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「語り手」という動物 

――小説の言語行為をめぐる試論―― 

 

山本 亮介（文学部） 

 

 

 

 

 

１． 

小説『吾輩は猫である』（1905・1～1906・8）の冒頭は、「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」〔一〕

との著名な一節に続いて、出生時の光景と身体感覚の「記憶」が記されていく。人間にとっては語り

得ぬ経験がここで描出されているわけだが、この場面をはじめ、もはや「問うてはいけない」、「言う

と身も蓋もない」1ような問題含みの語りを受け入れられるのも、最終的に諸々の疑念を包み込んで

しまう、〈語る猫〉という虚構の枠組みによると言えるだろう。小説世界の諸表現に見られる不可能

性をいくら細かく分析しても、ひとたび〈語る猫〉の存在を受け入れてしまえば、それらの矛盾や問

題点の指摘は逆にナンセンスなものとなる。たとえば芥川龍之介『河童』（1927・3）には、同じよう

に言葉と自他への認識を有する河童の胎児が登場するが、その存在の非現実性をあげつらったところ

であまり意味はないだろう。 

一方、「永いあひだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言ひ張つてゐた。」と語り出

される三島由紀夫『仮面の告白』（1949・7、『決定版三島由紀夫全集 1』、新潮社、2000・11 より引

用）では、その主張が大人たちの「かるい憎しみの色さした目つき」を招いたと述べられる。こうし

た小説世界を構築する告白（回想）の虚実は、ひいては一人称の作中人物‐語り手と現実世界の作者

との一致、不一致に係る虚構理論の課題を前景化しよう2。対して、作中人物との言語コミュニケーシ

ョンを欠く「吾輩」の言葉は、小説世界において人間たちからの吟味にさらされることがない。のみ

ならず、（当然ながら）人間である現実世界の作者と〈語る猫〉の間に、存在論的な真偽をめぐる問い

が挿入されることもなかろう。小説世界における言表主体／言表行為の主体である猫――ここに生じ

るはずの亀裂もないものとされよう――と、現実世界における言表行為の主体である作者といった二

分法は、〈語る猫〉の虚構性によってひとまずのところ固定されている。 

 もとより、猫の出生を語るくだりに、漱石による幼少期の回想や実証的事実を重ねて、作者が内に

抱えていたものを読み取るむきも多い。また冒頭以降へ目を転じれば、「苦沙彌」を中心的対象とす

                                                   
1 鼎談「視点という名の症候群」（中島梓、小森陽一、石原千秋、『漱石研究』第 15号、2002・10）における諸

氏の発言。 
2 この点については、清塚邦彦『フィクションの哲学』（勁草書房、2009・12）に詳しい。 

キーワード：『吾輩は猫である』、虚構言語行為、語り手、動物、生成変化 
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る「吾輩」の語りは、その自己相対化と自在な批評性をもって、作者の視線、言葉に重ねられるとこ

ろとなる。前者については、いわゆる作家論的関心にもとづくものとして、研究方法や受容フレーム

の一選択と見なすことが可能である。また後者については、「小説」というジャンルの自明性を問い、

同時代の論説等に引き寄せて見直すことで3、その裏付けを得ることもできるだろう。小説の語りと

作者の内面、言葉とを同一視する読解モードは、諸種のレベルで機能しうるわけであり、また小説作

品がそうした読解モードを利用して成立することも事実であろう。 

 ここではひとまずのところ、〈語る猫〉という虚構の成立――一人称の語り手と作者の不一致――と、

「吾輩」の語りを漱石の言葉として読むこと――一人称の語り手と作者の一致――とを、排他的関係に

あるものと見なすのでなく、むしろ相互依存的に機能しているものと見ておきたい。非現実であるこ

とが自明な作中存在の言表においてこそ、現実の作者の声を直接響かせることができるという逆説。

小説世界がある作中人物によって語られているとき、まずはその人間にまつわる諸属性を現実の作者

のそれと比べることで、虚実の内容や程度が判断されることになろう。ただし、語り手となる人物が、

言葉で構築された小説世界に存在する以上、たとえ作者と等身大のキャラクターに見えようとも、そ

こには必然的に多種多様な差異が生じるはずだ。ある種の小説の言葉においては、そうした作中存在

の虚構性と作者の声の直接性とが、未分化な形で絡み合っているものと言える。 

〈語る猫〉という作中存在は、現実世界に比較することのできる対象を持たない。それでもなお現

実の中に〈語る猫〉の照応物を求めるならば、つまるところ、（虚構創造の意図を含む）作者の〈想

像〉へと行き着くことになろう。飛躍を恐れずに言えば、〈語る猫〉という虚構が、現実世界における

直接のモデルなしに成立している以上、たとえどれほど多声的
ポリフォニック

に見えようとも4、その言葉を作者の

声へと還元することを妨げるものはないのである。虚実が問題化するような表象を「苦沙彌」という

人間に委ねてしまえば、あとはまったき虚構である〈語る猫〉をとおして、作者は直接みずからの言

葉を発することができるだろう。 

しかしながら、たとえば冒頭部分でもひときわ印象的な表現と言える、「掌に載せられてスーと持

ち上げられた時何だかフハフハした感じが有つた」〔一〕とは、いったい誰が、何の感覚を語ったも

のなのだろうか。小説を自立した世界と措定するならば、諸種の不合理を無化する〈語る猫〉‐虚構

の言表主体に、その言表内容を帰属させることになる。あるいは、「吾輩」の背後に現実世界の作者

を置くならば、漱石‐言表行為の主体が有する知覚経験と想像のアマルガムといった見方に帰着する

だろう。だが、より微視的に問題を見つめたとき、虚構であれ現実であれ、そうした「主体」が成立

する前の出来事である第三の何かの出現、言ってみれば、人獣や虚実の区別以前にあらわれる〈動物〉

なるものの領野が切り拓かれるかもしれない。 

この点について、文学理論、とりわけ小説の語りとフィクション生成をめぐる議論の一端に照らし

                                                   
3 真銅正宏「戯作と論説の邂逅―「吾輩は猫である」論」（『漱石研究』第 15号、2002・10）を参照。 
4 「ポリフォニー」（ミハイル・バフチン）の観点から「猫」の語りを分析したものとして、たとえば板花淳志

「「吾輩は猫である」論―その多言語世界をめぐり―」（『日本文学』第 31巻第 11号、1982・11）など。 
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たうえで、理論と作品を相互に捉え返す作業を試みたい。そこから、〈語る猫〉の存在をイレギュラ

ーなものとしてでなく、むしろ小説一般の構造に潜勢する力のあらわれとする見方を示していく。人

間の営みにほかならない小説の基底に、〈動物〉なるものが作動することを明らかにできればと思う。 

 

 

２． 

フィクションの言語（行為）をめぐる哲学上の議論のひとつに、ジョン・R・サールが提示した「作

者の擬装説」がある5。この主張は、さまざまな角度からの批判的検討を喚起するという形で、強い影

響力を持ってきたと言える。サールは、言語行為論の観点から、フィクションの言語について、作者

が通常の（真面目な）断言型発語内行為を遂行するふりをしているものと見なす。また、あるテキス

トをフィクションと決定するような表現上の特性は存在せず、フィクションか否かの判定基準は、あ

くまで作者の「複合的な発語内行為意図」にあるとした6。 

むろんこの見解は、音声中心主義的主体を前提とする意図の現前の形而上学を温存し、また文学テ

キスト等を日常言語に「寄生」するものと見なす点で、J.L=オースティンの言語行為論7についてジ

ャック・デリダが指摘した問題 8がそのまま当てはまる。言語行為論において提示された

「行為遂行性
パフォーマティヴィティ

」の観点から、虚構言語の表現行為を捉えなおすことは重要な課題と言えるが、サー

ル流の「作者の擬装説」にその探求を妨げてしまうところがあるのは否めない。一方で、その理論上

の不備を踏まえるところから、現在へと至る諸種の虚構理論が展開してきた側面もある。たとえば、

サールの議論の枠組みを批判的に摂取しながら、より複雑化した虚構言語行為の理論が考案されてい

る。そこでは、フィクションを創造する作者の言表行為が、読者との間に成立する固有の言語コミュ

ニケーションへと組み替えられる。すでにサールも作者と読者の「契約」9に論及していたが、その内

実が細かく分析されるなかで、読者の虚構受容をも組み入れた発語内意図の様相10や、コミュニケー

ションを通じた現実世界から作品空間（可能世界）への移動11などの観点が提起された。 

もとより、虚構言語行為の理論において、コミュニケーションモデルがどれほど複雑化されても、

最終的な審級に作者主体の発語内意図を残さざるをえないのであれば、やはりサールの議論の範疇を

超えるものとはならないだろう。とりわけ、フィクション成立の条件を現実の作者と作品の話者との

不一致に求めるとき、作者の「発語内意図」はその支えとして脆弱であるはずだ12。ただしここでは

                                                   
5 「フィクションの論理的身分」（『表現と意味―言語行為論研究』、山田友幸監訳、誠信書房、2006・9、所

収）。 
6 サール前掲書、107-108頁。 
7 『言語と行為』（坂本百大訳、大修館書店、1978・7）。 
8 「署名、出来事、コンテクスト」（『有限責任会社』、高橋哲也ほか訳、法政大学出版局、2003・1、所収）。 
9 サール前掲書、120頁。 
10 Currie,Gregory.The Nature of Fiction,Cambridge University Press,1990. 
11 マリー＝ロール・ライアン『可能世界・人工知能・物語理論』（岩松正洋訳、水声社、2006・1）。 
12 たとえばライアンが指摘するように、「われわれは自分から見ても完全に透明でいることはできないため、誠

実な発話と自己擬装遊戯で遂行される言語行為とのあいだにはっきり境界線を引けない」はずである（前掲書、

116頁）。 
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理論の是非を直接問うのではなく、さしあたり、小説『吾輩は猫である』とその作者存在に対する分

析手段として取り入れてみたい。そしてこのとき念頭に置くべきは、作品研究における次のような評

言である。 

 

作者は猫のふりをし、猫を演じ、猫の声色を使っているのである。「猫」は猫であって猫でな

く、しかしまた、人間でもない。この猫でもなく人間でもない、異様な超現実の境界的存在を作

り出し「吾輩は猫である」と最初の一句を語らせた時、『猫』の世界が成立し、作家漱石が誕生

した13。 

 

作者が「猫のふり」をしていること、すなわちサール流の擬装説に親和性を持ちながら、他方でそ

の言語行為は、「猫でもなく、人間でもない、異様な超現実の境界的存在」、「『猫』の世界」、「作家漱

石」を（おそらく同時に）創出するものと考えられる。概ね妥当と思われるこの見方に対し、いった

いいかなる理論的説明が可能だろうか。 

さて、サールの論述で具体例として取り上げられ、以後議論の焦点のひとつとなったのが、「シャ

ーロック・ホームズ」シリーズにおける作中の語り手「ワトソン」と、作者コナン・ドイルとの関係

である。サールは、作者ドイルが作中人物「ワトソン」のふりをして語っていると捉え、読者との了

解といった観点も含めて、「一人称の語りもの」における虚構言語行為モデルを説明した14。そこから、

たとえば冒頭で触れた『仮面の告白』がそうであるように、作中人物である語り手と作者の同一性、

その存在および言葉の虚実の判断をめぐって、さまざまな問題が交錯することになる。そしてつまる

ところ、小説言語とその言表行為の虚実をどのように受け取るかは、読者側のフレームによって左右

されるところであり、また原理的に作者側においても確定へと至らない以上、〈擬装〉の成立やその

意味はつねにあいまいなものとしてある15。作中存在とその言葉に関する虚実の（暫定的な）決定は、

テキスト内外で作用している無数の要素（そのなかには、サールの擬装説が排した虚構表現の特性も

含まれよう）が絡み合って生じるものと言うほかない。このことを踏まえれば、作者の発語内意図や

作者‐読者のコミュニケーションモデルから説明される虚構言語行為論は、ある作品が一般的
、、、

にフィ

クションとして通用している事実を、事後的に記述するに過ぎないと考えられる。 

逆に言えば、この意味において、『吾輩は猫である』を、作者漱石が猫（「吾輩」）のふりをして語っ

たフィクションと見なすことに何ら問題はない。フィクションの成立条件について論じる際、冒頭「吾

輩は猫である。」以下の語りは、虚構性を示す自明な徴表としてしばしば言及される16。一般的に言っ
、、、、、、

                                                   
13 伊豆利彦「「猫」の誕生―漱石の語り手―」（『日本文学』第 37巻第 1号、1988・1）。なお『吾輩は猫であ

る』の「語り（手）」については、作品表現の詳細な分析を含む重要な論考が多数存在している。今回は、論の

性質上、それらの先行研究に十分な論及ができなかったことを注記しておきたい。 
14 サール前掲書、112頁。 
15 この問題については、拙論「虚構理論から考える一人称小説と随筆の偏差―中学校国語教材をめぐって―」

（『信州大学教育学部研究論集』第 5号、2012・3）を参照していただけたら幸いである。 
16 たとえば、野家啓一『物語の哲学』（岩波書店〔岩波現代文庫〕、2005・2、207頁）など。 
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て
、
、〈語る猫〉の存在と言表は、（おそらく作者・読者いずれの側においても）虚構性の認識に極めて

強く作用する第一の要素となっているはずだ。確かに理論上、小説における虚実の区別は、連続的か

つ相対的なものと言える。だが、いやそれゆえ、強固な虚構マーカーを持つ『吾輩は猫である』の虚

構性は安定的（≠絶対的）であり、その一人称の語りに作者の擬装説、つまり猫のふりをする漱石の

発語内意図や作者‐読者間の契約了解を想定することは、いかにも自然に見える。 

もう少し踏み込んで考えるならば、作者と〈語る猫〉の、現実と虚構の一致／不一致に関する（暗

黙の）判断は、ある意味プラグマティックになされているとも言える。ここに、虚構言語行為論とし

ての作者の擬装説と、小説『吾輩は猫である』の親和性の基底があるだろう。実際の問題として、〈語

る猫〉という虚構表徴の背後には、理性的な言表主体である作者の「発語内意図」を想定せざるをえ

ないはずだ。「天道公平（立町老梅）」からの手紙に慄く「苦沙彌」の姿は（「狂人の作に是程感服する

以上は自分も多少神経に異状がありはせぬか」〔九〕）、言語表象の虚実をめぐる狂気の深淵に臨んで

身をひるがえす、小説の作者、読者の態度に相当するものと考えられる。裏を返せば、言語一般の根

元的な虚構性17を開示してしまう〈語る猫〉の暴力性から、かろうじて〈小説〉を括り出す枠組みと

して、作者の擬装説が（事後的に）求められているのだ。 

蓮實重彦は、森鷗外『かのように』（1912・1）を取り上げてフィクションの理論に関する批判的考

察を展開するなか、「一匹の猫がみずからを「吾輩」と呼び「名前はまだない」といいそえること」も

例に挙げながら、「虚構であるがゆえに許される作者の自由という視点」に立つ「フィクション的許

容度」の問題点を指摘している18。そこでは、フィクションの諸表象を作者の自由に委ねるような理

解が、「「意識した嘘」の論理」の容認を意味するとして、作者の擬装説に重ねて批判されている。名

無しの猫が一人称で語り、書くこと（「かう順々に書いてくると、書く事が多過ぎて到底吾輩の手際

には其一斑さへ形容する事が出来ん。」〔七〕）は、いかに荒唐無稽といえども、それがフィクション

である以上は虚構創造の意図を持った作者主体の自由である、そして、小説における一人称「吾輩」

とは、そのような自由を持つ現実の作者が、虚構の存在〈語る猫〉を装って言表したものなのだ……。

こうした見方が、「猫でもなく、人間でもない、異様な超現実の境界的存在」はもちろんのこと、小説

（「『猫』の世界」）と作者（「作家漱石」）の生まれる瞬間に触ることができないのは言うまでもない。

プラグマティックな事後解釈から離れて、いま一度問題を洗い直していく必要がある。 

 

 

３． 

よく指摘されるように、小説を書く作者の「意図」とは、作品の言葉そのものから遡及的に仮構さ

れるものにほかならない。中村三春は、「「正常の言語使用」と「寄生的」なそれとを区別する「作者

の発語内的意図」や「発語内的な力」の了解も、それじたいが区別の対象とされる文によって行われ

                                                   
17 この点については、中村三春『フィクションの機構』（ひつじ書房、1994・5、114-125頁）を参照。 
18 『「赤」の誘惑―フィクション論序説』（新潮社、2007・3）、99頁。 
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る以外にないという理由によって、単に循環論法となるに過ぎない。」としたうえで、「発語内行為は、

発語行為の解釈に全面的に依存する」と述べている19。『吾輩は猫である』を対象に、そこでなされた

虚構言語行為の実質へと迫るには、小説の基底にある「発語行為」に焦点を当てた検討が必要となる

だろう。 

ここでもサールの議論が、批判的媒介となる見方を提供している。サールによれば、フィクション

を構成する「発語内行為」の擬装は、通常の言語使用で働く規則を保留する、「水平規約」の存在によ

って可能となる。すなわち、「水平規約を発動する意図を伴った発話行為の遂行」が作者の擬装の前

提をなすわけである。ここでサールは、作者が「実際に文を発話する（書く）」といった「発話行為」

を、あくまで「本物の行為」であるとし、「フィクションにおける発話行為は、真剣な話における発話

行為から区別不可能であり、またこの理由により、ひとつらなりの話をフィクションに属する作品と

して同定するようなテキスト的特性は何一つ存在しない。」との考えを示す20。 

この点について清塚邦彦は、「虚構的な発言においては、作者と語り手の分離という事態が、じつ

はすでに発話行為のレベルでも生じている」とし、批判的見解を記している。サールの分析は、「虚

構的な発言が、作者の発言であると同時に、作中人物もしくはある実体の希薄な語り手による非現実

の発言でもあるという二重性の認識」を欠いている21。また、虚構の作中人物の指示にとどまらず、

小説を構成する「語りの全体」が、「（すでに発話行為のレベルも含めて、）一面において非現実の言

語行為だという点」についても同様である。小説においては、現実の作者による書く行為が、同時に

「作者によって行われたとは見なしがたい非現実の語り」にもなっているのであり、そこから清塚は、

「非現実の語りの創造という事態」を第一の問いに据える22。 

小説の発語行為には、つねにすでに現実／非現実の「二重性」が生じている。ここで虚構性の条件

について考えるならば、「非現実の語りの創造」の問題とは「発語行為の解釈」、すなわち小説の言葉

を「非現実の言語行為」と受け止める読み手側の態度に、多く委ねられることになろう。ただし、虚

構言語の行為遂行性に迫る試みからすると、小説の発語行為に認められる「二重性」もまた、言葉の

背後に事後から措定される分類枠だと言える。そして、現実／非現実の「二重性」の観点から小説の

発語行為を捉える際、その前提となるのはやはり、現実の作者と「作中人物もしくはある実体の希薄

な語り手」といった言表主体（人間）の存在である。 

確かに、『吾輩は猫である』における〈語る猫〉の設定は、「語りの全体」が「非現実の言語行為」

となる小説ジャンルの原理を、明示的に表すものと言える。「非現実の言語行為」であるゆえ、たと

えば冒頭にある出生直後の経験や末尾の溺死に至る内言（「其時苦しいながら、かう考へた。」〔十一〕）

について、その発語行為がなされた〈場〉を問うことは無用となる。小説が一人称の語りの形態をと

る場合、「非現実の言語行為」の〈現実性〉を担保するために、日記や手紙といった体裁をはじめ、発

                                                   
19 中村前掲書、103-104頁。 
20 サール前掲書、111頁。 
21 清塚前掲書、112-113頁。 
22 清塚前掲書、120-121頁。 
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語行為の成立にまつわる諸設定がなされることも多い。だが、〈語る猫〉によって虚構性が明示され

ていることで、そうした設定を付加する必要性は低くなろう（語りの限定の逸脱に関する作中処理に

ついてはすぐ後に述べる）。ただし、猫（動物）は言葉を話さないという〈現実〉によって、猫による

小説の「語りの全体」が〈非現実〉となる点には、より注意深く考えるべきところがある。さしあた

り、「吾輩は猫である。」という言表は、〈語る猫〉＝〈非現実〉の存在が、猫が話すという〈非現実〉

の事態を、行為遂行的に言葉で示しているものと見てよいだろう。これがいわゆる「嘘つきのパラド

クス」――言表主体と言表行為の主体との間に生じる自己言及のループ――に陥ることがないのは、

言表における現実／非現実（真／偽）の基準が、当の言表をなしている言葉そのものの〈現実〉（猫は

言葉を話さない）に求められるからである。仮に、「吾輩は〈言葉を話さない人間〉である。」とはじ

まる小説があったならば、いかにそれがフィクションとしてあろうとも、その「語りの全体」には自

己言及から発する不合理が終始ついてまわるはずだ。 

こうした意味では、『吾輩は猫である』における「吾輩」＝猫の語りを、（発語行為を含んだ）全体

として「非現実の言語行為」とみなすことはできないし、発語行為における「作者と語り手の分離」

や「二重性」も仮初めのものとなろう。浮かび上がってくるのは、結局のところ、〈語る猫〉という虚

構存在を指示する現実の作者の「発語内意図」であり、ひいては〈猫のふりをして語る漱石〉の構図

である。作者への還元へと帰着しないために必要なのは、語る動物は人間のみであるという〈現実〉

＝基準を、小説における「発語行為の解釈」の前提条件から一度外してみることである。この思考操

作は、現実の作者による書く行為および非現実存在による語りといった「二重性」の事後措定から、

虚構の言語行為が生成する地点へと立ち戻ることにつながるだろう。 

「掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフハフハした感じが有つた」――。〈現実〉を生

きる人間は、知覚する身体を持つ存在として、〈動物〉のカテゴリーに属する。むろん、言語によって

分節化される以前の知覚とは、人間にとって語り得ぬものとなっていよう。たとえば出生直後の身体

感覚、言葉にされた瞬間〈非現実〉となるこの〈現実〉こそ、〈動物〉の語り‐虚構の言語行為によっ

て行為遂行的に創造されるにふさわしい。小説の言葉の発語行為に想定されるべきは、現実の作者／

非現実の〈語る猫〉という二者択一でなく、またその「二重性」でもなく、〈動物〉（として）の言語

行為という事態なのだ。それは、言語存在として主体が確定するより前の、またそうした主体を前提

とする虚実の区別以前の出来事として生じる。そして実際には、人間以外の生き物の語りで構成され

る（特殊な）小説だけでなく、作者と語り手の分離が事後的に認められるフィクション一般にもまた、

このような主体（人間）を欠いた言語行為が潜勢しているのではなかろうか。〈動物〉・〈語る猫〉と

は、そうした言語行為の空位を充填するかりそめの姿であり、かつまた、語られた言葉を〈小説〉た

らしめるに必要な存在としてあるのだ。 

 

 

４． 
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小説『吾輩は猫である』においては、〈語る猫〉が語り手に据えられたことで、作中人物を語り手と

する一般の一人称形式には収まらない描写が可能となっている。繰り返される他家に忍び込んでの盗

み聞きをはじめ「苦沙彌」の手紙や日記の覗き見、銭湯の光景〔七〕や泥棒現場〔五〕の実況から、

（当然ながら）動物のみが登場する空間など、〈語る猫〉の特性によって一人称小説における表現の

幅が格段に広がる。ただし、こうしたなかでいわゆる形式の〈逸脱〉として残るのが、登場人物の内

面に向けた語りのあり方である。つねに注目が集まる点であるが、他人である「苦沙彌」の心の内を

語る不自然さについて、「吾輩」は「読心術」を持ち出して説明する23。その適否はともかくとして、

『吾輩は猫である』では、そもそも他人の心中に対する語りの制御が完全に行き届いていたかと言え

ばそうでない。「読心術」なる言い訳が出る前にも、「苦沙彌」ほか登場人物の内部を、いくぶん断定

的に示すようなところが見られる。とりわけ、人間たちの会話が中心となる場面――これが多くなる

のも〈語る猫〉の特性のひとつと言えるだろう――では、基本的に、発言者の内心は地の文（「吾輩」

の言葉）で推測表現とともに示されるものの、その形態が完全に維持されているわけではない。たと

えば、「細君」の内心に直接言葉が及ぶ箇所24もあるように、ときに語り手「吾輩」の推測といった形

式上の建て前が飛び越えられてしまう（小説表現一般が備える〈呼吸〉や〈語り口〉のようなものを

考えれば、むしろ自然とも言えるが）。「読心術」とは、こうした些細な逸脱の積み重ねから浮上して

くるものであろう。もとより〈語る猫〉の特性は三人称の語りと重なるところが多く、そこから生じ

る（一人称から三人称への）形式的逸脱を回収するものとみなせるかもしれない。 

 しかしながら、『吾輩は猫である』の語り手は、〈語る猫〉ただ一人（一匹）だけなのだろうか。「読

心術」云々を吟味する以前に、三人称小説のごとく「苦沙彌」らの内面を直接語りうる語り手が、〈語

る猫〉の饒舌に隠れて並存していると考えることはできないだろうか。それでもなお、〈語り手〉と

その人称形式を統一的に捉えるべきであるならば、「読心術」ほか前述の諸特性を具備し一人称で〈語

る猫〉のほうに、三人称小説に措定される、いわゆる「無人格の語り手」が変異（逸脱）した姿を見

てよいかもしれない。 

 大浦康介は、一人称小説と三人称小説における虚構性の違いについて次のように説明する25。一人

称小説では、作者は「真面目」に語るふりと語り手＝登場人物であるふりをしている。そこでは、語

り手は「ふつうの発話」をしていることになっており、内容・形式ともに諸々の逸脱を避けた「本当

らしさ」が求められる。対して、「三人称小説における、登場人物ではない語り手を作者と同一視し

てはならない確たる理由はない」26。三人称小説の作者は、「真面目」な発話の擬装などでなく、「何

                                                   
23 「吾輩は猫である。猫の癖にどうして主人の心中をかく精密に記述し得るかと疑ふものがあるかも知れんが、

此位な事は猫にとつて何でもない。吾輩は是で読心術を心得て居る。いつ心得たなんて、そんな余計な事は聞か

んでもいゝ。ともかくも心得て居る。」〔九〕 
24 「さすが見殺しにするのも気の毒と見えて「まあ餅をとつて遣れ」と主人が御三に命ずる。御三はもつと踊ら

せ様ぢやありませんかといふ眼付で細君を見る。細君は踊は見たいが
、、、、、、

、殺して迄見る気はない
、、、、、、、、、、

のでだまつて居

る。」〔二〕（傍点引用者） 
25 「フィクション」（大浦編『文学をいかに語るか―方法論とトポス』、新曜社、1996・7、所収、240-269

頁）。 
26 大浦編前掲書、258頁。 
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よりもまず「れっきとした」フィクション的発話行為を遂行している」のであり、それゆえ「トルス

トイはアンナ・カレーニナという人物にまつわる物語を読者に向かって語っている」との見方が成り

立つのだ27。 

 サールの議論では、「時としてフィクション上の物語の著者は、物語のなかに、フィクション上の

ものでもなければ物語の一部でもない発話を挿入することがある」とされ、『アンナ・カレーニナ』

の冒頭の一節を例に、「これはフィクション上のものではなく、真剣な発話である。それは正真正銘

の断言である。」28との見解が示されていた。この点についてもさまざまに批判されるところだが29、

三人称小説の「登場人物ではない語り手」とその語りの位相については、十分な吟味が必要となろう。

マリー＝ロール・ライアンは、サールの議論における作者とは、架空のものを指示するふりをするか、

現実世界について「真面目」に指示するかのふたとおりしかできないことになると指摘したうえで30、

次のように疑問を投げかける。 

 

では無人格叙述のばあい、実際の話者〔作者〕はいったいだれの擬装
ふ り

をしているのかという問題

が発生する。サールは「言語行為を遂行する擬装
ふ り

をする」ことと「個人化した語り手である擬装
ふ り

 

をする」こととを対置しており、一見、無人格虚構作品における代理話者を必要ないものにして

いるように見える。ところが、じつはサールの公式は、「遂行する」という動詞に論理上の主語

が必要だという事実を隠蔽している。『アンナ・カレーニナ』のような古典的な三人称虚構物語

の作者がべつの 素 性
アイデンテイテイ

を引受けていないなら、この作者は言語行為を遂行する自分自身
、、、、

である

ふりをしているはずではないか31。 

 

 そこで、可能世界論に立脚するライアンは、作者（発話位置）の虚構世界における移動先となる「代

理話者」概念を、「無人格叙述」からなる小説にも適用していく。つまるところ、「代理話者」には「心

理的現実とでも呼ぶべきものを提示する、人格を持つ／個人化した語り手と、純理論的根拠によって

存在が措定される、無人格の語り手」の二タイプがある。そして、前者が「作者の心と登場人物の心

とのあいだに介在させられる自律した心として機能する」のに対し、後者については、「その存在は

ひとえに、テクスト発話の誠実性条件を充たす責任を、作者が負わなくてもいいようにするためだけ

に措定される。これといって特徴を持たない話者は人間としての厚みを欠いており、内包された作者

の意見から離れて主観的意見を表明できないから、その人格・信念・判断を自律した私秘的領域とし

て読者が再構築する必要はない。」と規定される32（なお、「内包された作者」の位置づけはさておき、

                                                   
27 大浦編前掲書、262頁。 
28 サール前掲書、120頁。 
29 たとえば中村前掲書、105-106頁。 
30 ライアン前掲書、118頁。 
31 ライアン前掲書、118-119頁（傍点本文）。 
32 ライアン前掲書、126-127頁。 
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無人格の語り手の言葉が現実の作者の見解とも重なりうると考える点では、先の大浦の説明と同様で

ある）。また、河田学は、ライアンの主張に関する批判的考察をおこないつつ、自由間接話法など特

に語り手の存在が希薄になるケースも踏まえて、「語りにかんするこのような状況は、われわれが「語

り手」について語ることをいくらか難しくし、かわりに物語言説を作者に帰属させることを促すので

ある。しかしこのようなさまざまな語り手の事例は、存在論的に有限個に分節できるようなものでは

なく、むしろ一人称の語りも含めて、一つのスペクトル上に連続的に分布していると考えるべきであ

ろう。」33としている。 

 語り手が明示されない三人称小説に、現実の作者による「「れっきとした」フィクション的発話行

為」の遂行を見るとすると、そうした（真の？）虚構言語行為を遂行する「論理上の主語」には、〈物

語を「真面目」に語る作者〉のふりをする作者自身――「意識した嘘」をつく主体――といったより

ナンセンスな存在が出現してしまう。であればやはり、小説の言葉を虚構たらしめる「無人格の語り

手」の措定が必要となってくる。ただし、この「語り手」とは、「他人の心を盗み読みできる超能力の

ようなもの」34を持つかのごとく語るものであり、また「どうやら心と言語能力〔competence〕とを

備えたひとつの主体であろうとわずかに推し量られるくらい」35で特定することができない存在であ

る。こうした「人間としての厚みを欠い」ている「無人格の語り手」（「代理話者」）への移動を、虚構

言語行為において生じる作者の行為遂行的
パフォーマティヴ

な変態――擬装ではなく――と捉えることはできないだ

ろうか。このとき小説を／で語っているのは、「心と言語能力とを備えたひとつの主体」である〈動

物〉、いわば「猫でもなく人間でもない、異様な超現実の境界的存在」のようなものにほかならない。

こうした〈動物〉としての「語り手」からなる「スペクトル上」に、小説『吾輩は猫である』の場合

は、一人称で〈語る猫〉から三人称の「無人格の語り手」までが分布しているのだ。 

 

 

５． 

言葉からなる虚構世界である小説には、「語り手」という〈動物〉が潜勢している。それは、（言表

行為の）主体＝人間ならざる何かであり、行為遂行的にみずからを生み出すものである。小説を書く

行為（小説の言語行為）とは、そうした「語り手」＝〈動物〉への生成に、否応なく巻き込まれるこ

とを意味しよう。 

ここで依拠しているのは、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリが示したコンセプトである。

主体以前にある経験の地平を芸術作品のうちに見出していくドゥルーズ＝ガタリは、「人間を突き抜

け、引きさらっていくような、そして動物にも人間にも等しく作用をおよぼすような、きわめて特殊

                                                   

33 「語る行為
ナレーシヨン

の存在論
オントロジー

」（大浦康介編『フィクション論への誘い―文学・歴史・遊び・人間』、世界思想社、

2013・1、所収、280-296頁）。引用は 291-292頁より。 
34 ライアン前掲書、122頁。 
35 ライアン前掲書、120頁。 
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な〈動物への生成変化〉」36を鍵概念のひとつとする。「動物への生成変化」とは、動物の「真似」・「模

倣」でなく、また「人間が「現実に」動物になるのでも、動物が「現実に」別のものになるのでもな

い」。人間や動物といった「固定した項」に依らない、生成変化そのものが「現実的」なのであり、

「人間が動物に〈なる〉ということは現実だが、人間が変化した結果それになる動物は現実ではない」

とされる37。本論に当てはめて言うならば、作者が「語り手」という〈動物〉へ生成変化することは

「現実」の出来事であり、その結果作中に現れる〈語る猫〉は「現実」の存在ではない――ここにフィ

クションの言語行為の内実があるのだ。 

  

作家がれっきとした魔術師たりうるのは、書くことが一個の生成変化であり、ねずみへの生成変

化、昆虫への生成変化、狼への生成変化など、作家への生成変化とは異なる不可思議な生成変化

が書く行為を貫いているからだ38。 

 

 小説の言語行為は、「固定した項」である主体なしに〈遂行〉される、「動物への生成変化」と見な

すことが可能である。また、このとき芸術作品は、「諸感覚のブロック
、、、、、、、、

、すなわち被知覚態と変様態
、、、、、、、、、、、、

の合成態
、、、、

」39を示すものとなっている。ここで「 知 覚
ペルセプシヨン

」と区別される「被知覚態
ペ ル セ プ ト

」とは、「それを

体験する者の状態から独立」したものであり、同じく「情 緒
サンチマン

あるいは変様＝感情
アフエクシオン

」と区別される

「変様態
アフエクト

」も、「それを経験する者の能力をはみだしている」。すなわち両者は人間主体から自立して

おり、それゆえ芸術作品は、「或る感覚存在」にして「即自的に存在」するものと見なされる40。「芸

術家」としての作家は、「語」や「統辞法」を手段に、知覚・体験主体から「被知覚態
ペ ル セ プ ト

」・「変様態
アフエクト

」を

「引き離す」ことで41、そうした芸術作品を創造している。この見方も、現実の作者と小説の「語り

手」との不一致を要諦とする虚構理論、およびフィクションの発語行為の議論に重ね合わせることが

できよう。 

 そしてドゥルーズ＝ガタリは、「動物への生成変化」などに具現される「変様態
アフエクト

」に、動物と人間に

渡る「不確定ゾーン」、「不可識別ゾーン」の所在を想定する42。この「ゾーン」に分け入ることがで

きるのは芸術のみだが、そのために必要なのは、「形態
フオルム

〔図〕を崩潰させることができる背景
フオン

〔地〕

の 力
ピユイサンス

」、「もはやどれが動物でどれが人間なのかがわからなくなるあのゾーンの存在を認めさせ

ることのできる背景の 力
ピユイサンス

」43だとされる。小説『吾輩は猫である』では、このような「背景の 力
ピユイサンス

」

                                                   
36 ジル・ドゥルーズ／フェリックス・ガタリ『千のプラトー』（宇野邦一ほか訳、河出書房新社、1994・9）、

274頁。 
37 『千のプラトー』、275頁。 
38 『千のプラトー』、277頁。 
39 ジル・ドゥルーズ／フェリックス・ガタリ『哲学とは何か』（財津理訳、河出書房新社〔河出文庫〕、2012・

8）、275頁（傍点本文）。 
40 『哲学とは何か』、275頁。 
41 『哲学とは何か』、281頁。 
42 『哲学とは何か』、291-292頁。 
43 『哲学とは何か』、292頁。 
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が前面に現れ、言葉の有無による人間／動物の区別といった「形態〔図〕」を崩していると言えよう。

〈語る猫〉の発話を中心とする作品には、その至るところに「あのゾーン」への孔が開いている。『吾

輩は猫である』の（特殊な）表現形態には、小説という言語芸術に潜在するモデルが具現しているの

である。 

 

※『吾輩は猫である』の引用は、『漱石全集』第一巻（岩波書店、1993・12）に拠った（ルビ等は省

略している）。 
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An animal as a “narrator”: 

 

YAMAMOTO Ryosuke 

 

In "I Am a Cat," the dichotomy of utterance subject of in the fiction= "I" and utterance subject 

in an actual world=an author is fixed by imaginariness of a cat as a narrator. Judgment whether 

a reality is in agreement/disagreement with a fiction between an author and a "cat as a narrator" 

is totally based on an after-the-fact pragmatic interpretation. In this regard, there is an affinity 

base noted between author's camouflage theory (Searle) as a fiction language act theory and 'I Am 

a Cat.' A locutionary act for a novel is sometimes argued from dual perspectives of reality/ 

unreality but should a focus be placed on the performativity of fictional languages, it can be said 

that a classification framework is also subsequently designated behind languages. Therefore, it is 

necessary to remove the reality that humans are the only species that talk from an interpretive 

condition, and go back to the point where fictional verbal acts take place. What emerges at this 

moment is a situation of verbal act as an (animal) and it comes to the fore as an event before 

defining the subject. In addition, if "a narrator with no personality" who makes words in a novel 

fictitious is liken to an "animal," an emergence of author's performative transformation also 

become visible in fiction languages. And, in case of the novel "I Am a Cat," a narrator from first 

person of a cat to third person with no personality are in distribution on the spectrum of a narrator 

as an animal. An animal as the so-called "Narrator" is latent to the novel, and something totally 

unlike human beings creates itself performatively. The verbal act of a novel means undeniably 

getting involved with "altered formation to the animal" Deleuze / Guattari advocates. 

 

Keyworrds: "I Am a Cat", fiction language act theory, narrator, animal, altered formation 
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