し、「文章の主題をまと

めて一編を完成させる統括機能を有する段」（p.134）を「中心段」と呼び、その中心段の

統括機能の配列位置と配置頻度によって 6 つの類型を立てている。

こうした研究は統括の形態的特徴や統括機能を分析したものであるが、開始部と終了部

の呼応関係による文章の統括性がどのように形成されるかを明らかにする研究は見られな

3 木坂（1990）を参照。
4 鈴木（1989）は、「（前略）書き出しと結びは関連させて指導する方が適切であると思われる」と述べ、

本研究と同様の立場である。
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い。

7.2.3 本研究の位置づけ

文章とは我々の行う言語によるコミュニケーションにおいて、内容上のあるまとまりを

形成する最大の言語表現のまとまり5であることは異論のないところであろう。具体的には、

「まとまりをなしている」文章の構造については、構造全体における文章の構成要素、す

なわち、「文章の成分」がどのようにして内容上のまとまりを形成するかについて解明する

ことが重要であり、このような分析を通して、文章の全体構造を把握することができる。

さらに、文章を構成する複数の文や段がどのようにして文章を成り立たせているかを考え

るならば、先ずどのような言語形態的指標が文章の統括を成すかを考えなければならない。

これについては、佐久間（2000）の立場がある。

佐久間（2000）は、文や段の統括力を持つ言語形式を「文脈展開形態」と呼び、文章の

主な文脈展開形態としては、「接続表現」、「指示表現」、「反復表現」、「省略表現」、「提題表

現」、「叙述表現」の 6 つの表現を提示している。特に終了部にどのような文脈展開形式が

出現するかが、開始部・終了部の呼応関係を観察するときにも有効な指標となるだろう。

渡辺（1985）では、「どういう条件がととのった時に文章は完結するのか、その結末のつ

け方が一向にはっきりしない、（中略）スタートにもどる形で終わるのが、最も快い終結で

ある、とは言えるだろう。文章はそれで輪をなして、自ら閉じた姿となるからである」

（p.101）と指摘している。

また、文章の統括性を形成する開始部と終了部との呼応関係の重要性について、石黒

（2009）の指摘が挙げられる。石黒は渡辺（1985）を参考にし、「文章の書き出しと書き納

めが相互に関わって閉じた輪となり、文章の終了部は開始部の話題に回帰することで終わ

る」（p.67）と述べている。

以上の佐久間（2000）、渡辺（1985）、石黒（2009）の立場を手がかりにすれば、文章の

全体的構造における統括性の具体化は、開始部がどのように話題を書き出して、終了部が

どのように話題をしめくくるかを記述するものであるといえる。次節ではその呼応の仕方

を観察することにより文章の統括性の表れ方を考察する。

これまでの先行研究の成果を概観した結果、分析対象は主に文学作品、評論、随筆に限

られており、論理的文章の開始部と終了部の特徴を明らかにする研究は管見の限り見られ

ない。文学作品や随筆などは、書き手が文章の展開や叙述において一定の型の制約に従わ

ず、感情的、情緒的な表現を求める傾向があるため、書き手の工夫によって文章の展開が

左右されやすいと考えられる。しかし、論理的文章は読み手の理解・納得を目的とした論

理展開の形をとり、内容の展開に対しても、書き手の判断や工夫などの介入する余地が創

5 文章の全体的構造にまたがるまとまりを示す概念を統括性と呼ぶ。
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造的な文章に比して少ないと思われる。換言すれば、文章の書き手は社会的・慣習的に成

立する共有知識に依存したり制約を受けたりしながら論理構築における言語の構造的規則

に従って文章を書くわけである。このような文章のジャンルの開始部と終了部がどのよう

に構成されるかを解明する必要性がある。文章の統括性を生み出す開始部と終了部の呼応

関係がどのように形成されるかの検討は、重要な研究課題であると考えられる。

そこで、本研究では、論理展開をはっきりと示す論説文としての社説文章を分析の対象

とし、文章の全体的構造における統括性を形成する開始部と終了部との呼応関係がどのよ

うに形成されるのかを明らかにする。

7.3 分析対象

本研究では日本語とインドネシア語の社説文章を扱う。日本語の文章は、2011 年 3 月分

の『朝日新聞』の社説 55 本、2011 年 3 月分の『毎日新聞』の社説 50 本、2009 年 1 月分と

2011 年 3 月分の『読売新聞』の社説 102 本、合計 207 本を分析対象とする。そして、イン

ドネシア語の文章は、2009 年 1 月分と 2011 年 3 月分の『Media Indonesia』の社説合計 53

本と、2011 年 3 月分の『Koran Tempo』の社説 21 本の、合わせて 74 本を分析対象とする。

7.4 結果と具体的な分析

7.4.1 結果

7.4.1.1 日本語の文章

社説文章の全体的構造における統括性を生み出す開始部と終了部との呼応関係がどのよ

うに形成されるのかを分析した結果、大きく 2 つの類型が抽出できた。

A 言語形態に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

B 推論に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

分類 A に関して、いわゆる開始部と終了部との呼応関係を表わす表現形式の指標となる

形態的特徴をみると、「A.1 話題の回帰」、「A.2 課題・質問‐解決・答の関係」、「A.3 時間

的関係」、「A.4 対照的関係」という 4 類に下位分類できる。

ただし、A.1～A.4 の分類は、今後の更なる検討が必要である。例えば、開始部と終了部

の呼応関係を（以下の文章例で後述する）「時間的関係」によるものとしたが、「終了部の

話題が開始部でとりあげる話題に回帰する」という意味を含まないとは決して言えない。

ただ、ここに分類 A として一括した「A.1 話題の回帰」、「A.2 課題・質問‐解決・答えの

関係」、「A.3 時間的関係」、「A.4 対照的関係」のような関係は、開始部と終了部の呼応関係

が何らかの言語形態によって見いだされるものである。このような点で上記の分類のよう

に整理した。

一方、分類 B は開始部と終了部の呼応関係を示す表現形式上の特徴から文章の統括性が

見いだせないものであり、これは開始部で提示された話題が文章を締めくくる終了の話題
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と異なる文章の構造である。つまり、開始部と終了部との呼応関係がそれぞれの部分の表

現形式から導かれるのではなく、一般知識に基づく推論によって導かれるものである。こ

のような文章は庵（2007）の用語を借りれば、一貫的な（coherent）テキスト6と見なされ

ている。

これらの具体的な内訳は、3 紙の日本の新聞の社説（4 組）を分析した結果、以下の【表

1】のようにまとめられる。

【表 1】日本語の文章における類型

新聞紙

分類

朝日新聞

（2011

年 3 月）

毎日新聞

（2011 年

3 月）

読売新聞

（2011 年

3 月）

読売新聞

（2009 年

1 月）

合計

A 言語形態によるもの

A.1 話題の回帰 21(38) 16(32) 19(33) 19(41) 75(36)

A.2 課題・質問‐解決・答え 20(37) 20(40) 16(31) 11(23) 67(32)

A.3 時間的関係 3(5) 5(10) 9(17) 6(13) 23(12)

A.4 対照的関係 2(4) 2(4) 3(5) 2(4) 9(4)

B 推論によるもの 9(16) 7(14) 8(14) 9(19) 33(16)

合計 55(27) 50(24) 55(27) 47(22) 207

※（ ）は文章数のパーセンテージである。

上記の【表 1】のように、日本語の文章における開始部と終了部の関係を考察した結果、

話題の回帰が全体の 36%で最も多く、次いで課題・質問‐解決・答えの関係が 32%で、時

間的関係が全体の 12%、対照的関係が 4%となっている。そして開始部と終了部の関係が

形態上見いだせない類型 B の文章は 33 本で、全体の 16%という結果が得られる。また、

以上の結果から、3 紙の社説文章（4 組）ではいずれも、類似した結果となっており、日本

語の文章における開始部と終了部との呼応関係では、「A.1 話題の回帰」と「A.2 課題・質

問－解決・答え」2 つの大きな類型をなしているということができる。

以上の結果より、特に注目しておきたいのは、「A.1 話題の回帰」と「A.2 課題・質問－

解決・答え」である。以上の分類では「A.1 話題の回帰」と「A.2 課題・質問－解決・答え」

が合わせて全体の 68%を占める。このような部分的関係を持つ文章は論説文としての社説

文章における文脈展開形態のありかたと無縁ではないのではないかと考えられる。「課題・

6 庵（2007）はテキストを構成する文のつながりを、解釈上の依存関係によるもの「結束性（文法的な

つながり）」と共有知識によるもの「一貫性（推論によるつながり）」の 2 類に区別している。庵（2007）

の分析は文のつながりに基づくもので、開始部・終了部という文の部分のつながりを見る本章とは対象

が異なる。本章の A 類が庵（2007）の「結束性」を示す類に対応する可能性があるが、本章では言語形

態による呼応関係の明示を重視している。庵の見方と本研究の提案の関係について詳細な検討は今後の

課題とする。



187

質問‐解決・答え」の関係は論理的関係あるいは概念的関係を築くものの一つである。具

体的には、文章の開始部は後続する部分で解説する課題や問題点を提示する一方、終了部

はその課題や問題点に呼応する解説や答えを述べる部分である。このような部分関係は、

文章における論理的な展開を築くのみならず、文章における書き出しの部分と終了の部分

とが呼応し合って、文章に内在する統括性を形成するものである。社説文章を構成する話

題の全体的構造は時間軸によるものではなく、とりあげる話題を構成する言語表現の論理

的関係や概念的関係によって展開される。

次に、分類 A.1 については、文章の終了部における話題が開始部の話題を再現して回帰

するという特徴がある。話題の回帰を示す形態としては指示表現、接続表現、関連語句の

反復などさまざまな言語表現が使用される。そのうち、特徴的なのは「今回の〜」、「今回

は」、「今の〜」などのような言語表現が文章の終了部に出現するものである。これらによ

って終了部は開始部の話題と呼応する。

7.4.1.2 インドネシア語の文章

インドネシア語の文章を分析した結果、以下の【表 2】のように整理できる。

【表 2】インドネシア語の文章における類型

新聞紙

分類

『Media

Indonesia』

『Koran

Tempo』

『Media

Indonesia』

合計

A.1 話題の回帰 17(60) 11(52) 12(48) 40(54)

A.2 課題・質問‐解決・答え 7(25) 5(24) 8(32) 20(27)

A.3 時間的関係 0 0 0 0

A.4 対照的関係 1(4) 0 2(8) 3(4)

B 推論によるもの 3(11) 5(24) 3(12) 11(15)

合計 28(38) 21(28) 25(34) 74

インドネシア語の文章における開始部と終了部の関係を考察した結果、話題の回帰が全

体の 54%で最も多く、次いで課題・質問‐解決・答えの関係が 27%で、対照的関係が 4%

となっている。時間的関係による開始部と終了部との呼応関係が一例も見当たらなかった。

そして開始部と終了部の関係が見いだせない文章は 11 本で、全体の 15%であることが分

かった。

7.4.2 具体的な分析

以下では、文章の統括性を生み出す開始部と終了部の呼応関係がどのように形成される

かを検討していく。それぞれの分類に即して、2 つの文章例を分析する。その 2 つの文章



188

例は日本語とインドネシア語の文章のそれぞれ 1 本である。

7.4.2.1 A.1 話題の回帰によるもの

まず、文章の一型は、文章の開始部と終了部が話題の回帰によって呼応関係を形成し、

文章の全体的構造が統一されているものである。話題の回帰とは、終了部が開始部で提示

されたある部分にもどる形で終了するものと定義する。回帰する部分は文章の全体の方向

性を決定する主要な話題、文章のタイトル、文章の主要な主題などである。

話題が回帰するにはいくつかの理由が考えられる。まずあげられるのは、文章がいくつ

かの大小の話題のまとまりという部分的統括を持っており、それと同時にそれらの部分を

関係づけて、文章全体を統括するものが必要だという点である。終了部の話題が開始部の

話題に回帰する際、使用されている表現がどのような形になっているかを調べると、開始

部と終了部の話題がそれぞれ孤立して出てくることはほとんどなく、先行した話題と対応

するもの、例えば同一語句、関連語句の繰り返しによって表現することが方法の一つであ

ることに気付く。

また、終了部の話題が開始部の話題に回帰する理由について考えれば、「文章はそれで

輪をなして、自ら閉じた姿となる」（p.67）と指摘している渡辺（1985）の立場から、話題

の回帰は文章の統括性を生み出すことができるものであると考えられる。

以下、話題の回帰による呼応関係を形成する文章の開始部と終了部をとりあげる。

＊社説１＊ 「原油１００ドル―中東ドミノへ不安と期待」（朝日新聞社説 3/30）

開始部：

３年前の超原油高を思い起こさせるような高騰ぶりである。産油国が集中する中東で民

主化のうねりが噴き出し、政変や混乱が続いている。それを不安材料として、欧米などの

先物市場では原油価格が相次ぎ１バレル＝１００ドルを突破した。

終了部：

中東民主化のうねりは、そのサウジにも広がる可能性がある。だが、それでも民主化は

長い目でみれば、原油の取引を公正、透明で、より安定したものにする可能性がある。原

油輸入の９割を中東に依存する日本も、そうした視点から当面の動きに目をこらしたい。

ここではまず、開始部と終了部との呼応関係が、同一語句や関連語句の反復によって形

成されている例を見よう。上記の文章の開始部と終了部を読み通してみれば、同様の話題

を同一語句の反復で繰り返して述べていることが分かる。つまり、「民主化のうねり」とい

う話題は文章の全体的構造において、開始部では最初の話題として導入され、終了部で再

び提示されている。中間部（本章では省略）で「原油高騰による影響は日本に対してどん

な影響があるか」について解説した後に、開始部の話題「中東民主化のうねり」を同一語
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句の繰り返しで再度提示することで文章が締めくくられている。

このように、A1 類の文章の統括性は、開始部と終了部との呼応関係において、終了部の

話題が開始部に先行した話題（一部あるいは全部の話題）に回帰して全体をまとめるもの

である。

＊社説 2＊「Akal-akalan Membentuk Parlemen Ad Interim‘暫定議会を組織する悪巧み ’」

（Media Indonesia 新聞社説 1/3）

開始部：

SEBAGIAN partai politik peserta Pemilu 2009 ternyata bermental pecundang. Mereka telah kalah

sebelum berlaga dalam pemilu. Buktinya, mereka mulai bermanuver untuk membentuk parlemen

bayangan.

(2009 年の選挙に出る参加政党の半分は、実際には敗者としての精神的状態だった。彼ら

は選挙活動で競争する前に負ける姿勢を見せる。証拠としては、彼らが反議会を形成する

態度をとり始めている)

DPR akal-akalan yang akan dibentuk itu adalah wadah untuk menampung calon anggota DPR yang

mendapat suara signifikan seharga kursi DPR, tetapi tidak bisa duduk di parlemen karena partai

politik mereka tidak mencapai angka 2,5% perolehan suara nasional pemilu anggota DPR. DPR

bayangan itu diberi nama parlemen ad interim.

(これから国民議会の設立する反議会は議会での投票の数と同じ投票数を受けた国民議会

であるが、国民議会候補者が入るそれぞれの政党は総選挙で 2.5 ％以下で投票数を受けた

ため議会で座席を受けないというシステムがあるからだ。その反議会は暫定議会と名づけ

た)

終了部：

Lembaga akal-akalan itu dijadikan sebagai alat tawar pemimpin partai guram dengan presiden

terpilih untuk bisa masuk lingkaran kekuasaan.

(その暫定議会は弱小政党の指導者が政党内閣に入るようにこれから選ばれる大統領と交

渉するための手段となることだ)

Mestinya, jika partai murni didirikan sebagai alat pengabdian kepada masyarakat, pemimpin partai

berlomba-lomba menawarkan programnya kepada masyarakat. Apalagi dalam masa kampanye

panjang selama sembilan bulan ini, partai peserta pemilu seharusnya lebih gencar

memperkenalkan diri kepada calon pemilih.

(もし政党が社会への純粋な献身として設立したら、政党の指導者は国民にそのプログラム

の提供に競争するはずだ。更に、9 ヶ月間の長いキャンペーン期間中で、総選挙の政党候

補者は有権者に政党の目標を導入する必要がある)

Fakta yang sangat menyedihkan adalah hanya segelintir orang yang mengenal partai baru.
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Segelintir orang itu adalah pengurus partai, calon anggota legislatif yang diusung, serta anggota

keluarga mereka. Partai guram pesimistis menghadapi pemilu yang tinggal 97 hari lagi sehingga

tergoda membentuk parlemen ad interim.

(しかし残念なことには、新しい政党を知る人が非常に少ない。少数の人たちと言うのは、

政党の実行者、議員候補者、それから候補者の家族だけだ。小さな政党は、あと 97 日後の

総選挙を悲観して、暫定議会を設立するわけだった)

ここでは、文章の統括性は同一語句や関連語句の反復によって開始部と終了部との呼応

関係が形成されている。上記の文章の開始部と終了部を読み通してみれば、終了部では開

始部で述べられた話題を、指示表現を含む同一語句の反復で繰り返して述べているもので

あると考えられる。社説１では、「SEBAGIAN partai politik peserta Pemilu 2009（2009 年の

選挙に出る参加政党の半分は）」という話題が、開始部において最初の話題として取り上げ

られ、「ternyata bermental pecundang（実際には敗者としての精神的状態だった）」という意

見を述べる叙述表現で書き手の意見が述べられる。後続する 2 つの文は先行文の「ternyata

bermental pecundang」を具体化して説明する。中間部（ここでは省略）では「政党が暫定

議会を設立する背景と目的」について解説した後に、終了部では、開始部の話題「暫定議

会」と「政党」を同一語句の繰り返しで再現することで話題を回帰し、主に「弱小政党は

暫定議会を設立するよりこれから総選挙に勝つために政治的姿勢を」という見解判断を述

べることで文章を終わらせる。

このように、A１のタイプでは文章の統括性が終了部の話題が開始部で導入された話題

の一部に回帰するという呼応関係から構成され、文章の全体がまとめられている。

7.4.2.2 A.2 課題・質問‐解決・答えの関係によるもの

この分類に入る文章構造の型は、開始部でこれから論証する課題と問題が導入され、終

了部でその課題や問題に対する解決や答えなどが述べられるという呼応関係を形成するも

のである。

＊社説１＊「企業トップ襲撃 卑劣な暴力団テロを根絶せよ」 （読売新聞社説 3/9）

開始部：

福岡市内で、九州電力会長宅と西部ガス社長宅を爆発物で狙ったとみられる事件が相次

いだ。手投げ弾のようなものが投げ込まれたといい、九電会長宅では車庫の一部が焦げた。

一つ間違えば大きな被害が出るところだった。

終了部：

暴力団のような反社会的勢力を封じ込めるには、最高幹部の検挙と資金源の遮断が必要

だ。警察に与えられた“武器”に限界が見えるのであれば、法改正も検討されるべきだろう。
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暴力団に限定して、通信傍受法で「盗聴」が可能な対象犯罪を広げ、傍受の要件を緩和す

ることも一策ではないか。

上記の文章の開始部を見てみると、「（省略）九州電力会長宅と西部ガス社長宅を爆発物

で狙ったとみられる事件が相次いだ」という話題が提示され、さらに「今回の事件による

被害」について話題を導入している。開始部では、文章の中で書き手のこれから論証する

課題をとりあげるが、その課題の解決あるいは問題対策は提示されない。

中間部では特に、「４年ほど前の福岡県内に起きた同様の事件」の話題を提示し、その事

件については「建設事業への介入を狙う指定暴力団「工藤会」の犯行とみて捜査している

が、ほとんどは未解決のままだ」と説明されている。その以降、「工藤会による暴力や放火、

営業妨害などの犯罪」の話題は具体化されている。端的に言えば、中間部では、「「工藤会」

による違法活動とその会の資金源」を話題として論証している。

終了部では、開始部の提示した課題に対する直接の解決策となるものが提示され、特に

「最高幹部の検挙と資金源の遮断が必要だ」と「（省略）法改正も検討されるべきだろう」、

さらに「通信傍受法で「盗聴」が可能な対象犯罪」、「傍受の要件を緩和すること」という

末文は開始部で提示された課題の解説や答えになるものであると考えられる。

以上、開始部と終了部との呼応関係は課題・質問‐解決・答えによって形成されており、

この関係に基づいて文章の全体的構造における統括性が形成されている。

＊社説 2＊ 「Jakarta kian Memalukan（ジャカルタはさらに恥をかかせた）」（Media

Indonesia 新聞社説 3/18）

開始部：

MEMBICARAKAN masalah Ibu Kota Jakarta seperti perjalanan menuju labirin. Semakin dicari

akar penyebabnya, semakin melingkar-lingkar tak tertemukan solusinya. Banjir, macet, kumuh,

dan semrawut belum teratasi, masalah bertambah dengan tumbangnya pohon di mana-mana.

（首都としてのジャカルタにおける問題は迷路に向かう旅のようだ。さらにその原因を見

つければ見つけるほど問題は複雑になりすぎるためその対策が分からなくなってしまう。

洪水、交通渋滞、スラム地区、混乱の極が解決できないまま、さらにはあちこちのところ

に木が倒れているという新たな問題が起きている）

終了部：

Jakarta sudah sedemikian busuk sehingga tidak dapat dibereskan hanya dengan tambal sulam.

Pemerintah pusat harus turut bertanggung jawab memberikan solusi. Konsep mengembangkan

Jakarta sebagai kota megapolitan, misalnya, tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya

keputusan di tingkat undang-undang yang melibatkan pemerintah pusat dan DPR.

(ジャカルタの問題は腐敗のあまり、つぎはぎ修繕のみで解決できない。中央政府は問題解
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決を考える責任を負うべきだ。例えば、大都市としてのジャカルタを開発するためには、

中央政府と国民議会の協調によって関連法案の決定に協力がなしでは実現できないことが

確かだ)

Bahkan, selayaknya diambil keputusan yang lebih berani di tingkat pusat, yaitu memindahkan ibu

kota negara ke tempat lain. Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibu kota negara yang

busuk ini?

(さらに、より極端な問題対策をとること、即ちインドネシアの首都はジャカルタから他の

所に引っ越したらどうか、ということだ。私たちはいつまでこのような首都の腐敗に我慢

できるだろうか)

まず、開始部では「インドネシアの首都としてのジャカルタにおける問題」という新し

い話題を導入し、とくに「ジャカルタの問題はなかなか解決できない」という問題を提供

する。中間部（省略）では開始部の話題「ジャカルタの問題」を具体化し、主に「ジャカ

ルタの自然環境の問題」と「中央政府の政策に問題がある」という問題に注目して解説す

る。

終了部では、「ジャカルタの問題」に対する批判とその対策を述べ、主に最後の 2 つの文

「Bahkan, selayaknya diambil keputusan yang lebih berani di tingkat pusat, yaitu memindahkan

ibu kota negara ke tempat lain（さらに、より極端な問題対策をとること、即ちインドネシア

の首都はジャカルタから他の所に引っ越したらどうか、ということだ）」「Sampai kapan kita

menanggung malu memiliki ibu kota negara yang busuk ini?（私たちはいつまでこのような首

都の腐敗に我慢できるだろうか）」が開始部にとりあげた課題・質問（問題）に対応する解

決・答えとなると考えられる。

さらに、終了部の最終文「Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibu kota negara yang

busuk ini?（私たちはいつまでこのような首都の腐敗に我慢できるだろうか）」は文章の全

体的構造において書き手の強い感情を示す修辞疑問文である。この修辞疑問文は、疑問の

答えがお互いに分かりきっているものだと想定した上で使われるために、文章の書き手が

読み手に同意や主張を求める表現であると解することができる。

以上のように、開始部と終了部が課題・疑問－解説・答えの関係を形成している。文章

の統括性は開始部と終了部との関係から見いだすことができる。

7.4.2.3 A.3 時間的関係によるもの

この分類に入る文章は、先行する開始部の話題が終了部の話題と時間的関係に基づく意

味的関係を形成するものである。その時、文章の開始部は現在の事柄や出来事を述べる一

方、終了部はこれからの出来事の実現を願う感情表現の出現が多い。

インドネシア語では、この分類に入る文章が一例も見当たらなかった。以下の文章例は
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2 本とも日本語の文章である。

＊社説１＊「２次補正成立 両院協を審議延ばしに使うな」 （読売新聞社説 1/28）

開始部：

両院協議会の混乱で、景気対策のための２００８年度第２次補正予算の成立が遅れた。

両院協議会の場が、審議引き延ばしの手段に使われてはなるまい。参院は２６日、政府案

から２兆円規模の定額給付金部分を削除する野党提出の修正案を可決した。

終了部：

今後は、０９年度予算案の審議入りを急ぎ、今年度内に確実に成立させることも肝要だ。

麻生内閣は支持率が低迷したままだ。２５日の山形県知事選では野党各党が支援した新人

が当選するなど、自民党には“逆風”が続いている。政府・与党は、態勢を立て直し、０９

年度予算案の早期成立に全力を挙げてもらいたい。

上記の文章では、開始部と終了部との呼応関係からみた文章の統括性が時間的な関係に

よって形成される。開始部では「2008 年度補正予算の成立が遅れた」という話題を導入し

ている。終了部の「今後は、09 年度予算案の審議入りを急ぎ、今年度内に確実に成立させ

ることも肝要だ」、「政府・与党は、態勢を立て直し、０９年度予算案の早期成立に全力を

挙げてもらいたい」という部分は開始部の話題に呼応し、時間的関係を形成することによ

って全体的構造をなす。

このようにみてくると、文章における統括性を生み出す開始部と終了部との呼応関係は

時間的な関係によるものであると考えられる。具体的には、文章の統括性は、開始部で「2008

年度補正予算」に関わる成立の遅れの問題を取り上げ、後続する展開部まで話題の議論を

展開する。終了部は開始部の話題を引き続き、今後の「2009 年度予算案」の早期成立を述

べて全体を締めくくることで形成される。

＊社説 2＊ 「Ｈ２Ａ成功 宇宙開発へ新たな一歩だ」 （読売新聞社説 1/27）

開始部：

日本の宇宙開発が新たな段階に入った。Ｈ２Ａロケット１５号機の２３日の打ち上げ成功

は一見地味ながら、それを印象づけた。

終了部：

今後も毎年、小型衛星の打ち上げを実施するという。国際協力に活用する案もある。ただ、

せっかく打ち上げても、十分に活用されないと「宇宙のごみ」になる。そうならない工夫

が大切だ。

社説 2 の文章構造の特徴を簡単に述べると、開始部において、文章の全体を貫く大きな
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話題を提示してから、後続する部分がそれを受けて、一歩、一歩、関連する話題を順々に

進めていくという文脈展開形態を持つ。

まず、開始部では「Ｈ２Ａロケット１５号機の２３日の打ち上げ成功」という時間的な

表現を含んで話題を提示し、「日本の宇宙開発が新たな段階に入った」という新しい話題が

導入されている。中間部（省略）では開始部の話題「新たな段階に入った」を具体化し、

主に「打ち上げ費用」と「「いぶき」の開発に要した期間」をとりあげ解説する。さらに、

中間部では「今年は…」という時間的な表現を用いて「いぶき」の必要性をとりあげてい

る

終了部は「今後も毎年…」のような時間的な表現を用いて「いぶき」を再現しており、

話題の展開が時間の流れに沿って提示される構造であるとみなされる。

7.4.2.4 A.4 対照的関係

この文章の型は、文章の終了部を構成する全体の話題（またはその一部）が先行する開

始部の話題を対比させるという部分的関係を形成するものであり、両者の部分における概

念的な違いを際立たせる関係を指す。

＊社説 1＊「日本経済の試練―再生へ、総力で挑もう」 （朝日新聞社説 3/25）

開始部：

大震災で日本経済も深手を負った。一日も早く生産と物流、生活を立ち直らせることが、

被災地救援と復興に欠かせない。震災に強い日本への再生をかけた挑戦の第一歩でもある。

終了部：

震災からの復興と日本再生に挑む強い意志を私たちが共有する限り、この惨禍を新たな

改革と発展の契機にできる。敗戦の焦土から立ち上がった歴史的経験と、阪神大震災から

の復興を思い出し、総力を結集しよう。

上記のように文章における開始部と終了部の部分を抜き出したものであるが、この文章

は開始部と終了部の呼応関係が対照的関係によるものであると解釈することができる。文

章全体の構造は、大地震と津波の影響で「日本の経済の全体」が「深手を負う」ことを話

題として述べるものとなっている。文章の開始部では、上記のように震災による日本の経

済の落ち込みを話題としてとりあげ、中間部では「大地震と津波、そして原発大事故と放

射能汚染が重なった未曽有の危機」から日本の再生に関わる活動を具体化している。終了

部では、開始部と中間部でとりあげた様々な「惨禍」に対して、「挑む強い意思が共有する

限り」という文章の趣旨をとりあげながら、昔の「敗戦」、「阪神大震災」からの再生と復

興成功を経験した日本と比較して文章を終了させる。

以上のように、社説１の開始部と終了部は対照的関係を形成し、その関係によって文章
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の全的構造が統括されていると解することができる。

＊社説 2＊「DPR yang Suka Nyambi （兼務するのが好きである国民議会）」 （Media

Indonesia 新聞社説 3/26）

開始部：

WAKIL rakyat semestinya mencurahkan segenap pikiran dan perhatian mereka untuk rakyat. Akan

tetapi, banyak anggota DPR memiliki pekerjaan sambilan sehingga perhatian dan pikiran mereka

terpecah. Mereka menduakan kepentingan rakyat dengan kepentingan pribadi.

(国民代表としての国民議員が国民のために全ての考えと気遣いを注がねばならない。だが、

多くの議員は様々な職業に兼務するため、注目する点が分散する。彼かは国民の用を脇に

置いて個人的な用を優先することだ)

終了部：

Kita harus belajar dari Thailand yang memberhentikan Perdana Menteri Samak Sundaravej karena

menerima uang dari hasil mengasuh acara memasak di televisi.

(私たちは、テレビ局での料理番組司会者としての謝礼金を受け取った Samak Sundaravej

首相を辞めさせたタイから学ばねばならない)

この社説文章において、文章の開始部と終了部が対照的関係を結ぶことによって、文章

の統括性は次のように形成される。

文章の開始部では、簡単に言えば、「国民議員が国民のために総力を尽くさない」とい

う話題を導入した。この話題は中間部において「国民議員の兼任」について具体化してい

る。ここでは特に、「兼任している議員が国民のことと自らのことを分離することについて

の必要性について」を具体的に示して展開している。そうした話題の展開は、終了部が「Kita

harus belajar dari Thailand yang memberhentikan Perdana Menteri Samak Sundaravej karena

menerima uang dari hasil mengasuh acara memasak di televisi（私たちは、テレビ局での料理番

組司会者としての謝金を貰った Samak Sundaravej 首相を辞めさせたタイから学ばねばなら

ない）」という話題を取り上げて文章を統括している。具体的に言えば、文章の全体的構造

は、開始部はインドネシアでの政治家のことを示すが、終了部はタイの政治家のことを示

すことで、これらの比較対照が成り立っている。この比較対照によって開始部と終了部の

呼応関係が形成されている。

7.4.2.5 推論に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

開始部と終了部に言語形態上の呼応関係が見いだせない文章も見られる。このような文

章の統括性には多くの要因が密接に関わっていると考えられるが、本研究では、推論によ

る呼応関係の成立という見方を提案する。このような推論による開始部と終了部の呼応関
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係による文章の統括性はあくまで仮説的な試論の一つである7。

B に分類する社説文章は次のような文章例がある。

＊社説１＊「中国全人代 政治改革は不可避だ」 （毎日新聞社説 3/6）

開始部：

中国の温家宝首相が 5 日、全国人民代表大会で「政府活動報告」を行い、今年の施政方

針を明らかにした。中国では来年の共産党大会と再来年の全民代を通じて胡錦濤国家主席

や温首相らが引退し、習近平国家副主席らの次世代政権に移行する。中国を世界第 2 の経

済大国に導いた胡温体制にとって、今年の温首相報告は総括である。

終了部：

政策調整を実行するには、特殊権益集団を監視する仕組みが必要だ。政治改革による民

主化である。首相報告が絵に描いた餅になればどうなるか。エジプト型デモを最も恐れて

いるのは中国指導部だろう。

社説１において、開始部と終了部がどのように関係して文章の統括性を形成するかを説

明するのは困難であると予想される。文章の開始部では、「温家宝首相が全国人民代表大会

で報告した「政府活動報告」」について話題を導入する。中間部は、一概に｢世界第 2 の経

済大国になった中国では、高度成長がもたらした中国内のひずみと格差是正」の話題につ

いて述べている。また、中間部では特に、「ひずみ」の一例として、「高速鉄道建設をめぐ

る汚職」について取り上げ、さらに「格差を調整する調和社会の建設」の話題が加えられ、

最後の段落まで継続する。

終了部では突然、「政策調整に関わる考え」を述べ、そのうち「政治改革による民主化」

という話題が提示され、最終文には「エジプト型デモを最も恐れているのは中国指導部だ

ろう」という話題で文章を終了させる。

このように、社説 1 においては開始部と終了部の呼応関係を見いだすことができない。

換言すれば、開始部と終了部の関係は表現形式上の特徴によって表わされない。終了部は

確かに先行した話題とまったく関係しないわけではない。例えば開始部の文 3、4 の「首相

が報告する総括は次世代政権に指導権を移行する」の話題は終了部の「政治」の話題に関

わっているものである。しかし、この話だけでは開始部と終了部の呼応関係を把握するこ

とが困難であると考えられる。この場合、例えば、「中国に導いている国の政策のあり方」

は「エジプト政府の政策のあり方」と似ていること、あるいは「中国社会のひずみや格差

が起きた原因はエジプトの社会問題の原因と同じである」ことを前提とし、「中国指導者は

7他の統括性のあり方としては先行論の提案する、主題の一貫性（永野（1986）の主語の連鎖、佐久間（2000）

の提題表現）によるもの、文末表現の呼応関係（永野（1986）の述語の連鎖、佐久間（2000）の叙述表

現）によるもの、あるいは開始部は事実を提示し、終了部は見解判断を述べるという関係などがあると

考えられる。これらの見方と本研究の提案との関係については今後の課題とする。
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エジプトのような政治改革による民主化を恐れている」という条件的な知識に基づく推論

を通じて、開始部と終了部の呼応関係が形成されると考えられる。

以上のように、分類 B では開始部と終了部の呼応関係が表現形式上の特徴ではなく、推

論による呼応関係から成り立つ。

＊社説 2＊「Pelajaran dari Inaugurasi Obama（オバマ大統領就任式からの教訓）」 （Media

Indonesia 新聞社説 1/22）

開始部：

KURSI kepresidenan Amerika Serikat di Gedung Putih kini resmi diduduki Barack Obama. Untuk

empat tahun ke depan, Obama akan mengendalikan satu-satunya negara adidaya itu dengan

berbagai tantangan dan peluang.

（ホワイトハウスにおける米国大統領の座は今正式にバラクオバマ氏によって占められた。オバマ氏

は、これからの 4 年間にある様々な挑戦と機会を持ちながら、唯一の超大国を治める。）

終了部：

Bagaimanapun komunikasi dan etika menjadi unsur penting sebuah sistem politik. Ia merupakan

bagian integral dari sosok negarawan. Adakah bangsa ini memiliki sosok negarawan seperti

Obama? Sayang, belum ada....

(なんといっても連絡と倫理政策は政治システムの重要な要素である。これは政治家として

の全体必要な一部である。我が国にはオバマ氏のような政治家がいるのか。残念ながら、

私たちにはまだいない。）

上記の社説において、開始部と終了部がどのように関係して文章の統括性を形成するか

を説明するのは困難であると予想される。文章の開始部は、「オバマ大統領の就任式」とい

う話題を導入してから、後続する部分で「オバマ大統領就任式からの教訓」の話題を述べ

て展開する。中間部は、一概に｢政治家としてのオバマ氏の政治姿勢」の話題を具体化して

解説している。その話題が中間部の最後の段落まで継続する。

終了部では、突然「我が国にはオバマのような政治家がいるか」という話題等をとりあ

げ提示するが、これによってこれまで述べてきた話題との転換や距離が生じる。しかし、

文章の全体的構造を考えると、開始部と終了部とが関係していないとは言えない。

このように、上記の社説文章においては開始部と終了部には直接的な呼応関係が認めら

れず、ここから文章の統括性を見いだすことはできない。しかし、上の文章は統括性を持

たないのではない。文章の終了部では、「「オバマ大統領」が「素晴らしい政治的な資質を

持っている人物」なおかつ「インドネシアに家族的縁故のある人物」であることを前提と

して、「我が国では「オバマ大統領」のような政治家をアイドル視する」という条件的知識

に基づく推論によって、先行する開始部の話題との呼応関係が成り立ち、文章全体を統括
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させる。

7.5 日本語とインドネシア語との文章構造について

次に、本章の分析をふまえ、日本語とインドネシア語における文章構造の特徴を述べる。

以上の結果を参照すると、日本語インドネシア語の文章ではどちらも全類型のうち「A.1」

と「A.2」「A.3」が、文章数の割合でほぼ同数ということが分かった。むろん本研究での分

析対象には両言語において同じ数で分析したものではないが、傾向性の面から言えば両言

語にはこれらの分類において類似性があると考えられる。また、上記の分類では「A.2」、

「A.1」の文章数が多いことが分かった。これはなぜであろうか。検討する必要があるが、

この問題については前述のように、論理的な文章としての社説文章の特徴と関わっている

と考えられる。両言語において開始部と終了部との呼応関係には社説文章としての傾向性

が見いだせると言えよう。特に分類 A.2 については長田（1973）の立場が示唆的である。

長田（1972）では、「その文章の書き手が、そのことについての、その時の「答え」（response）

を、言語で示したものである」（p.2）という文章観を述べ、「答え」である文章を統一する

ものは文章を成立させている「問」であると指摘している。本研究の分類 A.2 に入る文章

は長田の述べた文章構造の特徴と類似したものであると考えられる。

更に日本語とインドネシア語の文章の相違点について述べておく。上記の結果から、日

本語の文章では「A.4 時間的関係」に分類した文章数が全体の 12%であることが分かった。

これはおそらく高くない数値であろうが、「A.4 時間的関係」のインドネシア語文章は見当

たらなかった。これは両言語における相違点であると考えられる。このことから、特にイ

ンドネシア語の文章については、時間的関係ではなく、多くは同一語句の反復によって論

理的関係や話題回帰の関係を構築すること、または質疑応答の関係を構築することによっ

て開始部と終了部との呼応関係を明示しているといえる。

7.6 おわりに

以上、日本語とインドネシア語の文章における開始部と終了部を対象に、文章の統括性

を生み出す呼応関係の分析を行った。その結果を以下にまとめる。

文章の統括性を生み出す開始部と終了部の呼応関係がどのように形成されるのかを分

類してみると、2 つの類型が見いだされる。

A 言語形態に基づく開始部と終了部の呼応関係から見いだされる文章の統括性

B 推論に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

分類 A に関して、呼応関係を表わす表現形式の指標となる形態的特徴をみると、「A.1

話題の回帰によるもの」、「A.2 課題・質問‐解決・答えの関係」、「A.3 時間的関係によるも

の」、「A.4 対照的関係」という 4 つに下位分類できる。

分類 B は、開始部と終了部の呼応関係が言語形態では明示されない文章である。開始部
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で提示された話題が文章を締めくくる終了の話題と異なるという文章の構造を持つ。この

場合、文章の終了部は先行した話題をまとめることが比較的少なく、何らかの別の話題を

つけ加える構造となっている。言語形態ではなく、推論によって呼応関係が成立するもの

である。開始部の話題を受け、書き手と読み手の間の共通の条件的知識を前提に、新たな

話題やそれに対する書き手の主張が提示される。日本語とインドネシア語の文章は共にこ

の類型が認められ、社説文章において一定の類型をなしていることが興味深い。ただし、

日本語では関連語句の反復で、上記の分類 A1～A4 のバリエーションが生まれているが、

インドネシア語では、同一語句、指示詞、接続詞の反復がどの類型にも見られる。

従来までの研究は接続表現や指示表現などの表現形式を手がかりにして連なり接してい

る文や段落の関係を明らかにすることが中心であったが、これからの研究課題としては、

例えば開始部と終了部の呼応を分析した本章の課題のように、離れた位置にある文や段落

の呼応関係を考察することも重要な課題となってくるであろう。そうした研究の課題が展

開できれば、意味のまとまりによる統括性を必須条件とする作文の指導方法・教授法にも

寄与するところが大きいのではないかと考えられる。
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第８章

総合的考察

8.1 はじめに

本研究は、文章論の観点から日本語の文章構造を解明することを主要な目的とするもの

である。この目的を達成するために、日本語の文章を分析すると同時に、インドネシア語

の文章と比較対照することによって、両言語の文章構造における特徴を解明していく。

本章では、これまでの日本語とインドネシア語の文章構造を分析した結果を踏まえ、両

言語の文章構造における特徴を総合的に捉えることを目指す。具体的には、日本語とイン

ドネシア語の文章を比較対照し、ミクロレベルとマクロレベルの分析観点から文章構造を

分析した結果に基づき、それぞれの言語の文章構造における特徴を明らかにし、両言語の

文章における共通点と相違点を検討していく。

8.2 本研究でとりあげる研究課題

本研究では、両言語の文章構造を考察する課題として次の 5 つの観点を取り上げた。

（1）反復表現の観点から見た日本語とインドネシア語の文章構造

（2）提題・叙述表現の関係という観点から見た日本語とインドネシア語の文章構造

（3）見出しの反復の観点から見た日本語とインドネシア語の文章構造

（4）文の叙述表現の観点から見た開始部と終了部の構造

（5）開始部と終了部との呼応関係

以上のような分析観点は大きく、2 つに分けられる。観点（1）と（2）はミクロレベル

の分析観点と位置づけ、本研究の第 2 章、3 章、4 章で分析を行った。後続の観点（3）～

（5）はマクロレベルの分析観点とし、それぞれ本研究の第 5 章、6 章、7 章で考察を行っ

た。第 1 章において言及したように、ミクロレベルの分析観点とマクロレベルの分析観点

を次のように定義する。

ミクロレベルの分析観点とは、文章を構成するそれぞれの文や段落の形式的・意味的関

係に注目して、文章の全体的構造がどのように構成されるかを考える観点を指す。一方、

マクロレベルの分析観点とは、文章の全体的まとまりを「開始部、中間部、終了部」に分
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けた際の、これらの部分の構成や配置を解明することや、文章中の中心とされる段落（中

心段）の構成と配置というマクロの観点に注目して、文章の全体的構造がどのように構成

されるかを考える観点である。

以下の分析では、各章の観察を踏まえ、両言語における文章構造の特徴を検討していく。

8.3 日本語とインドネシア語の文章構造について

8.3.1 ミクロレベルの分析観点

本節では日本語とインドネシア語の文章構造における特徴を総合的に論じる。まず、ミ

クロレベルの分析観点から検討した両言語における文章構造の特徴を述べる。以下、上記

の分析観点の順に従って考察を論じる。

8.3.1.1 反復表現の観点から見た日本語とインドネシア語の文章構造

反復表現に関する先行論を概観した結果、文章を研究する中心的な課題は文章の構造に

ついてであり、その構造を考える時には、文章を構成する個々の文や段落の関係による文

脈の有りかたをとらえることが求められ、この関係の理解を通してひとまとまりとしての

文章の全体的構造がどのように形成されるのかを考察することが重要な研究課題であるこ

とが分かる。これは、本研究で文章の統括性と呼ぶものである。

統括性は文章が文章であるための必須の成立条件であり、かつ文章構造を分析する際の

本質であると考えられる。また、その統括性と反復表現の関わりも、第 2 章の先行研究に

よって明らかである。文章中における統括性を形成した語句の反復や、もしくは段落の中

に求められる同一指示的な意味的関係を手がかりとして、文章構造を明らかにしていくと

いう研究の観点は、方法として可能であり、また必要でもあると考えられる。

本研究において、最初の分析観点として取り上げたのは、関連語句の反復が文章の全体

的構造における文脈展開と意味的まとまりにどのように関与するかという課題である。関

連語句の反復表現を分析観点とするのは、文章の全体的構造に渡って広く出現しており、

文章の文脈展開を把握するために有効な手段の一つであると考えられるためである。第 2

章で考察した結果、日本語とインドネシア語の文章では、関連語句の反復を通して、文章

の統括性および意味的まとまりや話題の転換が図られていることが把握できた。第 2 章で

は、その具体的様相について、文章の全体的構造にわたって観察できたのではないかと考

えられる。日本語においてもインドネシア語においても、文章の中で出現する話題は、語

句の反復によって先行の話題を受け継ぎながら、新たな系列が導入されることによって話

題が展開されていくという文脈展開の形態が多く確認できる。一方、話題の転換とは、先

行する話題と異なる新しい話題が初めて出現し、その都度、新しい系列が導入される場合

である。そして、先行した話題をまとめるには、それぞれの系列で示された話題を、関連

語句の反復で再度提示し、接続詞あるいは指示詞によってまとめるという特徴が確認でき
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る。

また、第 2 章の考察において、関連語句の反復は、それが全体的に起こるか局所的に起

こるかによって、指示対象の主題性に関わる程度が判断できるとした。つまり文章の一部

に密集して反復される指示対象は文章の一部の局所的な主題であって、主題性が低くなる

が、文章の全体において反復される指示対象はより包括的な文章の主題であり、主題性が

高いと見做すことができる。

考察した結果、日本語とインドネシア語の文章について、次のようなことが確認される。

まず、文と文との間の関係性の度合いについて観察したことを総合してまとめてみたい。

日本語の文章では、反復表現が多様なレベルの関連語句で示されることとも関連して、文

と文あるいは段落と段落との間の関係をしめす言語形式がごくわずかであることから、文

脈展開は暗示的であるという印象が強い。日本語の文章における複数の文や段落の関係性

の度合いについては接続表現の省略における全体的な課題に関わっていると考えられる。

接続表現の省略については市川（1978）が示唆的である。市川（1978）では、「表現するに

当たって、接続語句を用いたり、用いなかったりする。推敲する場合にも、接続語句を加

えることもあれば、削除することもある。接続語句を用いるか用いないかは、表現する者

の考えや好みに左右されることが多い」（p.70）と述べながら、「（省略）事態が順当に進行

して、前後が適合の関係にある場合や、事態が自然に納得されるとか、他の方法によって

直知されるとかいう場合には、接続詞は省略されうるが、前後が背馳するような場合や論

理的な関係を明示する必要のある場合には、省略するわけにはいかないということになる」

と指摘している。接続表現の省略については本分析において考察を行わないため、結果を

提示することではないが、今回の考察における接続表現の省略は市川の述べたことに関与

するのではないかと考えられる。これらの課題については、今後の課題としたい。

さらに個々の言語の特徴に目を向けると、日本語の文章では、関連語句の反復表現は様々

な次元で統括性を作ることが観察できた。具体的には、同一語句の反復表現のみならず、

同義・類義関係、対義的関係、上位関係・下位関係などの方法で文章構造の全体にわたっ

て散在していることが分かる。そのため、日本語の文章中における関連語句の反復表現は

一見したところで目立たない言語表現となる。

一方、インドネシア語の文章では、文章における文脈とまとまりが、主に同一語句の反

復表現と代名詞で形成されていることが分かる。具体的には、話題を提示してから、その

話題を後続する部分で語句の反復表現や代名詞によって展開していくという文脈展開形態

が観察された。そのため、文間の関係とまとまりは一見して明示的である。

また、文と文あるいは段落と段落との内容上の関係が同一語句の反復表現や代名詞で構

成されることが多い。端的に言えば、先行文で叙述した内容を語の繰り返しや代名詞によ

って再び取り上げるのである。そしてその話題は後続文の提題表現となると同時に、叙述

表現で何らかの新しいことが述べられて解説される。このような話題展開のありかたは、
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インドネシア語の文章において多く見られる。

以上のように、日本語とインドネシア語の文章を用い、関連語句の反復が文章の全体的

構造における文脈展開と意味的まとまりにどのように関与するかを観察した。これはあく

までも、文章の全体的構造に関して文や段落の関係がどのように文脈の展開やまとまりを

形成するかを把握するための一つの観点に過ぎない。文章の全体的構造が文脈展開の観点

からどのように構成されるのかを把握するために、次の観点（2）提題表現と叙述表現の関

係からの考察に移る。

8.3.1.2 提題・叙述表現の関係から見た日本語とインドネシア語の文章構造

第 3 章、第 4 章では観点（1）で分析した結果を踏まえ、観点（2）として、日本語とイ

ンドネシア語の文章の全体的構造にわたる統括性がどのように構成されるかを検討した。

統括性は文章における内容上のまとまりを根拠づけるものであると考えられる。日本語の

文章は第 3 章、インドネシア語の文章は第 4 章において考察を行った。本節では 2 つの章

で分析した結果を総合的に検討する。

分析対象を提題表現と叙述表現による文脈展開の視点から観察した結果、日本語の社説

の文章構造について大きく A 型、B 型、C 型、D 型といった 4 つの類型に分けることがで

きる。これらの類型を以下、簡単に紹介する。

まず、A 型の特徴は、文章の開始部においてこれからとりあげる話題が提起されるが内

容までは予告されないということである。他の特徴として、内容が次々に展開していき、

段落群ごとに小括（話題ごとのまとまり）が置かれることが挙げられる。この型では内容

が連続的に展開していくために、ところどころに文章の切れ目が生じることになる。文章

の終了部ではこれまでの話題を網羅的にまとめるために、意見を述べる文が多く置かれて

いる。

続いて、B 型の特徴は、文章の開始部に文章の話題が提示されると同時に書き手の意見

を述べるということである。2 つ目の特徴は、中間部で段落群ごとに小括が置かれること

である。B 型の開始部は文章の話題を提示し、さらにこれについて書き手の見解を表明す

る。この特徴は後述する C 型の特徴と同様のものであるが、開始部の部分が中間部の段落

群と個別に対応するという C 型の特徴が、B 型では見られない。B 型では、終了部におい

ても、文章の話題に対する文章の書き手の見解がはっきりと表明されており、また主張し

ようとすることが明示されている。

次に、C 型は、文章の全体的な主題が文章の開始部に置かれ、後続する中間部と終了部

が開始部に置かれた主題について解説する。換言すれば、C 型は、文章の開始部の個々の

段落や文が後続する段落群と個別に対応する文章の構造を持つものである。C 型の開始部

は、中間部の話題を予告しているが、この時、話題の予告だけでなく筆者の主張までが開

始部で述べられている。この点で、C 型は B 型を明晰化、典型化したタイプと位置づけら
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れる。

類型 A、B、C の特徴を備えていない文章のタイプを D 型とする。D 型の文章の全体構

造は、大きく 2 つの部分から構成される。まず、前半部は、文章の話題を提示し、それに

対する一般的な情報を述べる部分である。前半部では、文章の話題提示と、それに対する

大局的・抽象的な主張を表明するのに対して、後半部では、既に取り上げられた話題に対

する局所的・具体的な見解が述べられる。書き手の判断するその問題の解決方法が述べら

れることが一般的である。

提題・叙述表現の関係から日本語とインドネシア語の文章を検討した結果を、以下の【表

1】に示す。

【表 1】日本語とインドネシア語の文章構造類型

言語

文章型

日本語の文章 インドネシア語

の文章

1 A 型 104（50） 52（70）

2 B 型 81（39） 22（30）

3 C 型 2（1） 0

4 D 型 20（10） 0

207 74

※( )はパーセンテージを示す（以下、同様）。

ここでは、日本語・インドネシア語の文章構造類型の相違点について検討する。日本語

の文章の全体的構造は 4 つの型に分けられるが、インドネシア語の文章は、日本語のよう

な 4 類型でなく、2 つの型に分けられるという点で分類上の相違点が確認できる。しかし

ながら、インドネシア語は A 型が多いという点で日本語と同じ傾向が見られる。

以下の記述では、日本語とインドネシア語の文章にはいずれも A 型が多いという結果を

踏まえ、A 型の特徴について考察を加えたい。A 型の特徴については Danes（1974）と時

枝（1977）の立場が示唆的である。まず、Danes（1974）では、テーマとレーマの関係から

談話の文脈展開のあり方（thematic progression（TP））を「持続的主題による主題展開（TP

with a continuous theme）」、「レーマの線条的主題化による主題展開」、「派生的なテーマによ

る主題展開（TP with derived T’s）」の 3 つに分類している。そのうち、「レーマの線条的主

題化による主題展開（TP with linier thematization of rhemes）」は新しい指示対象が導入され

てから、その話題が次々と後続する文の主題となっていくタイプである。この「レーマの

線条的主題化による主題展開（TP with linier thematization of rhemes）」は文章 A 型の主題展

開と共通している。

そして、時枝（1977）によると、文章の表現形式の特異性として、時間的・継時的・線
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条的性格を述べ、「絵画や彫刻は、常に同時的全体 Simultaneous whole として把握される

のに対して、音楽や映画や言語は、常に継時的全体 Successive whole としてのみ把握され

る。従って、絵画、彫刻、建築などにおいては、コンポジションといふことが重要なこと

になるのであるが、言語表現においては、厳密な意味ではコンポジションといふ語は使へ

ない訳であつて、そこにあるものは、音楽におけると同時に展開といふことである。」（p.50）

という。A 型は文章中の文脈展開の仕方が線条的性格を持つ点で時枝の考えと共通してい

る。つまり、線条性のある文章1とは、文章を構成する要素、すなわち文章の成分が互いに

内容上の深い関係を持つ文章を指す。A 型はこのような関係を持つものである。

続いて、B 型の特徴について検討する。上記の分析結果では、日本語の文章は B 型が全

体の 39%で、A 型に次いで 2 番目に多い型であることが分かる。本研究でとりあげた分析

対象は限られているため、断定的な結論は避けなければならないが、B 型の 39%という割

合は、本分析において少なくない割合であることを述べたい。一方、インドネシア語の文

章は、B 型が 30%で、全体の分類において（A 型に比べるなら）多くないといえるだろう。

B 型は A 型と対照的であって、文章の開始部において、これから述べる話題に対する書

き手（新聞社）の見解・判断あるいは主張を先に提示するという文章構造のあり方である。

B 型は、新聞報道記事の特徴の一つとして知られる「逆三角形」である。つまり、文章中

で最も主張したい判断見解から書き始め、後続する部分が意見の根拠や解説などを述べる

構造である。また、B 型に分類される社説の特徴は報道記事の「逆三角形」2としての特徴

を備える文章であって、時間の制約があるという特定の読み手にとっては好まれる構造な

のではないかと考えられる。

C 型は B 型のうち、特徴的な類型であるが、とくに文章の開始部を構成する段落が中間

部の段落群に対応するという構造の特徴である。C 型の文章数は本分析の中では多くない

が、B 型の特殊型である。

D 型は A 型、B 型、C 型の特徴を持たない文章である。D 型は市川（1978）の分類して

いる「複合した文章」の特徴に類似しているものである。つまり、全体で一つの大きな文

章がいくつかの小さな文章に分けられ、全体が何らかの形で関係付けられた構造を指して

いるものである。また、D 型の文章は論説文としての社説文章の構造の一型であるが、特

に文章の全体的構造の中で最も書き手の主張したい部分を特定しにくい社説の文章構造で

ある。このような D 型に分類される社説はある問題に関わっている対策法を解説する説明

文や随筆文に近い論説文なのではないかと考えられる。

1 市川（1978）では、線条的文脈を「ひと続きの筋のように時間的に展開する文脈のことである」と定

義している。本研究では市川の定義に従う。

2 中村明他編（2011）『日本語文章・文体・表現辞典』の「新聞の文体」の項目における小

宮千鶴子の用語に従う。
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8.3.2 マクロレベルの分析観点

次に、マクロレベルの分析観点から日本語とインドネシア語の文章構造の特徴を考察す

る。以下、引き続き上記の観点（3）～（5）の順に従って考察を行う。

8.3.2.1 見出しの反復の観点から見た文章構造

本研究では、マクロレベルの分析観点として見出しの反復を手がかりにし、文章中の書

き手の主張を表す文（主題文）や段落（中心段）を観察し、それらを踏まえて文章構造を

類型化した。分析した結果は、以下の【表 2】のようにまとめられる。

【表 2】中心段の位置による文章構造類型

文章型

対象言語

開始部反復型 終了部反復型 中間部反復型 二重反復型 多重反復型 非 反 復

型

日本語 66（32） 84（41） 32（15） 9（4） 1（1） 15（7）

インドネシア語 23（31） 18（24） 5（7） 3（4） 23（31） 2（3）

上記の【表 2】では、日本語での社説の文章において終了部反復型が全体の 41％で最も

多く、次いで開始部反復型が 32％、中間部反復型が 15％、非反復型が 7％で、二重反復型

が 4％となっていることがわかる。多重反復型、つまり中心段が文章の 3 ケ所以上で繰り

返される多重反復型分類に入る文章は 1 本とごく少ない。

一方、インドネシア語の社説文章において、開始部反復型が全体の 31％で最も多いとい

う結果は日本語と対照的である。また、インドネシア語の文章は多重反復型が同じく全体

の 31％と多く、日本語との相違は明らかである。インドネシア語の文章では、開始部反復

型・多重反復型に次いで、終了部反復型が 24％、中間部反復型が 7％、二重反復型が 4%、

非反復型が 3％となっている。

以上の結果を踏まえ、両言語の文章構造の特徴を総合的にまとめると、日本語の文章は、

見出しの反復が文章の終了部に出現する終了部反復型が類型の中で最も多いのに対し、イ

ンドネシアの文章は、文章の開始部に出現する開始部反復型が多いという点で対照的であ

ることが分かる。

日本語の文章は、終了部反復型が全体の 41%を占めるが、中間部反復型との割合を考え

れば、中間部と終了部で全体の半数を占めていることが分かる。つまり、日本語の文章は

中心段落が比較的文章の後半（中間部反復型、終了部反復型）に現れやすいという特徴を

持つと考えられる。

一方、インドネシア語の文章では全体の割合から判断すれば、中心段は文章の開始部に

出現する傾向がある。上述の結果を見ると、開始部反復型が全体の 31%という結果が得ら

れるが、多重反復型の割合を合わせて考えれば、文章の前半に置かれる中心段（開始部反
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復型と多重反復型）は全体の 62%と過半数を占めており、全体の割合が比較的大きいもの

ではないかと考えられる。換言すれば、インドネシア語の文章では、書き手の主張する部

分が文章の開始部に多く現われるという特徴がある。

また、「非反復型」に目を向けると、日本語の文章は非反復型が 7％、インドネシア語の

文章は非反復型が全体の 3％にとどまることから、見出しは社説の本文において基本的に

繰り返されることが分かる。

以上の結果を総合してまとめると、見出しは文章中のどこかの部分で反復され、書き手

の主張を表すものとして、文章の中心段や主題文を把握するために重要な手がかりとなる

ことが確認できる。新聞の見出しについては、第 5 章に提示した馬場・植条（1988）の指

摘が示唆的である。馬場・植条（1988）では「記事の最も的確で簡潔な要約で、読者に本

文を理解してもらう「鍵」となるべきもの」とする。この立場に従えば、見出しに用いら

れる語句は最も重要で文章を把握するための手がかりとされるものとなる。逆に言えば、

本文においてあまり注目されない語句は文章の見出しに用いられないと考えられる。そう

いった意味では、見出しに用いられる重要な語句は本文における書き手の主張を表す部分

で反復され、文章の内容を提示する手がかりとなるといえよう。

8.3.2.2 文の叙述表現の観点から見た開始部と終了部

本研究では、マクロレベルの分析観点（4）として、文章の開始部と終了部の構造に注目

する。文章の開始部はこれから述べる話題の出発点となるものを提示する書き出しであり、

文章の全体的構造の方向と性格に大きく影響する。一方、文章の終了部はそれまで書きあ

げた話題をどのように締めくくるかを表す文章の一部分であり、文章の全体的な構造にお

いて重要な役割を果たしている。

文の叙述表現の観点から開始部と終了部の構造を分析するにあたって、第 6 章では、こ

れらの部分をそれぞれ 3 文とりあげ、次のように類型化した。

類型イ （意見＋意見＋意見） 類型ホ（意見＋事実＋事実）

類型ロ （意見＋意見＋事実） 類型へ（事実＋意見＋事実）

類型ハ （意見＋事実＋意見） 類型ト（事実＋事実＋意見）

類型ニ （事実＋意見＋意見） 類型チ（事実＋事実＋事実）

8.3.2.2.1 日本語の文章構造について

日本語の社説文章の開始部と終了部の構造について、イ〜チに分類した結果は【表 3】

のようになる。
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【表 3】日本語の文章における開始部と終了部の類型

類型

文章の部分

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ

開始部 6(3) 11(5) 12(6) 9(4) 27(13) 33(16) 32(15) 77(37)

終了部 96(48) 9(5) 9(5) 47(24) 6(3) 3(1) 24(12) 4(2)

上の【表 3】で確認できるように、「事実＋事実＋事実」という構造で構成される開始部

（類型チ）が 37%で最も多く、次いで類型へ「事実＋意見＋事実」の開始部が 16%という

結果が得られている。さらに、事実が多く含まれる類型チ「事実、事実、事実」、ト「事実、

事実、意見」、へ「事実、意見、事実」を合わせて考えれば、全体の類型のうち、68%を占

めることが分かる。換言すれば、日本語では、文章の開始部は 68％が事実を述べる文で構

成されていることが分かる。書き手の見解判断などによって意見を述べる文は全体の約 3

割で、開始部にはあまり出現しないといえる。このような分析の結果を踏まえ、日本語の

文章構造について検討していく。

これは、つまり類型へ、ト、チに分類された開始部では文章の結論や趣旨ではなく、こ

れから述べる話題が事実を述べる文で提示されることが多いという特徴である。逆に言え

ば、開始部が類型へ、ト、チに分類される文章は終了部で文章の結論や趣旨を述べる部分

になる可能性が高いと考えられる。

その主張の根拠は、上記の【表 3】で確認できるように、終了部について、意見を述べ

る文から始まる構成を持ちかつ意見文が多く含まれる類型であるイ、ロ、ハの割合を見る

と、全体の 58％という結果が得られることである。つまり、事実を多く含む文で構成され

る開始部は意見を述べる文で構成される終了部で締めくくられるという特徴があるのでは

ないかと考えられる。開始部と終了部との呼応関係がどのように構成されるかについては、

次の観点（5）でも検討していく。

すなわち、開始部が事実を述べる文で構成され、終了部が意見を述べる文で構成される

という特徴を持つ文章は上記の類型のうち、約 60%である。その 60%の文章は、分析観点

（2）提題・叙述表現の関係から分析した文章の A 型の特徴に共通している。A 型の特徴

は、文章の開始部においてこれからとりあげる話題が提起されるが、文章の結論とされる

内容や書き手の主観的見解判断は述べられないことである。もう一つの特徴は、全体を貫

く大きな話題が存在し、そこからより小さな話題が次々に展開していき、段落群ごとに小

括（話題ごとのまとまり）が置かれることである。分析観点（2）では、日本語において、

A 型が最大の類型であることを確認したが、観点(4)つまり異なる観点からもその点が追試

できたと言える。

また、どのような文が先に提示されるかを見ると、事実を述べる文で書き出される開始

部（類型ニ、ヘ、ト、チ）は意見文で構成される開始部（類型イ、ロ、ハ、ホ）よりやや
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多いという結果が得られる。これは特に論説文としての文章の特殊性であるのみならず、

書き手がこれから述べる物事の論証を筋道を立てて行う出発点となり、意見の文が文章の

後半に多く出現することによって、書き手が意見を主張しすぎないように提示することが

好まれるためであると考えられる。

さらに、日本語の開始部は意見の文が 2 文あるいはそれ以上連続的に繰り返されるとい

うことが比較的少ないことが分かる。例えば類型イ、「意見＋意見＋意見」、ロ「意見＋意

見＋事実」、ニ「事実＋意見＋意見」の割合を合わせても、全体の 15％にとどまっている。

開始部では意見があまり出てこず、書き手がその意見をおしつけがましく伝えず、むしろ

はっきりさせないという特徴があると考えられる。

一方、日本語の終了部がどのような特徴を持つかについても整理しておこう。まず第一

に、意見の文が終了部に多く出現するということが分かった。これは文章の全体構造を考

えると、開始部に事実の文を、終了部に意見の文を配列することによって、個々の部分の

機能が分担され、重複していないということである。文章の開始部はこれから述べる話題

についての事実の文が配置され、判断の根拠を述べるのに対し、文章の終了部は書き手の

判断を表す意見の文で構成されるという構造である。換言すれば、全体的な特徴として、

日本語の文章の開始部は文章中でこれから論証する話題を事実の文で導入するという構造

の特徴を持つ。つまり、開始部では文章の結論・趣旨がほとんど現われず、これから述べ

る話題の出発点となる事実の文が出現し易くなる傾向があると解することができる。

第 6 章の考察では開始部と終了部に出現する意見の文の表現形態についても調べた。そ

の結果、日本語の文章では開始部と終了部に出現する意見の文が共に、評価を示すものが

多いことが分かる。次いで認識表現の意見文、それから疑問・要望伝達の意見文、感情表

出という順である。最後には説明を表す意見の文である。ここで注目すべき点は評価表現

をとる意見の文についてである。評価表現は文章の書き手の主観的な見解判断を表明した

り、あるいは話題の概括・まとめを表したりする意見の文であるため、文章の中心段認定

の手がかりとなる。更に、その評価表現をとる意見の文が文章の見出しの反復や言い換え

（第 5 章の課題）で繰り返される同様のものであれば、文章の主題文になる傾向があると

考えられる。

8.3.2.2.2 インドネシア語の文章構造について

続いて、インドネシア語の社説文章の開始部と終了部の構造については、以下の【表 4】

のようにまとめられる。

【表 4】インドネシア語における開始部と終了部の類型

類型 イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ
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文章の部分

開始部 35(47) 4(6) 3(4) 4(6) 4(6) 1(1) 6(8) 17(23)

終了部 46(65) 5(7) 4(5) 5(7) 3(4) 1(1) 5(7) 3(4)

ここでは、インドネシア語の文章の特徴を検討する。結論からいえば、インドネシア語

では開始部でも終了部でも意見を述べる文が多く出てくるという特徴がある。開始部の構

造を分析した結果、類型イ、ロ、ハ、およびニで全体の 7 割を占めていることが分かる。

このことから、インドネシア語の文章における開始部は書き手の見解判断を表す意見の文

で構成されるものが多く、特に意見の文が 2 度（あるいはそれ以上）連続的に繰り返され

る類型イ、ロ、ニが全体の 68％と過半数を占めることが分かる。このように、インドネシ

ア語の開始部が意見を述べる文から構成されるという特徴は、日本語の文章の開始部の特

徴と比較して大きく異なるといえる。

また、インドネシア語文章の開始部の構造の特徴は、終了部においても同様の傾向が見

られる。意見の文を多く含む類型の割合を数えると、全体の 84%が意見の文から構成され

る終了部を有するということである。これはつまり、終了部に意見の文が多く出現するこ

とが両言語における共通点であるが、インドネシア語では特に顕著であると言える。

更に、インドネシア語の文章における意見文の叙述表現の表現形態を見ると、評価表現

の多用は両言語に共通の傾向であることが分かった。しかし、インドネシア語文章の意見

文は例えば「seharusnya（～シナケレバナラナイ）」、「semestinya（～シナケレバナラナイ）」、

「pasti～（きっと）」、「～bukanlah（～ダカラコソデハナイ）」等のような表現で強い見解

判断を主張するものがよく用いられるのに対し、日本語文章の意見文は「～が重要だ」、「～

が求められる」、「～モライタイ」、「～シテホシイ」など比較的弱い見解判断を表わす表現

が使用される。さらに、日本語の意見の文は文章の全体的構造において中間部の後半から

終了部に集中して出現する。この特徴についても、インドネシア語の文章との相違点であ

ると考えられる。終了部では「semestinya」（～シナケレバナラナイ）、「seharusnya」（～シ

ナケレバナラナイ）等の評価の表現形式が多用され、文章中の話題に対する書き手の主張

を直接読み手に働きかけ、話題をまとめる機能を果たしている。

8.3.2.3 開始部と終了部との呼応関係について

分析観点（5）は、文章の開始部と終了部の構成を叙述表現の観点から分析し、これらの

部分がどのような形態的特徴を持つかを明らかにするものである。文章の開始部と終了部

とが統括性を形成するためにはなんらかの呼応関係を形成するのが観察される。開始部と

終了部の関係を分析した結果は、以下の【表 5】にまとめられる。
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【表 5】日本語とインドネシア語の文章における開始部と終了部の呼応関係

【表 5】で確認できるように、日本語の文章における開始部と終了部の関係を考察した

結果、A.1 話題の回帰が全体の 36%で最も多く、次いで A2 課題・質問‐解決・答えの関係

が 32%で、A.3 時間的関係が全体の 12%、A.4 対照的関係が 4%となっている。そして分類

B の文章は 33 本で、全体の 16%という結果が得られる。分類 B は言語形態によって開始

部と終了部の呼応関係が見出せないが、推論によって開始部と終了部の呼応関係が形成さ

れるものである。

一方、インドネシア語の文章における開始部と終了部の関係を考察した結果、話題の回

帰が全体の 54%で最も多く、次いで課題・質問‐解決・答えの関係が 27%で、対照的関係

が 4%となっている。時間的関係による開始部と終了部との呼応関係は一例も見当たらな

かった。そして分類 B の文章は 11 本で、全体の 15%であることが分かる。

分析の結果を概観すると、日本語とインドネシア語の文章ではいずれも、「A.1 話題の回

帰」が類型の中で最も多く、次いで「A.2 課題・質問－解決・答えの関係」があるという

共通点が確認できる。また、分類「A.4 対照的関係」についても、両言語においてどちら

も文章数の割合がほぼ類似していることが分かる。

8.3.3 まとめ

以上、日本語とインドネシア語の文章を分析の対象とし、両言語の文章についてマクロ

レベルの分析観点からどのような特徴が見えてくるかを検討した。マクロレベルの分析観

点は、ミクロレベルの分析観点から検討した結果を補強する。ミクロとマクロの観点を包

括的に利用することによって、より明確に両言語の文章構造の特徴を見いだすことができ

ると考えられる。

以下、ミクロレベルとマクロレベルの分析観点の対応で考察し、両言語の文章にどのよ

うな特徴があるかを見ておこう。

言語

分類

日本語 インドネシア語

A 言語形態によるもの

A.1 話題の回帰 75(36) 40(54)

A.2 課題・質問‐解決・答え 67(32) 20 (27)

A.3 時間的関係 23(12) 0

A.4 対照的関係 9(4) 3(4)

B 推論によるもの 33(16) 11(15)

合計 207 74
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8.4 ミクロレベルの分析観点とマクロレベルの分析観点の対応

ここでは、提題・叙述表現の関係（ミクロレベルの分析観点）から分析した結果と、見

出しの反復の観点、文の叙述表現の観点から見た開始部と終了部の構造、開始部と終了部

との呼応関係、という観点（マクロレベルの分析観点）から分析した結果の整合性につい

て述べる。

8.4.1 提題・叙述表現の関係から抽出した構造類型と見出しの反復から抽出した文章構

造類型の対応

8.3.2.1 節で述べたように、日本語の社説の構造における統括性を提題表現と叙述表現の

観点から考察し、日本語の文章構造の類型として A 型、B 型、C 型、D 型といった分類を

設定した。それぞれの類型の特徴は既述したことを参照されたいが、まず見出しの開始部

反復型の文章は B 型、C 型の文章に当てはまる。すなわち、開始部反復型は文章の主題を

表す部分が開始部に存在するものである。これは、文章の開始部でこれから取り上げる話

題について書き手の見解判断が述べられるという点で B 型・C 型に類似している。

終了部反復型と中間部反復型の文章は文章中の最も伝えたい部分が終了部、あるいはそ

の一部が中間部に出現するという点で A 型と共通している。そして中心段が二重反復型あ

るいは多重反復型に分類される文章は D 型に分類される傾向がある。

次に、インドネシア語の文章構造類型「多重反復型」について述べる。上記の分析結果

で確認できるように、日本語の文章では一般に、文章の主題を含む中心段が開始部と終了

部のいずれで提示されるかで 2 大類型になるのに対し、インドネシア語では、主題文が文

章の開始部に現われることが多く、2 回以上に分けて提示されることや、3 つの区分に出現

する文章も少なくない。この現象は、主題文（文章中で最も書き手の主張したいことが書

かれる文）が社説中で何度も繰り返されることと一致している。このことから、インドネ

シア語の社説文章の全体的構造は「書き手の主張を繰り返すこと」で特徴づけられると考

えられる。

8.4.2 提題・叙述表現の関係から抽出した文章構造類型と開始部と終了部の構造との対

応

次に、5 つ目の観点、第 7 章で観察した、提題・叙述表現の関係から抽出した文章構造

類型と開始部と終了部の構造の関係について述べる。

提題表現と叙述表現の関係から日本語とインドネシア語の文章を分析した結果から、文

章構造の類型は A 型～D 型に分けられるが、このように文章構造を類型化するにあたって、

開始部と終了部の役割が重要な手掛かりとなるということが分かった。従って、両言語の

文章構造を分析するためにはマクロレベルの分析観点としての観点（4）文の叙述表現の観

点から見た開始部と終了部と観点（5）開始部と終了部との呼応関係を設定した。
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調べた結果、日本語の文章では、事実の文を多く含む類型に分類される開始部が多く観

察されるが、それに対して意見の文を多く含む類型に分類される終了部が多いという特徴

が確認できる。これはつまり、開始部は文章中の話題を提示するのに対し、終了部は意見

を述べる文で構成され、文章中の書き手の見解判断を述べる部分であることが考えられる。

一方、インドネシア語の文章では、開始部と終了部とも意見の文で構成されることが多く

観察された。つまり、開始部は文章の話題が提示され、更にその話題に対する書き手の見

解判断が述べられるが、終了部はこれまでの話題に対する見解判断などを述べることで構

成されるという特徴が確認された。

本研究では、最後の課題として、文章の統括性を生み出すために開始部と終了部の呼応

関係がどのように形成されるかを検討した。その結果、大きく 2 つの類型が抽出できる。

A 言語形態に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

B 推論に基づく開始部と終了部の関係から見いだされる文章の統括性

文章の開始部と終了部の呼応関係を調べた結果より、特に注目しておきたいのは、分類

の「A.1 話題の回帰」と「A.2 課題・質問－解決・答え」である。以上の分類では「A.1 話

題の回帰」と「A.2 課題・質問－解決・答え」が合わせて全体の 69%で 2 つの多い分類と

して位置づけられる。このような部分的関係を持つ文章は論説文としての社説文章におけ

る文脈展開形態のありかたと無縁ではないのではないかと考えられる。社説文章を構成す

る話題の全体的構造は時間軸によるのではなく、とりあげる話題を構成する言語表現の論

理的関係や概念的関係によって展開される。「課題・質問‐解決・答え」の関係は論理的関

係あるいは概念的関係を築くものの一つである。具体的には、文章の開始部は後続する部

分で解説する課題や問題点を提示する一方、終了部はその課題や問題点に呼応する解説や

答えを述べる部分である。このような部分関係は、文章における論理的な展開を築くのみ

ならず、文章における書き出しの部分と終了の部分とが呼応し合って、文章に内在する統

括性を形成するものである。

両言語における分類「A.1 話題の回帰」についての特徴を特に指摘しておきたい。話題

を回帰させる言語表現についていえば、日本語の文章においては「今回の～」、「今の～」

等のような表現が開始部の話題へ回帰する言語表現として重要な役割を果たしている。し

かし一方、インドネシア語の文章では同様の表現がほとんど用いられない。開始部の話題

を回帰させる言語表現としては指示表現と語句の反復表現が多用されている。これは両言

語の文章における相違点である。このような特徴は、提題叙述表現の様相の分析（第 4 章）

で確認した特徴、すなわちインドネシア語文章の全体的構造は「書き手の主張を繰り返す

こと」で構成されるという特徴の一現象面といえる。

最後に、分類 B についてだが、分析結果を見ると、分類 B「推論による呼応関係」は両
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言語のいずれも、全体の 1 割から 2 割までという点で共通している。割合については全体

の割合とどう関係するかについての判断が難しいが、ここで述べたいのは文章内における

推論による部分的関係が多ければ多いほど読解時の文章の内容理解がより難しくなるとい

うことである。また、推論に用いられる知識には文化的差違が関係する場合もあり、この

点が学習者の読解の妨げのポイントとなっている可能性が指摘できる。

このように、日本語とインドネシア語の文章を対象とし、開始部と終了部との呼応関係

の形態を類型化すると、さらにそれに基づき他の分類観点との相互関係を整理することで、

文章の統括性をより具体的かつ重層的に明らかにすることができるのではないかと考えら

れる。両言語には以上の分類結果において同様の分布を示す傾向があるが、呼応関係を示

す言語表現は一部異なっている。

8.4.3 まとめ

ここでは日本語とインドネシア語の文章構造の特徴を論ずる。

日本語では、文章の全体的構造における共通点、全体的傾向として、3 点の特徴が挙げ

られる。まず、文や段落の配列からみた特徴を考えてみる。日本語の社説の文章は話題を

導入するにあたって、事実を述べる叙述表現や引用表現を含む内容、すなわち客観的に出

来事や様子を述べる叙述表現で構成される傾向が見られる。客観的な事実をふまえた話題

を先に述べておき、書き手の見解判断を後述するという構成が文章の全体的構造において

見出される。その結果、文章の終了部は一般に、書き手の見解判断や読み手への働きかけ

などを示すもので構成されることとなる。

また、文章の全体的構造において展開されている話題ごとのまとまりを形成する表現形

態には、「そうした」、「こうした」のような指示表現や反復表現、あるいは見解判断の叙述

表現等が見られ、これらによって意味内容上のまとまりが示されることで相対的な大小の

区分が生じる。各々のまとまりは個々の文脈の内容上の関連と切れ目の相関によって生じ

るものと考えられる。そこで文章の統括性が形成される。この特徴は本研究で抽出したど

の文章類型でも共通して見られる。

更に、文章の全体的構造を締めくくる終了部では、一様に書き手の見解判断や読み手へ

の働きかけなどを示す表現が多用されるという特徴がある。この点から考えると、日本語

文章の終了部には共通する特性を見出すことができる。

この点については、西原（1990）が示唆的である。西原（1990：36‐39）では、日本語

と英語との修辞法に違いが認められ、「日本語では章の終りに配置される内容が英語では冒

頭に置かれるという修辞パターンの差が明示されている。英語では次に続く部分の内容へ

の予告として一般的な事柄をまず述べる。英語母語話者の話は最初を聞けば分かる」とし、

（中略）「逆に日本語では徐々に説き起こして結論に至る、いわゆる『起承転結』型は一般

的に受け入れられている」ともする。
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次に、インドネシア語の文章構造における特徴を述べる。インドネシア語の文章では、

話題が導入されると同時に、それに対する意見を述べる叙述表現、すなわち主観的な見解

判断や疑問や読み手への働きかけを述べる叙述表現で構成される傾向が見られる。客観的

な事実や事柄を述べる叙述表現は比較的、文章の中間部に置かれることが多い。文章の終

了部は一般に、改めて書き手の見解判断や読み手への働きかけなどを示すもので構成され

ることとなる。その結果、インドネシア語の文章の全体的構造は、書き手の見解判断を後

述するという構成が文章の全体的構造において見出される。

インドネシア語の文章は、話題を論理的に展開するために、接続表現、指示表現、同一

語句の反復などの表現によって話題の展開が明示的に示される。その結果、文章を構成す

る文の連接は接続詞、指示詞等によるばかりでなく、疑問文と応答文の関係、あるいは先

行した文の内容から予想されうる内容を後続文で示す、という方法によって話題展開が構

成されている。これに対して、日本語では、提題表現を省略することが多いことから文と

文、段落と段落との関係は暗示的に示されている。故に、特に日本語学習者にとっては日

本語の文章を構成する話題展開を把握することが困難になっていると考えられる。
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結論と今後の課題

1. 結論

本研究の主な研究対象は、日本語の論説文の文章構造類型である。特に、文章の統括性

がどのように構成されるかを明らかにし、その統括性のあり方によって文章構造を類型化

することが主要な目的である。

日本語の文章構造、特に文章の統括性を課題として取り上げて分析したのは次のような

経験が研究の動機となっている。日本語学習の現状を見ると、インドネシア人日本語学習

者にとって、日本語の文章を理解する際には大きな困難が存在する。そしてその困難は、

文章の文脈、即ち段落と段落との関係から生じることが多いと考えられる。というのは、

日本語学習者に対し、読解の授業の中で、日本語の文章の全体的内容を聞くと、「文章の展

開が理解できないため、文章の全体的意味が分からない」、「どうしてこの話題がここにあ

るのかわからない」という悩みをしばしば耳にするからである。インドネシア人日本語学

習者には、文章を構成するそれぞれの文の意味は理解できるのに、日本語の文章に内在し

ている文脈展開形態や書き手の主張する意見などがよく分からないのである。これは、日

本語の文章構造にある文脈展開の問題と関わっているのではないかと思われる。また、こ

のことは、日本語の文章には構造上の特徴があること、そしてその特徴を明らかにする研

究が求められることをも示唆する。

以上のような研究の要因を動機として、本研究では、論説文としての社説を取り上げ、

日本語とインドネシア語における文章の構造を文章論の観点から比較対照した。社説を研

究の対象としてとりあげたのは、社説は文章の難易度と文章の長さが日本語の中･上級学習

者の能力に適しており、更に日本語学習の資料ともなること、文章の文脈展開が明瞭であ

ること、文章の中で主張する部分が表現形式によって明示されることなどの要因に関わっ

ているからである。

本研究の結果は、第 8 章で示した各章での分析結果をまとめたとおりである。ここでは、

各章での分析結果を再び提示することはしないが、これまでの分析から全体の結論として、

日本語とインドネシア語の文章構造の特徴をごく簡単に述べておくことにする。

本研究では、日本語の文章構造、特に文章の統括性がどのように構成されるのかを解明

することを探求し、この目的を達成するために、日本語の文章を分析するにあたってイン

ドネシア語の文章との比較対照を通じて分析した。その結果、次のようなことが確認でき

た。



218

(1) 日本語とインドネシア語の文章では、関連語句の反復を通して、文章の統括性及び意

味的まとまりや話題の転換が図られていることが分かった。日本語においてもインド

ネシア語においても、文章の中で出現する話題は、語句の反復によって先行の話題を

受け継ぎながら、新たな話題が展開されていくという文脈展開の形態が多く確認でき

た。また、両言語の文章におけるもう一つの共通点は、話題をまとめるときの特徴で

ある。すなわち、日本語とインドネシア語の文章で、先行した話題をまとめるにはそ

れまでとりあげた話題を、関連語句の反復で再度提示し、接続詞あるいは指示詞によ

ってまとめるという特徴が確認できた。

(2) しかし、両言語の文章には共通点だけでなく、相違点もあることが確認できた。日本

語の文章では、反復表現が多様なレベルの関連語句で示されることと関連して、文と

文あるいは段落と段落との間の関係をしめす言語形式がごくわずかであることから、

文脈展開は暗示的であるといえる。一方、インドネシア語の文章では、文章における

文脈とまとまりが、主に同一語句の反復表現と代名詞で形成されていることが分かる。

具体的には、話題を提示してから、その話題を後続する部分で語句の反復表現や代名

詞によって展開していくという文脈展開形態が観察された。そのため、文間の関係と

まとまりは一見して明示的である。

(3) 提題表現と叙述表現の関係から日本語とインドネシア語の文章を検討した結果、日本

語の文章は類型 A 型～D 型の 4 つの型が確認できるが、インドネシア語の文章構造は、

日本語のような 4 類型でなく、2 類型のみで分類できる。インドネシア語は話題を次々

に展開しながら終了部で書き手の見解判断を結論として提示する A 型が多いという点

で日本語と同じ傾向が見られる。

(4) 見出しの反復の観点から日本語とインドネシア語の文章を分析した結果、日本語の文

章は中心段落が比較的文章の後半（中間部反復型、終了部反復型）に現れるという特

徴を持つが、インドネシア語の文章では中心段が文章の開始部（開始部反復型）に多

く出現し、あるいは書き手の主張を表す中心段が文章中の 2 回以上（多重反復型）に

出現する傾向がある。

(5) 文の叙述表現の観点から開始部と終了部の構造を分析した結果、日本語の文章では、

開始部に事実を述べる文が置かれ、終了部に意見の文が多く置かれるという特徴が確

認できる。これはつまり、開始部が文章中の話題を提示するのに対し、終了部は意見

を述べる文で構成され、文章中の書き手の見解判断を述べる部分であることが考えら

れる。この点は、2 第類型をなす A 型、B 型の特徴に矛盾しない。一方、インドネシア

語の文章では、開始部、終了部とも意見の文で構成されることが多い。つまり、開始

部は文章の話題を提示し、更にその話題に対する書き手の見解判断が述べられるのに

対し、終了部はこれまでの話題に対する見解判断などを述べることで構成されるとい

う特徴が確認できた。
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(6) 項目（5）に示した結果を踏まえ補足するために、本研究では開始部と終了部に出現す

る意見文の表現形態についても調査した。調査した結果、日本語の文章では開始部と

終了部に出現する意見の文が共に、評価を示すものが多いことが分かった。次いで認

識表現の意見文、それから疑問・要望伝達の意見文、感情表出という順である。最後

には説明を表す意見の文である。ここで注目すべき点は評価表現の形をとる意見の文

についてである。評価表現は文章の書き手の主観的な見解判断を表明したり、あるい

は話題の概括・まとめを表したりする意見の文であるため、文章の中心段認定の手が

かりとなる。更に、その評価表現をとる意見の文が文章の見出しの反復や言い換えを

含むものであれば、文章の主題文になる傾向があると考えられる。

(7) 開始部と終了部の呼応関係を分析した結果、日本語とインドネシア語の文章ではいず

れも、「A.1 話題の回帰」が類型の中で最も多く、次いで「A.2 課題・質問－解決・答え

の関係」があるという共通点が確認できる。また、分類「A.4 対照的関係」についても、

両言語においてどちらも文章数の割合がほぼ類似していることが分かる。一方、「A.3

時間的関係」は日本語にのみ観察され、インドネシア語には該当するものが観察され

なかった点が相違点として指摘できる。

以上のように、ミクロレベルの分析観点とマクロレベルの分析観点から日本語とインド

ネシア語の文章構造を分析したところ、両言語の文章には（1）～（7）の特徴が確認でき

た。

２．今後の課題

以下では、本論において触れることができなかった課題を述べ、今後の課題とする。

(1) 本研究では、分析対象とする新聞社説の文章数が限られており、文章構造の解明につ

ながる新しい観点の提示や、既存の文章構造類型を修正した新たな文章の類型を提示

するためには文章数を増やした十分な検証が必要である。第 1 章で述べたように、本

研究では、佐久間説の文脈展開形態のうち、反復表現、提題表現、叙述表現を分析観

点とし、日本語とインドネシア語の社説文章の構造を分析したが、今後の課題として

は、これまでの分析観点と別に、例えば接続表現、指示表現、省略表現などをミクロ

の分析観点として考慮し、日本語とインドネシア語の社説文章における特徴を総合的

に検討する必要がある。

(2) 本研究では、関連語句の反復をとりあげて両言語の文章の文脈展開と統括性の特徴を

見出しているが、関連語句の反復の判定や系列の設定には筆者の主観の介入が否めな

い。関連語句の反復の判定方法や関連語句の反復で形成される系列の名称の設定など

には検討課題を残している。これらの点は今後の課題とする。

(3) 本研究では、提題・叙述表現の関係から文章の統括性がどのように構成されるのかを
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検討し、またその文章構造類型を A 型～D 型に分類した。が、文章構造類型の各型は、

各型の名称を含め、それぞれの文章構造の特徴についてさらなる検討の必要があると

考えられる。また、主に日本語の文章における文脈展開形態の A 型～D 型は、学習資

料となりうる。インドネシア人日本語学習者にどのように導入すればよいかについて

の教授法を含めて教育現場で実践しながら検討することも課題となる。

(4) 今回の分析対象は論説文としての社説を対象として取り上げたが、今後はさらに広げ

て日本語の文章の他のジャンル、例えば学術論文、説明文の文章構造を分析し、文章

の文法について明確にし、そこに言語学的の様々な観点を使用することも課題として

挙げられる。更に、そのジャンルごとにインドネシア語との対照を進めたい。

(5) 日本語教育の分野では、本研究で分析した結果を実践の方法論として生かすことによ

って、インドネシア人日本語学習者の言語能力と運用力の育成を行っていきたい。

３. 日本語教育への応用について―おわりに代えて―

上記の 2 節で述べたように、今後の展望では、本研究で分析した結果が日本語教育の分

野でどのようにして実践の方法論として生かすことができるかを今後の課題として挙げた。

教育への応用は、研究の動機とも大きく関わっている。その実践によってインドネシア人

日本語学習者の言語能力と運用力の育成を行っていきたい。本研究の終わりに、改めてこ

の課題について、筆者の考えを示しておく。

本研究は教育への寄与をも目指した対照研究の一つである。日本語・インドネシア語

の比較対照を、文章を対象として行うことによって、両言語の相違点を把握し、日本語文

章の文脈展開における特徴を明らかにすることを試みた。本研究の主眼は日本語文章論の

一実践であるが、対照研究の蓄積の一つとして、本研究の成果は、学習者が外国語として

の日本語を学習する際に起こりやすい問題の対策を見いだすことにもつながる。

言うまでもないことであるが、文章構造に関する研究は教育への応用の観点から検討す

ることも重要である。特に読解や作文の教育において、文章構造に関わる研究の成果は役

に立つ。つまり、外国人日本語学習者に対する日本語教育の分野における読解や作文の教

授法には日本語学の研究、特に文章論の研究結果に基づいて学習の活動を活かしていくこ

とができる。もちろん、文章論だけでなく、日本語学の研究における他の分野、語彙論・

構文論・意味論なども、日本語教育への実践的応用に深く関わっていることは言うまでも

ないが、ここでは特に、本研究の分析結果を手がかりとし、「読解力」、「作文力」の養成に

おいて困難が認められるインドネシア人日本語学習者に、その「読解力」、「作文力」の養

成にどのように貢献できるのかを考えてみたい。

第一に、学習者の「読解力」、「作文力」を養成するための重要な情報である。本研究で

は両言語の文章における文脈展開の特徴を検討した。本研究では関連語句の反復表現と提

題・叙述表現の関係を具体的な手がかりとし、文章の文脈展開を検討した。その結果、日



221

本語とインドネシア語の文章にはさまざまな類似点と相違点があることが確認できた。両

言語の文章では、関連語句の反復は文脈展開と統括性に関与していることに共通点がある

一方、文脈展開や統括性をなしている言語表現のあり方は両言語の文章において相違点が

確認された。このように、本研究の成果は論説文の文脈展開にかかわる諸特徴、すなわち、

論説文としての社説文章はどのような文章ジャンルか、どのような文法形式が話題展開や

統括性に関与するのか、話題の転換や保持の時、どのような言語表現が有効に用いられる

か、あるいは文章の統括性がどのように構成されるのか、文章の開始部と終了部がどのよ

うにして文章の統括性をなしているのか、等のような点について、具体的に説明を与えう

るものである。十分に整理したうえで適切に提示できれば、読解や作文の授業の中で有益

かつ具体的な指導方法として活用できるのではないかと考えられる。

第二に、文章の中心段や主題文を認定する方法についてである。本研究では、文章中で

書き手の最も主張したい部分を、見出しの反復表現の観点から調査した。見出しの反復の

様相に基づく説明は、上記の第一の課題と同様に、直ちに実際の読解授業の中で応用でき

る。また、文章の中心段あるいは主題文を認定する方法の一つとなるのではないかと考え

られる。

第三に、本研究で収集した論説文としての社説は、日本語学習の資料となり、学習教材

の開発に役立つ。そもそも、社説の文章自体はその日のニュースに関わる話題が取り上げ

られ、新聞社各々の見解を表す論説文であって、最新性且つ現実性のある学習資料である。

しかし日本語文章の文脈展開について整理がなされていない段階では、中上級の授業であ

っても、学習資料や教材とするには難解すぎるという問題があった。本研究の成果を踏ま

えれば、社説の文章を学習資料とするのは学習者の「読解力」、つまり文章の内容や情報を

読み取る能力だけでなく、「作文力」を養成する学習資料となり得よう。もちろん、社説の

文章を使用する際には、学習レベルに合わせ、課題ごとに整理する必要があるが、例えば、

学習者には文章構造、論理的展開、文章の配列などに関わっている言語知識や技能を身に

つけさせるための学習資料となるのである。

以上のように、本研究の成果が、インドネシア人日本語学習者の「読解力」、「作文力」

の養成にどのように貢献できるのかについてごく簡単に述べた。が、日本語教育への応用

に資するには更なる検討の必要性のある課題が多く残されている。本研究の筆者も、本研

究、日本語とインドネシア語の社説文章の分析をはじめの課題として、今後、様々な文章

ジャンルを総合的に分析したい。日本語の研究、またその日本語教育への応用に貢献し続

けることを目指して筆を擱くことにする。

（以上）
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第 4 章 インドネシア語の文章構造における統括性―提題表現と叙述表現に注目して―

書き下ろし

第 5 章 日本語とインドネシア語の文章構造―見出し文の反復を手がかりにして

「日本語とインドネシア語の文章構造―見出し文の反復を手がかりにして―」『名古屋言語

研究』 Volume 7 pp.63-78. 2013.

第 6 章 日本語文章の開始部と終了部について―インドネシア語の文章との対照を通して―

「日本語文章の開始部と終了部について―インドネシア語文章との対照を通して―」『名古屋

言語研究』Volume 8 pp.69-83. 2014.

第 7 章 日本語文章の開始部と終了部との呼応関係―インドネシア語の文章との対照を

通して―

「日本語文章の開始部と終了部との呼応関係」国際セミナー『東南アジアにおける中等日本語

教育と教師養成予稿集』 2013 年 12 月 20－21 日における口頭発表をもとに加筆修正

第 8 章 総合的考察

書き下ろし

結論と今後の課題

書き下ろし
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