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Abstract 

 

The purpose of this paper is to clarify the textual features of “life reviews”, 

narratives told by two elderly Japanese women at a nursing home from a stylistic and 

narratological point of view. First, we explain the background behind the stories told 

by the two narrators. The current study is part of a project carried out in collaboration 

with researchers in other fields of study, such as health and medicine, psychology, 

literature, and stylistics; and through this interdisciplinary project, the life histories 

of the elderly at a nursing home were collected. Some of the narrators have symptoms 

of Alzheimer’s disease, and they were encouraged to tell their retrospective narratives 

because data show that the act of telling stories of one’s past could slow the progress 

of the disease. One of the authors has been helping the research by stylistically 

analysing the narratives and examining whether or not and to what extent the 

narrators’ conditions are reflected in their writing style. Second, we present a stylistic 

analysis of the two narratives, focusing on narrative structure and evaluative devices. 

We also clarify how each of the two narrators refers to herself—one uses ‘I’ 

                                                         
1 本稿は、JAILA第 5回全国大会（2016年 3月 13日、於東京理科大学）および PALA (Poetics and 

Linguistics Association)2016（2016年 7月 29日、於カリアリ大学）における 2件の口述発表と、平成

25－平成 27年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研究研究成果報告書『医療・心理・教育におけるナラ

ティブ・データの汎用性の検証と分析手法の確立』(2016)に掲載された拙論に、加筆・修正を施した

ものである。 
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consistently, and the other often uses ‘we’—and consider how these contrasting 

stylistic features are related to the theme of the narratives. Finally, we consider how 

the stylistic analysis contributes to the ongoing interdisciplinary research that 

examines a variety of plebeian narratives told as life reviews at the nursing home. 

 

1. はじめに 

 

本研究は、文体論・物語論の手法を援用し、介護老人保健施設入所者による語り（＝ライフレビ

ュー）2の形式的特徴と効果を明らかにすることを目的とする。本論文は、兵庫県立大学環境人間学

部にて進行中の共同研究3の一部であり、特に内田が介護老人保健施設で収集したナラティブ・デー

タを寺西が文体論的視点から分析を加えて考察した部分について論じる。 

 

2．研究背景 

 

日本の要介護者・要支援者は平成24年度末時点で545.7万人に達しており、介護ケアサービスの拡

充および介護予防は喫緊の課題となっている。中でも重要なのが、要介護者・要支援者への精神的要

素のケアである。外界と意思疎通する意志・機会の喪失により、認知症等の症状を持つ高齢者が社会

との「つながり感」を失ってしまい、その結果疾病がさらに進行してしまうというケースは少なくな

い。そのような状況の中で注目されているのがライフレビュー（回想法）である。 

 ライフレビューとは、要介護者の精神的な要素に働きかける手法の一つで、人生の歴史や思い出を

聴き手が共感的に聴き、相互作用を通じて高齢者自身が自己を洞察していく方法である。これは

1963年に米国の精神科医Butlerによって提唱されたもので、高齢者が過去を振り返るという行為が

「現実逃避」である等当時は概ね否定的に捉えられていたことを考えれば、Butlerの先見性は特筆に

値する。 ライフレビューの介入効果としては、情緒の安定、問題行動の軽減、うつ傾向の軽減、対

人関係の改善などが挙げられるが、最近では特に認知症の進行の抑制に対する効果が期待され、注目

されている（Haber 2006、扇澤他2014、Nall 2015等参照)。 

 本研究においてライフレビューを実施し、その語りを録音して収集した点には、健康科学および文

体論に基づく理由・経緯がある。前者として、認知症発症予防等を目的としてライフレビューを応用

する試みは数多いが、認知症患者は年々増加・多様化しており、ライフレビューそのものの効用にも

個人差が生じている点が挙げられる。事例研究の積み重ねが不可欠と考えられる。一方文体論から

は、医療・介護分野ではライフレビューの治療的効果のみが注目されており、語りの内容・文体には

焦点が当てられていない点が指摘できる。以上の現状を踏まえて、本研究では、ライフレビューと認

                                                         
2 本稿で用いる「ナラティブ」、「語り」、「話」という用語は、語り手が話した内容とその文字化され

たテクストデータを示しており、ほぼ同一の意味で用いられている。 
3 「医療・心理・教育におけるナラティブ・データの汎用性の検証と分析手法の確立」（平成 25－27

年度挑戦的萌芽研究 代表者：奥田恭士（フランス文学・物語論）、研究分担者：内田勇人（健康科

学）、井上靖子（臨床心理学）、糟屋美千子（ディスコース分析）、寺西雅之（文体論）） 
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知症の進行度の相関性に着目し、２人の介護老人保健施設入所者による語りの文体を分析・考察し

た。 

 

3. 分析手法 

 

斎藤（2000）とSaito (2016）によると、文体には、(1) 装飾、(2) 個人の言葉の癖、(3) 選択、(4) 逸

脱、(5) 一貫性（例：「詩」の文体）、(6) 共示性（＝シンボル）という６つの考え方があるとされる。

本研究でまず明らかにすべきは、(2)である。但し、「村上春樹の文体」といった一流作家の一連の作

品の特徴ではなく、「素人」である語り手が、時には無意識に用いるような「言葉の癖」を明らかに

することが中心となる。また、本研究で対象となっている「庶民的ナラティブ」というジャンルの文

体的特徴（すなわち(5)）を明らかにすることは、最終的な目的であり、特に本研究は庶民的ナラティ

ブの中でも「介護老人保健施設入所者」の語りの特徴を明らかにするための第一歩である。4 

文体は「創造性」(creativity)と極めて密接な関係にあり、特に日常言語の創造性分析は近年多くの

文体論者が注目している問題である。中でも、Carter (2011)による２種類の創造性の区分：Creativity 

1（文学性重視：作品全体を通じての効果）とCreativity 2（言語使用重視：日常言語の「遊び」、対

話で偶然起こる「ユーモア」等）は、本研究にとっても重要である。すなわち、語り手の用いる創造

的な文体が散発的なものではなく、語り手の意図・語りのテーマにも関連しているかどうかは、その

創造性の質を測定する上で、極めて重要と考えられる。 

最後に、文体論と物語論（ナラトロジー）の関連である。文体論は、内容を伝えるための形式、す

なわち文体(style)を研究対象とするが、ナラトロジーもまた物語(story)を伝えるための形式、すなわ

ちディスコース(discourse)を研究対象にしている(Shen 2014)。また、両分野の融合と考えられる

‘Narrative Stylistics’ (Simpson 2014)の代表例であるLabov (1972)は、オーラル・ナラティブ（口述

による話）に関する著名な分析モデル5であり、本研究においても、収集された語りがそのモデルに当

てはまるかどうかに注目して分析を行っている。 

 

４．文体分析 

 

今回取り上げるライフレビューは、ある介護老人保健施設に入所している高齢者が２人の聞き手

（学生）に対して語ったものである。これらの語りは、協力者の許可のもと録音され、その後逐語書

き起こされた「オーセンティック」なテクストである。以下その詳細について述べる。 

 

4.1 語り手について 

                                                         
4残りの(1)、(3)、(4)、(6)は、テクストのどういう特徴に注目するかという問題であり、また後述する

創造性（Creativity）や Evaluationの技法とも関連する。 
5 Labov(1972)によると、オーラル・ナラティブは、(1)An abstract（（１文程度の）要旨）(2) An orientation

（方向付け）(3) Complicating action（重要な出来事）(4) Evaluation（語り手による評価）(5) Result / 

Resolution（結末）(6) A coda（コーダ）で構成されている。(Simpson 2014 ;Teranishi 1996; Toolan 1988 等

参照） 
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 介護老人保健施設に入所している２人の語り手に関する情報は下記の通りである。 

 

 

表1 語り手に関する基本情報 

語り手 A B *「要介護度の目安」(http://www.iryo-net.jp/rh/kaigohelp.html)

等を参照。 

** MMSE(Mini Mental State Examination)は、30点満点で評

価され、22-26点で軽度認知症、21点以下で認知症が疑われる。 

*** HDS-R（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）は、30点満

点で評価され、20点以下の場合認知症が疑われる。 

性別 女性 女性 

年齢 87 88 

*介護度 1 3 

**MMSE 28点 22点 

***HDS-R 26点 16点 

 

２人の語り手には、80代後半の女性という共通点がある。その一方で、介護度、２種類の知能評価ス

ケールの数値が示す通り、語り手A（以下A）が健常者である一方、語り手B(以下B)には介護度の上昇

と認知症の進行が若干認められる。この共通点と相違は、本稿でこの2人の語りが分析対象となった理

由の１つである。 

 

4.2 収集テクストに関する基本情報 

２人の語り手の話は2015年10月22日、10月29日、11月5日の全3回それぞれ10分間ずつ行われ、第1

回目では生まれてから20歳頃までを、第２回目では20歳から40歳頃までを、第３回では40歳以降を回

想している。以下２人の語りについて、書き起こしデータに基づいて語数等の情報をまとめた。 

 

表２ Aの語りの字数および関連データ 

 字数 各質問に対する語りの長さの

平均（字数、小数点以下切捨て） 

１つの質問に対する

最長の語り(字数) 

1回目（2015年10月22日） 2257 205 487 

2回目（2015年10月29日） 3283 1094 1455 

3回目（2015年11月5日） 2487 829 1248 

平均（小数点以下切捨て） 2675 709 1063 

 

表３ Bの語りの字数および関連データ 

 字数 各質問に対する語りの長さの

平均（字数、小数点以下切捨て） 

１つの質問に対する

最長の語り（字数） 

1回目（2015年10月22日） 935 44 179 

2回目（2015年10月29日） 1681 80 256 

3回目（2015年11月5日） 444 18 54 

平均（小数点以下切捨て） 1012 47 163 
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AはBに比べて、語る量が多く、さらに一度にまとまりのある語りを提供していることが分かる。一

方、Bのデータは、それぞれの質問に対する回答がAと比べて短く、書き起こされたテクストデータか

ら判断する限り「語り」というよりはむしろ聞き手との「対話」の形になっている。 

 ２人のデータを個別に分析してみると、まずAの語りの１回目から２回目にかけての字数の伸びが

顕著である。この原因としては、Aが今回のインタビューの趣旨を理解し形式に慣れた、聞き手に共

感を持ち積極的に協力してくれた、２回目の語りではAが話しやすい話題について語っている、等が

考えられる。次項にて詳しく分析するが、総語数1455となっている最長の語りにおいては、AはLabov

の指摘するEvaluation、すなわち（淡々と話すのではなく）強調等により語りを面白くする技法を積

極的に用いていて、聞き手に話を聞いて欲しいという気持ちが顕著になっている点は注目に値する。 

 一方、Bの語りは、特に３回目は極端に短くなっている。この原因としては、3回目で尋ねられた40

歳以降の話が家業の閉鎖、夫との死別等あまり触れたくない話題に移っていったことと、体力的な問

題（「お尻が痛くて、座るのが堪えられない」と途中で発言されている）が挙げられる。 

 

4.3 文体分析 

次にA、B２人の語りに関して、文体論的視点に基づいて分析と考察を加える。具体的な分析に入る

前に、２人の語りの特色について、内容面からまとめておきたい。 

 

4.3.1 語りの内容と全般的特徴 

 次のパッセージに典型的に見られるように、Aの語りは概して明るく、前向きな印象を受ける。な

お本稿の引用部分には、分析結果の説明の便宜上、１文ごと（「。」ごと）に番号を付している。 

 

パッセージ【１】 

(1) 私はーもう自分の人生、今な、わりにな思うように暮らされた思う。(2) ほいで子どもが３

人もねえ、みんな自分があの、せん、戦時中でな、学校行かしてもろてないからな、上の学校み

なもう戦時中やからあの、軍事工場（こうば）へ行きなさい、いうそんなやった。(3) あのー上の

学校はみなあんまりいかれへんかった。(4)だから子どもには絶対に行かそう思て。(5) 私らずっ

と３人ともやったから。(6) 私小さいときね、そんな小さいときのことやったらね、あの時分や

ったらあんた一銭や一銭やって一銭のあのー一日おやつにもらってねえ駄菓子屋さん買いに行

ったこんな飴玉ねえ。(7) こうほらそんななあ、そんな生活やった、今みたいにおやつや家によ

うけあってそんなあ。(8) はっはっは（笑）なあ、ほいであんたもうねえ。(9) このここ、○○山、

てあるんや桜の名所。（Aの第 1回目の語りより） 

 

まず(1)から、Aは自分のこれまでの人生に概ね満足していることが分かる。また(4)では、Aが、目標

を持って前向きに生きてきたことが示されている。全体的に見ると、戦時中の「辛い」経験が語られ

ており、内容としては必ずしも明るいとは言えないが、(8)から判断する限り、Aは時折笑い声を上げ

て語っているようであり、その態度からもAの明るく前向きな気持ちが伝わってくる。 

その一方、Bの語りは、悲観的で後ろ向きの印象を受ける。次のパッセージを見ていただきたい。 
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パッセージ【２】 

それは私の自分ね、おじいさんや、おばあさんやね、両親やら兄弟もおったけどね、みんな亡く

なった、兄弟も私一人になってしもた。（Bの第１回目の語りより） 

 

Bの語りには肉親の死やそれに伴う本人の孤独が強調されるが、このパッセージはその典型である。 

また、次のパッセージでは、内容だけでなく、語るという行為自体に後ろ向きであることが分かる。 

 

パッセージ【３】（孫は何人かと尋ねられて） 

(1) ３人か、２人、４人か、５人やね。(2) すぐそないて言われでも、おもいだされへん。（Bの第

３回目の語りより） 

  

聞き手の問いに対して、すぐに答えられないもどかしさが、 (2)のような率直な言葉に表れている。肉

体的・精神的、様々な理由によりBは「語る」という行為を負担に感じており、そのじれったさが時折

聞き手を突き放すような言葉になって現れているようである。 

 このように対照的な２人の語りについて、以下文体論の観点からさらに分析を行う。 

 

4.3.2 聞き手との距離感 

まず、語り手と聞き手の心理的な距離感に注目したい。Aは、語ることに対してポジティブである

点は既に指摘したが、そのことはAが時折聞き手に対して投げかける問いかけにも見られる。 

 

パッセージ【４】 

(1) 私小さいときね、そんな小さいときのことやったらね、あの時分やったらあんた一銭や一

銭やって一銭のあのー一日おやつにもらってねえ駄菓子屋さん買いに行ったこんな飴玉ねえ。(2) 

こうほらそんななあ、そんな生活やった、今みたいにおやつや家にようけあってそんなあ。(3) は

っはっは（笑）なあ、ほいであんたもうねえ。(4) このここ、○○山、てあるんや桜の名所。(5) 

そんなんでもねえみーんな家でお弁当してな、おかしなんかあんま売ってないからな家で作った

このあのあられな、おかきとかあんなん家でこしらえて、そんなんがおやつよ。(6) そんなんや

ったよ。(7) だから質素なみな生活。(8) 今やったら考えられへんやろ。(9) 今の子やったらなあ。

(10) はは（笑）なんっでもあるもんなあ。(11) はは（笑）（A 第１回目の語りより、下線は筆者

による） 

 

このパッセージにおいても笑い声（(3)、(10)、(11)）が聞かれ、Aが語りを楽しんでいる様子が分

かる。ここで特筆すべきは、Aの聞き手を意識した発話である。例えば(3)の下線部では、聞き手を「あ

んた」と呼び、過去の回想の流れ（Labovの「語りの構造」参照）から「脱線」しているのが分かる。

また、(8)から(11)にかけても、同様の脱線が起こり、大学生の聞き手を意識し「今」、そして「今の

子」という言葉を使っている。これらの過去の回想の流れから逸脱した一連の部分には、語り手Aの

主観が強調されており、語りを面白く聞かせるためのEvaluation (Labov 1972)としての効果を発揮し
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ている。「繰り返し(Repetition)」はLabovが挙げる具体的なEvaluationの手法であるが、本パッセー

ジの「今」、「今の子」に見られる繰り返し・言い換えにも、実際強いEvaluation効果が含まれる。 

また、「ね（え）」、「よ」、「やろ」など聞き手に対する呼びかけを表す感動詞が多用されてい

るのも特徴である。4.3.1で述べたことを踏まえれば、こういった語り手から聞き手への直接的な働き

かけは、聞き手との距離感を縮め、積極的に意思疎通を図ろうとする心的態度の表れと考えられる。 

 一方、4.3.1で指摘したBの「語り」に対するネガティブな態度は、文体にも微妙に反映されている。 

 

パッセージ【５】（作った俳句で覚えているものがありますか、と尋ねられて） 

(1) 覚えてること、それが俳句やけどね、家帰ったらノートに記したやつもあるかもしれへん

けども。(2) ここではもうどんな俳句が良かった、忘れてしまいました。(3) もの忘れが早ようて

ね、困ってしまいます…(4)ん、なあ、親だけやなしに兄弟もなくなって、私ひとりになってしも

たからね、大変さびしく思います。（Bの第１回目の語りより） 

 

Aの言い回しと比べて目立つのは、Bが時折丁寧な言葉で対応している点である。(2)、(3)、(4)の部分

である。この丁寧さは、聞き手を意識したものと考えられるが、必ずしも心理的な距離感を縮めるも

のではない。特に(3)、(4)の発言は、自分自身への批判とともに、結果的にはさらに質問を続けようと

する聞き手に対して、そうすることを躊躇わせるようなプレッシャーを与えている。 

  

4.3.3 Evaluation 

ここでは、2人の語り手が用いているEvaluation、すなわち語りを面白く聞かせるために用いてい

る技法に焦点を当て、その具体的な手法と効果についてさらに詳しく述べてみたい。     

まずAであるが、聞き手の質問に基づき過去を回想して話すという形式に慣れたと思われる第2回目

では、その話が流暢さを増している。次はAの語りの中で最長(1455語)の「まとまり」の前半部分であ

るが、その中でAが用いる技法(“Evaluative devices”)は注目に値する。 

 

パッセージ【６】 

(1) ね、もう、娘が居たからもうそれからあの洋裁に行ったりして、それからもうすぐに結婚、

私早かったんや、結婚。(2) 21ね、21歳ぐらいでしたかな。(3) そのくらいでみな、○○（地名）に

行きよったからね。(4) もうそれこそちょっと遅かったら遅れるゆうて、まあおとこの人がわりに、

もうねえいなくなっとうから、なあ、みんなそないなような気持ちがあったんかなあ。(5) 早よう

に結婚した思うわね。(6) それからね、へんにね、あのー戦後ね闇市やゆうたり食べるもんがない

んやもんね、着るもんないし、買うゆうたって、あの、その、生地やそんなんもないしね、親のね

古い着物なんかをね、服にしたりね、そんなしてみんな着よったよ。(7) お金出して買うゆうたっ

てものがないんやもん、なあ、その時分に闇市ゆうんがね、流行って、みな、もう古いもんをもっ

てって、物々交換みたいなね、もって交換したりな、ここはね、○○（地名）6ゆうて塩田ゆうて塩

ができて、な、それがわりによかってねえ、ほいでみな、あの、食べもんがないからなあ、田舎の

                                                         
6 この地名には「塩」という漢字が使われている。 
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方へあの塩もって、ここの塩もって、お米と交換にみーんないきよったよ。(8) あの○○線とかね、

○○（地名）ゆうてあの田舎の方へ行く、あの線にのってな、それでも、つか、あのー、見つかっ

たらとられてまうんや、なあ、そんなんしたらあかんなっとう、それでも食べもんないからみんな

そいで隠れていきよった。(9) なあ、朝早ように行ったりなあ。(10) そいで警察につかまえられた

ら、みーんな没収された。(11) そんなような、みなえらい目におおとうよ。[…] （Aの第２回目の

語りより、下線は筆者による） 

 

まず、(1)から(5)では、早婚を話題とし、語り手は自分の結婚とともに当時の風潮、いわば「集団的

意識（“communis opinio”）」(Fludernik 1996)を描出している。現在と異なり結婚が早かったという

事実について語り手は様々な技法を用いてEvaluationを加えている。例えば(1)においては、「結婚」

が２度繰り返され、さらに倒置が起こり、文末にこの言葉が置かれている。(2)、(3)においては「く（ぐ）

らい」、(4)では「かなあ」、そして(5)では「おもうわね」といった曖昧性を表す言葉が現れ、そこに

は語り手の心的態度（modality）が反映されていることが分かる。語り手は、単に客観的事実を伝え

るだけでなく、自分なりの解釈を加えようとしているのである。さらに、(4)の「もうそれこそちょっ

と遅かったら遅れるゆうて」という強調の表現には、強いEvaluationが付加されている。 

(6)から(11)までは、戦後の闇市に関するナラティブであり、Labov (1972)が示した語りのモデルに

近い構成となっている。まず(6)から(7)にかけて「闇市」がどういうものかが説明され、これはAbstract

（要旨）もしくはOrientation（方向付け）に該当するものと考えられる。(7)の後半から(9)にかけて、

闇市の様子が具体的に語られるが、これがComplicating action（重要な出来事）である。そして、(10)

において、警察に「没収」されるというResult/resolution（結末）が示され、(11)は、語りの「過去」

の世界から聞き手のいる「今」の世界に戻っており、Coda（コーダ）と考えられる。 

(6)、(7)を再度見ていただきたい。下線部で示している通り、Aさんは「ない」（否定）を繰り返し、

当時の貧しい状況（Aさん個人だけでなく、当時の社会、日本全体の様子）を強調している。また(7)

における塩の描写は極めて巧みである。「○○（「塩」が使われている地名）ゆうて塩田ゆうて塩がで

きて…あの塩もって、ここの塩もって」には、「塩」、「ゆうて」の繰り返しがあり、「あの塩もって、

ここの塩もって」では「連体詞＋名詞＋動詞」の構文が繰り返されており、ナラティブに心地よいリ

ズムを作り出している。 

また、過去形による語りという「基準」から脱線した部分にも、強いEvaluationが感じられる。例え

ば、(8)では、現在形が用いられ、回想されている出来事の場面に語り手自身が舞い戻っているように

感じられる。物語論的に言うと、語りを行う自己(“the narrating self”)と物語世界で活動する自己(“the 

experiencing self”）(Stanzel 1984: 212)の融合が見られるのである。文学ナラティブでもしばしば指摘さ

れる文体的特徴である。 

一方、Bの語りでも時折技法が用いられているが、それが語りのテーマとも考えられる「孤独」を強

調している点は注目に値する。自身の子どもについて尋ねられている次のパッセージを見てみたい。 

 

パッセージ【７】 

(1) 子どもは○○（地名）に１人。(2) ○○（地名）に１人。(3) ３女がおります。(4) ２男１女。

(5)ほな、まあ、○○（地名）からこっち帰ってきたとき仲良うね。(6) あの子は田んぼ行くんが
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嫌いでしょうがなかった。(7) もう仲良く帰って田んぼいけへん言いよったわ。(8) それでお金が

なくなってしもたん違うかな。(9) 来年定年なったら、後食べていくん大変や言いよったからね。

(10) 今のうちは誰かに頼んで、どっか食べていけるだけのとこ、よくすいそくせんか言いよった

けどね。(11) それもなかなか大変やろし。(12) こなすしらんねん。(13) あたしここに来てしもう

て、家におらへんさかいに。(14) 私、身内が少ない、少ないんや。（Bの第２回目の語りより、下

線は筆者による） 

 

Bには子どもが３人いることが分かるが、その話は、子どもに関するネガティブな面に焦点が当て

られ、最後には自分自身の「孤独」に導かれていく。この流れの中で、様々な技法が用いられている。 

例えば(6)の「しょうがなかった」は、子息の一人が農作業が「嫌い」だということを強調する表現

である。また、(7)、(9)、(10)において、息子とのやりとりが直接話法の形で引用されている点も注目

に値する。さらに、(8)、(11)では推量を表す感動詞が用いられ、語り手が事実を淡々と語るのではな

く、話を面白くし、聞き手に関心を持って欲しいという気持ちが反映されているようである。 

(12)、(13)にかけては否定が繰り返され、それを受けて(14)では、「身内が少ない」＝「孤独」が述

べられる。特に「少ない」は２度繰り返されており、やはり強調されている。 

以上見てきた通り、それぞれテーマは異なるが、２人の語り手はナラティブを興味深くするために

様々な技法を用いており、この分析を通じて庶民的ナラティブにおける「装飾」、「逸脱」、そして

「創造性」が確認できたと言えよう。 

 

4.3.4 人称代名詞 

最後に、語りの分類においては最も基本的な要素である人称代名詞に着目する。 

小説の分析においては、「１人称小説」（語り手自身が「私（英語のI）」として登場する語り）と、

「３人称小説」（語り手自身は「私」としては登場せず、登場人物を全て3人称「彼（女）(he/she)」

で呼ぶ語り）の区別は、視点や主観・客観の区別の問題とも絡むため、しばしば議論の対象となる。

本稿で取り上げているナラティブはどちらも「１人称」ナラティブであるため、その区別はひとまず

問題とはならない。しかしながら、その用法を詳細に見ていくと両者の微妙な違いが浮き彫りになる。

Teranishi (2007; 2008)は、ノーベル文学賞を受賞したアメリカユダヤ系作家Saul Bellowの代表作

Herzog (1964)を取り上げ、主人公Moses E. Herzogが語りで用いる“I”（私）と “we”（私たち）の効

果について論じているが、その分析内容と結果・考察が今回の2人の語りの文体にも一部当てはまる。 

まず、Aのナラティブには、「私」という言葉が全部で40回使われているが、そのうちの18回（45％）

までが、他者の存在を示す「ら」と結びつき「私ら」と表現されている。これは、Aが回想している物

語世界の中で常に他者＝仲間と一緒にいることを暗示しているようである。さらに言うと、Aは「み

んな」という表現を27回、「みな」を28回使用しており、こういった文体にも「他者との結びつき」

というテーマが反映されている。 

一方、Bのナラティブには、「私」という言葉が全部で８回使われている。但し、「私ら」という言

い方は１度もない。またAのナラティブに頻繁に登場する「みな」、「みんな」という言葉も、Bでは

それぞれ０回、５回となり、使用頻度が極めて低いことが分かる。Bのナラティブの「テーマ」である

「孤独」と関係がありそうである。 
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次に、２人の語り手がどのように「私」、「私ら」、「みな」、「みんな」という表現を用いてい

るか分析してみたい。まずAの語りである。 

 

パッセージ【８】（八百屋で働いていた経験について） 

(1) そうそうそう、な。(2) 忙しいしな仕事やからな。(3) 今こそ大きなねえ、スーパーやあん

なんやができとおからなあ。(4) もう八百屋さんも○○（地名）で一軒だけなって、十何軒あった

のに一軒なってしもたんやなあ。(5) 大型店舗にみな、ま、はは（笑）時代やねえ。(6) まあ、の

ほうもね物がなかったやろ、戦後ね、それでまあ、おかげであの私ら若いもんがしたからな、わ

りにね、みなにかわいがってもうてね、なあ、はは（笑）(7) まあその後は順調に、私のほう私、

世間もねだんだんとやっぱりね戦後、闇市とか、あのー、なあ、なんともひどいな、ありさまや

ったけど。みんなだんだんようなったよ、うそみたい。(8) 今考えたらなあ、今の子はほんま幸

せ。(9) はは（笑）今の人は幸せや思うわ。(10) 私らもう戦時中そのままずーっとやからね、そ

やからほんまにあの、ただいつでもみなあのー、お米なんかないからなあ、百姓家さん手伝いに

行きなさいゆうて、みな男の人がねえ、あのーみないてまうやろ、人手がないからゆうてみな、

ほう、どないゆうんかなあ、勤労奉仕ゆうんかなあ、あんなんにみーんなかりだされてね、近い

とこでもみなあのー、田舎のほうにね、みな奉仕にいたりしよった。(11) それで、みな、おこ、

ご飯をよばれたりしたらそれで満足。（Aの第３回目の語りより、下線、二重下線は筆者による） 

 

まず、「私ら」は(6)と(10)に現れる。但し、語り手が「私ら」と言っているのは、語りを行ってい

る現在の自分ではなく、物語世界における「若いもん」（6）としての自分とその同世代の仲間たちの

ことである。パッセージ【６】でも述べたように、ここでも語りを行う自己(“the narrating self”)と物語

世界で活動する自己(“the experiencing self”）(Stanzel 1984: 212)との融合がみられる。Aは、物語世界を

通じて、常に他者・仲間と共に生きているように感じられるのである。 

また、このパッセージの中で語り手に「集団的意識（“communis opinio”）」(Fludernik 1996)を描

出させているきっかけとなっているのが、聞き手の学生であることにも触れておきたい。「今の人は

幸せや思うわ」(9)というEvaluationを含んだ言葉が示すように、目の前にいる聞き手も含めた現在の

「若者」との比較対象として、「私ら若いもん」の声が導入されているのである。 

一方「み（－ん）な」は、このパッセージでは全部で10回現れる。(5)を除き、全て戦時中を語り手

とともに過ごした人が言及されている。このような多用されている表現は、語り手の「口癖」とも捉

えられないではないが、常に他者＝仲間の存在が意識されているAに特有の表現とも言えるであろう。 

一方Bのナラティブには、「私」が全部で８回使われている。 

 

(1)「私、小さい子でね、ほんでいっつも席順は一番前。」（第１回目の語り） 

(2)「うん なあ 親だけやなしに兄弟も亡くなって、私一人になってしもたからね、大変さびしく

思います。」（第１回目の語り） 

(3)、(4)「それは私の自分ね、おじいさんや、おばあさんやね、両親やら兄弟もおったけどね、みん

な亡くなった、兄弟も私一人になってしもた。」（第１回目の語り） 

(5)「私ね、スボーツが下手やったから、何もようしませんでした。」（第１回目の語り） 
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(6)「私、身内が少ない、少ないんや。」（第２回目の語り） 

(7)「子どものそれだけのお金出すのが精一杯で、私は、どこもよういってへん。」（第２回目の語り） 

(8)「私はその人らの世話役しよったね。」（第３回目の語り） 

（下線は筆者による） 

 

Bは、Aの語りに見られるような他者との一体感を暗示する「私ら」という表現は用いない。常に「私」

である。さらに、下線部に示されているように、「私」に「ひとり」が伴われるケースが２回（全体

の25％）となっている。それ以外にも、(6)のように孤独を強調するものや、「小さい」など、概ね「私」

に対してネガティブな評価を下しているのが分かる。１人称単数を示す「私」の使用は、語り手自身

の孤立感を一層強調しているようである。 

 

4.4 まとめ 

本章では、介護老人保健施設入所者である２人の語り手によるナラティブを、その内容と文体に焦

点を当てて分析した。２人の語りは対照的であり、Aの語りでは前向きさ・明るさが、Bの語りでは孤

独が、それぞれのナラティブのテーマとなっている。さらに、これらのテーマは、様々な文体・技法

にも反映されており、特に、語りの流れからの「逸脱」、強調、そして繰り返しなどのEvaluationと

「私」および「私ら」という１人称単数・複数を表す代名詞の使用は、内容と文体の有機的結合を示

すものとして文体論・物語論の観点からも極めて重要と考えられる。庶民的な語りが「無色透明」で

はなく、様々な技法による「装飾」が施されている文学的・創造的な文体から構成されている点が、

確認できたと言えるだろう。 

 

5．おわりに 

 

本稿では、文学研究において科学的視点に基づく体系的な研究を推し進めてきた文体論・物語論分

析の手法を、介護老人保健施設入所者の語りという非文学分野のテクスト分析に援用し、その形式的

特徴と文体的効果の顕在化を試みた。分析で示した通り、２人の語り手は、多彩な文体・技法を駆使

しており、庶民的ナラティブに潜在する独創性が浮き彫りになった。特に、Evaluationや人称代名詞

など、２人の語り手が用いた文体は、それぞれの異なるナラティブのテーマと有機的に結びつくもの

もあり、これまで文学テクストに特有と考えられてきたより高度なCreativityが、庶民的ナラティブ

にも認められることを示唆している。文体論・物語論の研究は、今後「文学テクスト」と「非文学テ

クスト」を往復しながら発展していくことになるであろう。 

最後に、今回の事例研究が介護・医療分野において示唆する部分と、今後の文体論・物語論の方向

性に関して触れておきたい。医療・健康教育の観点から見た本研究の文体分析の重要性として、(1) 認

知症進行と孤独との関連、(2) 孤独を助長・誘発する語り・文体が存在する可能性、という２点が挙げ

られるかもしれない。その理由は、認知症が進行していると考えられる語り手が「孤独」をテーマに

したナラティブを語ったのに対し、もう一人の語り手は「共生・共存」をテーマにしたナラティブを

語ったからであり、それぞれのテーマが、語る内容だけでなく文体にも反映されていたからである。

2016年7月にイタリア・カリアリ大学で開催されたPoetics and Linguistics Association(PALA)国際大
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会においても医療分野の文体研究7が注目されており、(1)、(2)の追究は文体論・物語論研究の発展の

方向性を指し示すものである。もちろん、今回の事例研究が質・量的に極めて限られたものであるこ

とは明らかであり、本研究の結果を今後実証していくためには、新たなテクストの収集と分析に基づ

く実験・事例研究の継続が不可欠である。 
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