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Clan'ssaにおける発話の表出について

-Pamelaと比較して一

脇本 恭子

SamuelRichardsonfirmlybelievedthat"thenarrativeintheformofcorrespondence"

wouldgiveastrongerandmorevividimpressionthan whathedescribesas"thedry,narra-
tive,unanimatedStyle"inhisPrefacetoClarlssa.Although hisPamelaandClarissaareboth

Writtenintheepistolaryform,thereareconsiderabledifferencesfoundinhisstylisticfea-

turesbetweenthesetwo,particularlyintermsofspeechpresentationandtheuseofreporting

verbs.Thepurposeofthisarticleistoexplorelinguisticallyhisinnovativedevicesforpre-

sentingspeechesinCta畑ssaincomparisonwithPamela.Ourconcem hereisnotwiththe

extensivevarietiesofspeechpresentation,butwiththosewhichservetodemonstratethe

author'screativeskills.
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はじめに

samuelRichardson(1689-1761)の最初の書簡体

小説pamela (1740)は,話法においては直接話法,

伝達動詞においては s̀ay'が圧倒的に多 く,発話

の演出が単調でバリエーションに乏しい01 しかし

ながら,Pa的elaが世に出されてわずか数年の間に,

Richardsonの文体的技巧に少なからぬ変化があり,

それが同じ書簡体小説であるClarissa (1747-48)

の中に現れている｡この間,HenryFielding(1707-

1754)がPamelaに対するパロディを二作著してい

るが (Shamela(1741)とJosq)hAndrews(1742)),

そのFleldingの存在がRichardsonの執筆に何らか影

響したのではないかと推断せずにはおれない｡

それでは,｢発話の表出法｣においては,具体的

にどのような点に技巧の変化が見られるのか,本稿

では,ClarissaをpamelaやFieldingのパロディと

比較 ･考察することで明らかにしていく｡本論に入

る前に,資料とする作品を,各発行年号と略記を併

せて以下に記しておく｡Z

･SamllelRichardson

Pamela(1740):Pan

Clarissa(1747-48):Cl

･DanielDefoe

RobinsonCrusoe(1719)･.RC

･HenryFielding

Shamela(1741):Sham

Josq)hAndrews(1742):JA

ISam uelJohson(Dr.Johnson)

Rasselas(1759):Ras

･OliverGoldsmith

TheVicarofWakefield(1766):VW

1.基本的構成

このセクションでは,まず,pamとclの基本的

構成について,共通点と相違点を指摘することから

始める｡既述の通 り,どちらも同じ書簡体による小

説であるが,この形式 を選んだ理由について,

Richardson自身がClの序文の中で,以下の様に述

べている｡3

(1)AlltheLettersarewrittenwhiletheheartsof

thewritersmustbesupposedtobewholly

岡山大学大学院教育学研究科 社会 ･言語教育学系 英語教育講座 700-8530 岡山市北区津島中3-1-1

SpeechPresentationinRichardson'SCIarissa:tnComparisonwithPamela

KyokoWAXIMOTO

DepartmentofEnglishLanguageEducation,GraduateSchoolofEducation,OkayamaUniversity,31111Tsushima-
naka,Kitarku,OkayamaCity700-8530

-39-



脇本 恭子

engagedintheirsubjectsCrheeventsatthetime

generallydubious):Sothattheyabotmdnotonly

wi thcriticalsituations,butwithwhatmaybecalled

instantaM DescriptiortsandReflectiorLSbrop-

ertobebroughthometothebreastoftheyouthful

Reader);asalsowithaffectingConversations･,

manyofthemwritteninthedialogueordranutic

Way･

"MuchmortZ1ivelyandaffecting,saysoneofthe

principalCharacters(γol.ⅤⅡ.Let.22.)mustbethe

Styleofthosewhowriteintheheightofapnsent

distress;themindtorturedbythepangsofuncer-

tainty(theEventsthenhiddeninthewombof

Fate);thanthedry,narrative,unanimatedStyleofa

personrelathgdifficdtiesanddangerssurmounted,

canbe;therelaterperfW yatease;andifhjw lf

unmovedbyhisownStory,notlikelygreatlyto

affecttheReader." (Refacetoaarissaxiv)4

下線を付した "instanぬneousDescriptioI鳩"という

言い回しが表すように,何か事が起こった際,すぐ

さまそれを手紙に書き綴ることによって,その時点

での書き手の心の動きがそのまま相手に伝わる｡電

話や他の通信手段がない時代にあって,このような

手紙の形式は,各場面における登場人物の心理状態

を克明に映し出すのに最も有効な手段ではないかと

Richardsonは考えたのである.

小説における発話の形態を概説したpage(19882

[1973]:50)は,(1)の序文について以下の様に評し,

手紙文と発話行為の等価性を指摘している｡

Inthe1759Prefacetoααrissa,Richardsonrefers

tothèinsぬntaneousDescriptions andReflectiorLS'

andthe'affectingConversations'ofhisnovel-

m̀anyofthem',asheadds了whtteninthedialogue

ordramaticway'.Thelanguageofsuchpassagesis

ofteninfluencedbyspeech,althoughitisthewrit-

tenstyleofthecharactersthatisinquestion;and

thereader'sattentioniscontinuallybeingdrawn

tothem intheactofwritingtheirlongand

detailedletters,whichmayberegardedasequiva-

lenttotheactofspeaking.

細部に行き渡って綴られる手紙文は,読者を,眼前

で繰り広げられる劇の世界に引き込むような迫真性

を持っている｡但し,Pamの場合は,手紙の宛先

が主に両親で,しかも,若主人M∫.Bの別邸に監禁

されている間は外部との接触を絶たれ,殆どが日記

の形式なので,実質的にはPamela一人による語 り

のようになっている｡これでは,Pamelaの容姿や

美徳が褒められるのを,本人自らが読者に伝える形

となり,｢奥ゆかしさ｣や ｢恥じらい｣で特徴付け

られているはずのヒロインの性格描写はかなり不自

然に映る｡この点を見逃さなかったFieldingが,鋭

い批判の矛先を向けたのも,ある意味無理なからぬ

ことであろう｡Richardson本人も,苦々しい思い

をしながらも,この批判をやむを得ないことと甘受

したのではないだろうか｡

さて,このPamの弱点を考慮したのか,Clでは,

手紙のやりとりがヒロイン一人に留まらず,語りの

視点がより複雑になっている｡確かに宛先を親友の

AnnaHoweを中心 とはするものの,相手役の

Lovelaceとその親友Belford,さらには,これら主

たる4人に加え,脇役による手紙文も所々に差し挟

まれている｡このことに関して,Richardsonは,

同じくαの序文の中で,以下の様に述べている｡

(2)Besidesthefourprincipalpersons,severaloth

ersareintroduced,whoseLettersarecharacteris-

tic:Anditispresumedthattherewillbefoundh

someofthem,butmoreespeciallyinthoseofthe

chiefcharacteramongthemen,andthesecond

characteramongthewomen,suchstrokesof

Gaiety,Fancy,andHumour,aswillentertainand

divert;andatthesametimebothwarnand

instruct･ (PrefacetoClarissaxiv)

主役以外にも特徴的な手紙を書く登場人物が導入さ

れ,その果たす役割も看過できないなど,pamの

問題点が大幅に改善されたことが窺える｡語りが複

雑になることで客観性が増し,ストーリーはより真

実味を帯びることになる｡

それでは,以下に続く二つのセクションで,Pan

とFieldingのパロディをcJと比較することで,｢発

話の表出法｣におけるRichardsonの技巧の変化を

分析していく｡

2.話法と伝達部の特徴:

Pame/∂とそのパロディの場合

2.1PamelaのerJ

まず,pamの例から始める｡

(3)LETTERXXI.MydearFatherandMother,

IWASforc'dtobreakoff;forIfear'dmyMaster

wascoming;butitprov'dtobeonlyMrs.Jeruis.

Shesaid,Ican'tendureyoushouldbesomuchby
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yourself,Pamela.AndI,saidI,dreadnothingso

muchasCompany;formyHeartwasupatmy

Mouthnow,forfearmyMasterwascoming.ButI

alwaysrejoicetoseedearMrs.Jeruis.

Saidshe,IhavehadaworldofTalkwithmy

Masteraboutyou.Iam Sorryforit,SaidI,thatI

ammadeofsomuchConsequenceastobetalk'd

ofbyhim.0,saidshe,Ⅰmustnottellyouall;but

youareofmoreConsequencetohimthanyou

thinkfor.-

0rwishfor,saidI;fortheFruitsofbeingof

Consequencetohim,wouldmakemeofnoneto

myself,oranybodyelse.

Saidshe,ThouartaswittyasanyLadyinthe

Luld:Iwonderwherethougottestit. (Pan52)

引用(3)は,Pamelaが両親に宛てた手紙である｡こ

この対話は全て直接話法 (以下Ds:DirectSpeech)

で構成され,下線を付 した伝達動詞 も全て s̀ay

である｡また,話者が代わる毎に,同じ伝達動詞が

それぞれの発話に対応するよう用いられている｡伝

達部の語順も,4行目の "shesaid"以外は,段落の

行頭を含め全てVSである (e.g."Saidshe,''"saidI")｡

次に,間接話法 (以下IS:IndirectSpeech)で構

成されている例を挙げておく｡

(4)Mrs･Jm)is草野.9.,he,q*.'_q_her,IfIkepttheMen

ataDistance;for,hesaid,Iwasverypretty;and

tobedrawn intohaveanyofthem,mightbemy

Ruin,andmakemepoorandmiserablebetimes.

SheneveriswantingtogivemeagoodWord,and

tookOccasiontolaunchoutinmyPraise,she

_9,g.y_?_･ (PanI.12)

ISの語順は,Dsの場合とは逆に全てSVであるが,

発話のたびに伝達動詞が使われている点は,Dsの

時と同様である｡しかも,別の話者の発言が挿入さ

れる場合や,同じ話者でも発話の途中でポーズが入

る時は,その都度伝達動詞が加えられている｡その

ため,この比較的短い発話に4つの伝達動詞が使用

され,それも s̀ay'や ●ask'のように特別な意味

合いを持たない中核動詞のみである｡従って,伝達

部の働 きは,Ds,IS共に単に発話を伝えるという

だけのもので,時代の特徴はあるものの,作家によ

る技巧の跡が辿れる訳ではない｡

この傾向は,引用(3),(4)に限ったことではなく,

脇本 (2007)の調査では,数値の上に明確に現れて

いる｡その一部を以下に示しておく｡5

[Tablel] Ds/lSの頻度と割合

Works wordNo.1 Ds ⅠS
freq. ratio% freq. ratio%

*RC 18,051 35 30.4 80 69.6

*sham ll,607 122 65.6 64 34.4

JA 30,000 247 52.8 221 47.2

Ras 30,000 176 78,2 49 21.8

[Table2a] s̀ay'の頻度と割合 (Ds)

Works DSTotal Say ratio(%)

PaTn 375 356 94.9

JA 247 126 51.0

Ras 176 137 77.8

lTable2b] s̀ay'の塀度と割合 (lS)

workslISTotal Say ratio(%)
*RC 80 18 22.5

Pan 142 73 51.4

*Sham 64 17 25,6

Rag 49 2 4.1

ⅤⅥ′ 165 1 19 ll.5

表に示 した各作品の 3万語から成るコーパスを基

に,[Table l]では伝達部が導 くDs/ISの頻度と

割合を,[Table2孔,2b]ではDs/ISにおける s̀ay

の頻度 と割合を,それぞれ比較 したものである｡

Ds,IS共にPamでは s̀ay'が他を圧倒しているが,

特にDsでは95%に迫る高頻度である｡一方JAで

は,Dsにおける s̀ay'の頻度が50%程度にまで

激減 し,ISではDsの場合ほど数値に極端な開きは

ないとはいえ,pamに比べ出現率がかなり低い結

莱 (半分以下) となっている｡このことは,JA以

外の他の18世紀の小説にも同様に当てはまる｡

2.2Shame/aの例

次に,Fieldir唱による二作のパロディのうち,

Shamからの例を引用しておくo

(5)Pamela,saidhe,andtakesmegentlybythe

Hand,willyouwalkwithmeintheGarden;yes,
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Sir,撃∋竺Ⅰ,andpretendedtotremble;butIhope

yourHonourwillnotberude.∫ndeed,sayshe,

youhavenothingtofearfromme,andlhave

somethingtotellyou,whichifitdothnotplease

you,Cannotoffend.Wewalkedouttogether,and

he旦!造型thus,Pamela,willyoutellmeTruth?

DoththeResistanceyoumaketomyAttempts

proceedfromVartueonly,orhaveInotsome

Rival in thydearBosomwhomightbemoresucI

cessful?Sir,saysI,IdoassureyouIneverhada

thoughtofanyMan intheWorld.Howsayshe,

notofParsonWiuiams!ParsonWilliams,saysi,

isthelastManuponEarth;andifIwasa

Dutchess,andyourHonourwastomakeyour

Addressestome,youwouldhavenoreasontobe

jealousofanyRiv叫,especiallysuchaFellowas

ParsonWilliams. (Sham 343)

話法や伝達動詞 もオリジナルのPamを真似ている

ためか,Dsにおける伝達動詞は,[Table l]のデ

ータが示す通 り s̀ay'が85%を超 えるほど多 く,

伝達部の構造 も殆 どがPam 同様vsの語順 (e.g.

"Saidhe,"̀-saysI")である (但 し,この語順は当時

の標準 と思われる)｡さらに,各発話にほぼ同じ伝

達動詞が対応 している点 も,pamを型押 ししたか

のようであるO しかしながら,Shamelaが語る一人

称主語には s̀ays'という非標準の動詞が用いられ,

無教養な言葉として特徴付けられている｡

挿人的に用いられる s̀ays'は,OxfordEnglish

Dictionayy(以下OED2) に "isoftensubstituted

colloq.forthepa.tensesaid."と記されるように,

しばしば過去形 s̀aid'の代用となる｡上掲の引用

の場合 も,1行 目の `̀saidhe"や 8行 目の "he

beganthus''から辿れるように,時制は明らかに過

去である｡さらに,OEDに "Invulgarspeechor

JOCularimitationsofit,saysI,saysyou= s̀aidI,'

s̀aidyou'"6と続けられるように,"saysI"は "said

I"の卑俗用法で,ShamはPamをあからさまに攻

撃 した形となっている｡

2.3JosephAndrewsのel1

-万,JAにおける発話の表出や伝達部の型は,

pamやShamのようなパターン化された単調なもの

ではない｡場面 ･状況に応 じてレベルの異なる話法

が効果的に使い分けられ,使用される伝達動詞も多

種多様である｡

話を先に進める前に,ここでLeech&Short(1981:

324)が "VarietiesofSpeechPresentation"の中で

NRSA (NarrativeReportofSpeechAct)として紹介

している発話の例を,JAから示しておく｡

(6)Josq)haddressinghimselftotheParson,壁

himtheDiscoursewhichhadpastbetweenSqpire

Booby,hisSisterandhimself,concemingFanny:

hethenacquaintedhimwiththeDangerswhence

hehadrescuedher,andcommunicatedsome

ApprehensiorLSOnheraccount. (JA276)

二重下線部を付 した動詞は発話行為があったことを

説明するだけで,具体的な内容を伝えるDsやISの

伝達動詞とは役割が異なる｡それ故,前述のLeech

&Shortは,このような形態をNRSAと名付け,他

の話法と一線を引いている｡

JAの会話部は,Dsに限らずISやこのNRSAのよ

うにレベルの異なる発話が,同じ場面において効果

的に使い分けされている｡他にも二,三例を挙げて

おく｡

(7)TheGentlemarLamSWeredwithgreatWarmth,

andtalkedmuchofCourageandhisCountry,'till,

perceivingitgrewlate,heaskedAdams了Wh at

PlaceheintendedforthatNight?'He_Ql"qHhim,̀he

waitedtherefortheStage-Coach.'-'TheStage-

Coach,Sir!'saidtheGentleman,̀theyareall

passedbylongago.Youmayseethelastyourself,

almostthreeMilesbeforeus.'-Ìprotestandso

theyare,'CriesAdams,'thenImustmakehaste

andfollowthemj (JA122)

(8)UponwhichthepoorManuscriptofLEeschy-

lus,whichAdamshadtranscribedwithhisown

Hand,wasbroughtforth;andtheJustice,looking

atit,shookhisHead,and,turningtothePrisoner,

型 theMeaningofthoseCyphers･C̀yphers!'

answer'dAdams,litisaManuscriptofJEeschylus.'

'Wh o?who?'SaidtheJustice･Adamsrepeated,

ノ̀野eschylus.' T̀hat,isanoutlandishNam e,'Cried

theClerk.'AfictitiousNam erather,Ibelieve,I

SaidtheJustice.OneoftheCompanydeclaredit

lookedverymuchlikeGreek, (JA132)

引用(7),(8)の三種の下線は,各 レベルを導入する

伝達動詞を表す (一重線はDs,点線はIS,二重線

はNRSA)｡Pamでは,特にDsにおいては伝達動詞

の殆 どが s̀ay'であったのに対 し,JAでは発話の

表出が技巧的になるにつれ,伝達動詞も c̀ry'や
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d̀eclare'など感情的色彩の濃い動詞が目立つよう

になっている｡ 7

また,[Table l]の数億が示すように,JAでは

pam に比べISの割合がかなり高い｡その理由の一

つは,脇本 (2007)での考察でも触れたように,

JAでは作品全体にわたって暗が りの場面では通常

ISかNRSAで示されていることによる｡但し,表出

法の違いは物理的な明暗の間趨というよりもむしろ

心理的距離にある｡例えば,以下の (9a),(9b)を

比較してみよう｡

(9a)TYteywereboths血IdingbytheBody,which

laymotionlessontheGround,andwhichAdams

wishedtoseestirmuchmorethantheWomandid,

whenheeamestlybeggedhertotellhim b̀ywhat

MisfortlmeShecame,atsuchatimeofNight,into

solonelyaPlacejSheacquaintedhim,'shewas

travellingtowardsLondon,andhadaccidentally

metwiththePersonfromwhomhehaddelivered

her,whotoldherhewaslikewiseonhisJoumey

to仇esamePlace,andwouldkeepherCompany;

anOfferwhich,suspectingnoHarm,shehad

accepted;,.'Adamsencouragedherfor_?_qy!rt.g

shehadputherwholeTrustinProvidence,and

toldher了hedoubtednotbutProvidencehadsent

himtoherDeliverance,asaRewardforthatTrust.

Hewishedindeedhehadnotdeprivedthewicked

WretchofLife,butG-'sWillbedone;'hesaid,the

hoped仇eGoodnessofhislntentionwouldexcuse

himinthenextWorld,andhetrustedinher

Evidencetoacquithimin this/ (JA124-25)

暗闇の中,顔,姿が全 くわからない状況で会話を交

す場面で,終始ISでの対話である｡他方,話の流

れから互いに相手が誰であるのか判明した (9b)で

は,Dsへと移行している｡｢見知らぬ者同士｣とい

う心理的に遠い存在から ｢馴染みの友人｣という近

い関係になった時,それに呼応して話法のレベルも

変えられているのである｡

以上のように,JAでは物理的な状況や力関係,

心理状態に応 じた遠近感,さらにはどの人物に脚光

が向けられているのかが,画像を介さずとも文字を

通して想像できるような工夫が凝らされている｡パ

ロディとしても,shamに見られるようなあからさ

まな攻撃ではなく,アイロニーの形で批判を灰めか

していることが多い｡アイロニーとは,ギリシア語

の èipoveicL'(=dissimulation,i.e.assumedigno-

rance,irony)Sに端を発する語であるが,9真に知と

徳を備えた者が愚者を装って,偽善者の言動を浮き

彫 りにするのである｡Pamからわずか 2年後に出

されたこのJAは,発話の演出や伝達部の豊かさの

点においてはPam より数段洗練されたと言える｡

3.話法と伝達部の特徴:C/an'ssaの場合

3.1発話の表出法

これまでの考察で,Pamでは話法のレベルでは

Ds,伝達動詞では s̀ay'が多数を占めるなど,JA

に比べてバリエーションが乏しいということを指摘

してきた｡さて,このJAが発行された後に著され

たClでは,それらがどのように変わっているので

あろうか｡まず,以下の例から始める｡

(9b)Adamsfrequentlyventedhimselfin

EjaculationsduringtheirJourney;atlast,poor

Josq)hAndrewsoccumingtohisMind,hecould

notrefrainsighingforthhisNam e,whichbeing

heardbyhisCompanioninAffliction,Shecried

with someVehemence,'SureIshouldknowthat

Voice;youcamotcertainly,Sir,beMr.AbrahaJWi

Adams?''Indeed,Damsel,'sayshe,'thatismy

Name;thereissomethingalsoinyourVoice

whichpersuadesmeIhavehearditbefore.'L̀a,

Sir,'saysshe,'don'tyourememberpoorFanny?'

'How,Fanny!'answeredAdams,'indeedIvery

wellrememberyou;whatcanhavebroughtyou

hither?' (JA128)

(9a)は,知り合い同士のAdams牧師とFannyが,

- 43 -

(10)MyAuntHerveywaLSthere;andwaspleasedto

P_早_y_,軍司Shouldmakethefinestcouplein

England-ifmySisterhadnoobjection.-%

蟻蝕頚紐!withahau wasmysister'S

reply-itwouldbestrangeifshehad,afterthe

denialshehadgiVenhimuponfulldeliberation.

Mymotherdeclared,Thatheronlydislikeofhis

alliancewitheitherDaughter,wasonaccountof

hisreputedfaultymorals.

MyuncleHarlowe,ThathisDaughtwClary,as
hedelightedtocallme允.omchildhood,would

reform himifanywomanintheworldcould.

MyUncleAntony豊聖竺hisapprobationinhigh

tems:Butreferred,asmyAunthaddone,tomy

Sister.

Sherepeatedhercontemptofhim;and

declared,that,weretherenotanothermanin

England,shewouldnothavehim.Shewasready,
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on仙econtra町,shecouldassure血em,toresign

herpretensionsunderharLdandseal,ifMissClary

weretakenwithhistinsel;andifeveryoneelse

approvedofhisaddressto仇egirl. (αⅠ.13-14)

第 1段落の四角枠で囲んだ ẁe'は,話者である

AuntHeⅣeyのことではなく,clarissaとMr.Love-

laceを指す｡網掛けした "No,indeed!"には感嘆符

がつ き,話者の発言をそのまま伝えるDsの要素を

持っているが,後に続 く "itwouldbestrangeifshe

had‥ ."以下では,時制と人称から判断するとIS

であ り,話法が混合 している｡この点については,

後のセクション (3.3)で改めて考察する｡ さて,

以上のように,(1(カの会話部は,Dsの要素が織 り込

まれてはいるが概ねISの体裁で,所々にNRSAが差

し挟まれた構成となっている｡

このISを基調 とする会話部は,さらに個 に後続

するパラグラフ桐 においても,同様にISのまま進

行する｡

抽 MyFatherindeed,aReralongsilence,being

urgedbymyUncleAntonytospeakhismind,

said,ThathehadaLetterfromhisSon,onhis

hearingofMr.Lovelace'svisitstohisDaughter

Arabella;whichhehadnotshewntoany-bodybut

myMother;thattreatybeingatanendwhenhe

receivedit･.ThatinthisLetterheexpressedgreat

disliketoanalliancewithMr.Lovelaceonthe

scoreofhisImmoralities.･Thatheknew,indeed,
therewasanoldgmdgebetweenthem;butthat,

beingdesiroustopreventalloccasionsofdis-

unionandanimosityinhisfam ily,hewouldsus-

pendthedeclarationofhisownmindtillhisSon

arrived,andtillhehadheardhisfurtherobjec-

tions:ThathewasthemoreinClinedtomakehis

Sonthiscompliment,asMr.Lovelace'sgeneral

charactergavebuttoomuchgroundforhisSon's

dislikeofhim;.qq申_rtg,Thathehadheard(So,he

supposed,hadeve野one)thathewasaveⅣ ex-

travagantman;thathehadcontracteddebtsinhis

travels:andindeed,hewaspleasedtosay,hehad

theairofaspendthrift. (αⅠ.14)

引用(11日ま,ヒロインが人づてに聞いた内容である｡

その間接性がISの本来の使い方 となってはいるが,

注 目すべ きは,-パ ラグラフに及ぶ長いISが,わ

ずか 3つの動詞で伝達されているという点である｡

2.1の引用(4)で見たPamの場合とは大きく異なる｡

ここで引用(l射こ戻 り,同様に伝達部に目を向け

ると,伝達動詞 には d̀eclare'が二度使われ,

say'の使用は極力抑えられていることに気付 く｡

また,Pamの時のように,一続 きの発話に一つの

伝達動詞がパターン化 して対応するというのではな

く,第 3段落の `̀MyuncleHarlowe,That‥ "に至

っては,伝達動詞がないままthat節が続いている｡

恐 らく前段落の "Mymother_@_Qf'_!野9_9.,That..." と

パラレルな構造をなす ものとして,̀declare'の反

復を避けたのではないだろうか｡

同じく(1領の中で伝達動詞がない例は,第 1段落

の波線部である｡ここでは前述の "No,indeed!''が

waS‥ "以下へ と続 く一文の主部の働 きを兼ね,

間に挿入された副詞句 (̀̀with ahaughtytoss")が

一種の伝達部の働 きをしている｡厳密には主語と伝

達動詞を補って "saidshewithahaughtytoss"で

あるが,このように伝達動詞が省かれるということ

は,その動詞が何らか特別の意味を持つものではな

く,単なる中核動詞であることを示唆する｡中核動

詞は省かれても,動作や様態を表す副詞句によって,

話者の話 しぶ りは十分に伝わるのである｡

同様の副詞句の使い方には成下の(1頚があ り,さ

らに,副詞一語で成 り立っている(13)のような例 も

見られる｡これらはDsの例であるが,ここで挙げ

てお く｡

(12)Shefotmdmehtears.

HaveyounotaThomas畠Eempis,Sister?witha
stiffair.

Ihave,Madam.

Mtulam!Howlongarewetobeatthisdis-

tance,Clary? (αⅠⅠ.187-88)

(13)MyBrother,uponmyAunt'sreport,(made,

however,asIaminformed,inthegentlestman-

ner,andevengivingremotehopes,whichshehad

nocommissionfrommetogive)broughtme,in

authoritativetems,theprohibition.

NottoMissHowe?saidI.

No,nottoMissHowe,Madam,建ミ延座敷:For
haveyounotacknowledged,thatLovelaceisa

favouritethere? (Cl.I.50)

(12)はヒロインとその姉 との対話,(13)は兄との対話

である｡この箇所 も動詞と同時に,それまでの話の

流れから周知である主語も省かれ,波線部を施 した

副詞類のみが発話を伝達する体裁となっている.(10)

の場合 と同様に補足をすると,それぞれ "saidshe
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withastiffair,""Saidhetauntingly''である｡

さらに,以下の(14)のDsからなる対話の6-7行

目の波線部 "withasneerofinsult,""liftinguphis

hands"ち,これまでに引用(10),(12),(13)で考察した

例と同様,伝達動詞がなく動作を表す副詞類が発話

を伝える形態となっている｡それでは,他には伝達

部の使い方にどのような特徴が現れているのか,同

じ(14)の対話から見てみる｡

(14)Doyousounderstandthelicenseyouhave,

Miss?interro担 he･

Iwouldbeglad,Sir,saidI,tounderstandthat

youaremyBrother,-andthatyouwollldunder-

staJldthatyouareonlymyBrother,

0 thefond,fondheart,!withasneerof

liftinguphishands.

Sir,saidI,tomyFather,toyourjusticeIappeal:

IfIhavedeservedreflection,letmebenotspared.

Butifiamtobeanswerablefortherashness-

Nomore!-Nomoreofeitherside,saidmy

Father.Youarenottoreceivethevisitsofthat

Lovelace,tho'.-Norareyou,SonJames,to

renectuponyourSister.Sheisaworthychild,

Sir,Ihavedone,repliedhe;-andyetihaveher

honouratheart,asmuchasthehonouroftherest

ofthefamily.

Andheue,Sir,retortedi,yourunbrotherlyre-

flectionsuponme!

Well,butyouobseⅣe,Miss,saidhe,thatitis

notI,butyourFather,thattellsyou,thatyouare

nottoreceivethevisitsoft,hatLovelace.

CousinHarlowe,saidmyAuntHervey,allow

metosay,ThatmycollSinClaⅣ'sprudencemay

beconfidedin.

Ⅰam convinceditmay,joinedmyMother.

But,Aunt,but,Madam(吐 垣mySister)there

isnohurt,Ipresume,inlettingmySisterknowthe

conditionshegoestoMissHoweupon;since,ifhe

getsaknackofviSitingherthere-

Youmaybesur e,interruptedmyUncleHarlowe,

hewinendeavourtoseeherthere.

Sowouldsuchamimpudentman here,Saidmy

UncleAntony:and'tisbetterdonetherethanhere.

BetternoIWhere,saidmyFather.-Icommand

you(turningtome)onpainofdispleasure,that

youseehimnotatall.

Iwillnot,Sir,inBLnyWayOfencouragement,I

doassureyou:Notatal1,iflcanproperlyavoidit.

Youknowwithwhatindifference,saidmy

Mother,shehashithertoseenhim.-Herprudence

maybetmstedto,asmySisterHeⅣeysays.

Withwhat臓 indifference,些些旦垂my
Brother.

SonJames!saidmyFatherstemly!

Ihavedone,Sir,Saidhe.Butagain,inaprovok-

ingmanner,heremindedmeoftheprohibition.

Thusendedtheconference. (CII.38-39)

Dsの伝達部の語順はPamの時と同じようにVSで

あるが,使用 されている伝達動詞を見てみると,

Pamで頻出する s̀ay'以外 に,̀interrogate,'

reply,‥retoれ '̀join,‥putin,'̀intermpt,‥droll'

のような動詞が見られ,バリエーションが豊富にな

っていることが分かる｡特に ìnterrogate,‥retort,'

d̀roll'は,̀say,‥reply'のような中核動詞とは異

なり,含蓄のある語である｡

ちなみに,̀droll'とは ｢おどける,ふざける｣と

いう意味で,上記の場合,その意味でも文脈的に通

じない訳ではないが,長母音の後にダッシュが入っ

た àppa- rent'(網掛け表示)がイタリック体で

強調されていることから考えると,ここは,̀droll'

ではな く d̀rawl'(｢母音を延ばしてゆっくり話

す ;気取 って言 う｣)の可能性 もある｡実際,

PrqjectGutenbergの電子テキス トでは d̀rawl'と

なっている｡10■droll'の発音は [draul]で二重母

普,一方 d̀rawl'の方は [dr〇:]]と長母音で,級

り字と共に発音 も類似 している｡OEDZによると,

d̀rawl'の綴 り字には,当時 draul(e(17-18C)のよ

うな異形はあるが,drollそのものの形はない｡11尚,

本稿で分析の対象としているテキス トは,Richardson

の作 品では権威本 とされ るShakespeareHead

Editionであるが (テキス トの項参照),正確さを期

すならば,初版本を含め複数の原書で確認する必要

があろう｡12 いずれにせ よ,感情的色彩の濃い伝達

動詞が増えたということだけは確かである｡

以上のように,Pamで多用された s̀ay'は,Cl

ではその使用頻度が大幅に減っているが,これまで

の考察事項から指摘したように,それに代わる工夫

が随所に見られるのである｡

3.2劇的対話体

さて,1.の引用(1)で,作者が小説を書簡体で書

く理由について述べている下りに,…manyofthem

wTitteninthedialogueordram aticway"(第 1パラ

グラフの最後)という箇所がある｡このフレーズに

言い表されているように,αには劇的な対話体が多
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く用いられ,例えば,以下の母娘の対話である｡

(15)Mother.Ihaveaveryseriousmattertotalk

withyouupon,Nancy,whenyouaredis-

posedtoattendtomatterswithinour-

selves,andnot,letmatterswithoutour-

selveswhouyengrossyou.

Agoodselve-ishspeech?-ButIthoughtthat

Friendship,Grat.itude,andlhmanity,weremat-

tersthatoughttobedeemedofthemostintimate

concemtous.Butnottodwelluponwords:

Daughter.Iamnowdisposedtoattendto

every-thingmyMamaisdisposedtosayto

llle.

〟. Whythen,child-Whythen,mydear-

[AndthegoodIJady'sfacelookedsoplump,

sosmooth,andsoshining!]-Iseeyouare

allattention,Nancy!-Butdon'tbesur-

prised!-Don'tbeuneasy!-Butihave-I

have-Wh ereisit?-【Andyetitlaynexther

heart,neveranothernearit.-Sonodiffi-

cultytohavefoundit]-IhaveaLetter,my

dear.I-[An doutfromherbosomitcame:

Butshestillhelditinherhand]-Ihavea

Letter,child.-Itis-Itis-Itisfrom- from

aGentleman,IaLSSureyOu!-lliftingupher

head,andsmiling.I

ThereisnodelighttoaDaughter,thoughtI,in

suchsurprlZeSaSSeemtObecollecting.Iwill

deprivemyMotherofthesatisfactionofmakinga

gradualdiscovery.

β. FromMr.AntonyHarlowe,Isuppose,
Madam?

M. lLipsdrawn closer:Eyeraised]Wh y,

mydear!-Icannotbutown-Buthow,I

wonder,couldyouthinkofMr.Anthony

Harlowe?

D. How,Madam,couldIthinkofany-body

else?

∬ Howcouldyouthinkofanybody

else?--langrily,anddrawingbackherface]

Butdoyouknowthesubject,Nancy?

(αⅣ 172-73)

このような劇的対話体について,Page (19882

[1973]:26)は,`̀Richardsonwasveryfondofwhat

hedescribedas̀theradonaldiversionofagoodplay'

and,accordingtoarecentcritic,'gotadiversityof

techniquesandmaterialsfromhisknowledgeof

plays'"と指摘 している｡16,17世紀の劇作家

Shakespeareの延長線上にある18世紀の作家が小説

において d̀ramaticdialogue'を活用するのは,あ

る意味 自然 な流れであろう｡Richardsonは,

Shakespeareを始め過去の優れた文人の作品に精通

しており,実際,その影響が彼自身の作品のいたる

ところに窺える｡

さて,引用個 の角括弧で囲まれた [liftingupher

head,andsmiling],lLipsdrawn closer:Eyeraised],

[zngrily,anddrawingbackherface]などは,ちょ

うど劇の ト書き (演出)の働きをしている｡伝達動

詞は使用されず,その代わりにそれぞれの発話の前

に話者であるMother,Daughterが (2度目以降は

イニシャルで)示されている｡伝達部をなくすこと

で,読者の読むペースもその分速くなり,この素早

い対話の流れが,あたかも劇を見ているかのような

躍動感あふれる再現を促す｡

ちなみに,Richardsonは印刷業で成功したこと

もあってか,印刷上の工夫 (typographicdevice)

への意識が高く,言葉の言いよどみ,涙ぐんだ語り

口,驚き･恐怖におののいた口ごもりなどがダッシ

ュやイタリック体,時には大文字で表記されている｡

Clでは,この(19の例からも窺えるように,話者が

代わるたびに間に余白が取られ,劇の台本と同じ形

になっている｡余白の取 り方に作家の意識が働いて

いたことは,(ll)の引用と比較すると明らかである｡

(川では,余白のない一つの長いパラグラフがISで

切れ目なく伝達されているが,人づてに聞いた話を

詳細に思い起こす様子が伝わる｡一方,劇の台本の

ような余白の取 り方をした(15)は,Dsの伝達法に適

合し,既述の通 り,生き生きした対話を再現させる｡

このような余白への配慮は,PamやFieldingのパロ

ディには概ね見かけられない演出法である｡

3.3 自由間接話法の萌芽

3.1の引用80)では,網掛けした "No,indeed!"に

は感嘆符がつき,話者の発言をそのまま伝えるDs

の要素がある一方,後に続 く "itwouldbestrange

ifshehadH."以下では時制や人称がISで,話法が

混在することに触れた｡このようにDsとISの中間

的な話法は,専門家によっては自由間接話法 (以下

FIS:FreeIndirectSpeech)と呼ばれるが,C～の中

でもこの中間的な話法が,場面 ･状況に合わせて効

果的に用いられている｡例えば,以下に挙げた引用

(16)を見てみよう｡

(16)MySistermademeavisittherethedayafter
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Mr.Lovelacehadbeenintroduced;andseemed

highlypleasedwi ththegentleman.Hisbirth,his

fortuneinpossession,aclear2000～.ayear,as

LordM.hadassuredmyUncle;presumptiveheir

tothatNobleman'slargeEstate:Hisgreatexpec-

tationsfromLadySarahSadleirandLadyBetty

Lawrence;whowithhisUncleinterestedthem-

selvesverywamly(hebeingthelastofhisline)

toseehimmarried.

"Sohandsomeaman!-0herbelovedClary!"

(forthenshewasreadytolovemedearly,from

theoverflowingsofhergoodhumouronhis

accollnt!)"Hewasbuttoohandsomeamanfor

her!-Wereshebutasam iableasSomebody,there

wouldbeaprobabilityofholdinghisaffections!-

Forhewaswild,sheheard;verywild,verygay;

lovedintrigue-Buthewasyoung;a manof

sense:Wouldseehiserror,Couldshebuthave

patiencewithhisfaults,ifhisfaultswerenot

curedbyMa汀iage."

Thussheranon;andthenwantedme"tosee

thecharmingman,"BLSShecalledhim. (CII.6-7)

(16)の第 1パラグラフは手紙の筆者Clarissaによる語

りであるが,第 2パラグラフでは, 1行 目に

c̀laⅣ'(Clarissaの愛称)という呼びかけがあるよ

うに,姉の発言に移行する｡最初の感嘆表現は一見

完全なDsのように見えるが,"0吐堅belovedClary!"

の代名詞が h̀er'となっているところから,ISで

あることが分かる (Dsなら `̀0些竪belovedClary!"

となるところである)｡その時の姉の様子が ( )

内に挿入されているが,その後に続 く発話は,やは

り時制と代名詞からISであることが分かる (Dsな

ら始めの一文は,"He主旦buttoohandsomeaman

formiQ!"となるはずである)｡

このようにISを基調としながらも,間投詞を含

む感嘆表現やイタリック体による強調,発話の連続

などDsの要素が散在し,引用符付きのFISとなっ

ている｡当時Richardsonに語 りや視点の問題に高

い意識が及んでいたか図りかねるので,後代の作家,

特にJaneAustenが集大成したような技巧派のFIS

かどうか判断し難いOしかしながら,完全なるIS

で淡々と語るよりもDsの要素を織 り込むことで臨

場感が生まれ,文通相手に (ひいては読者に),請

者の心情や語り口が直裁に伝わるのに功を奏す｡そ

して,これが後にAustenにも少なからぬ影響を与

えたのではないだろうか｡

あわりに

以上のように,本稿では,｢発話の表出法｣とい

う観点から,RichardsonのClにおける技巧を,

PamやFieldingのパロディ工作と比較しながら考察

した｡今回の調査で,Pamで多用されていたDsや

中核動詞は,αでは使用回数が抑えられ,その代わ

りにISやFISの例が倍増し,伝達動詞のバリエーシ

ョンも豊かになっていることが分かった｡また,発

話を伝達するのに,必ずしも動詞に頼らなくなり,

それを補うのに副詞類が単独で用いられたり,劇的

対話体が積極的に活用されるなど,言葉の余剰な反

復が改善されていることも窺えた｡これにより,

RichardsonがClの序文で狙いとしたところである

"instantaneousDescriptions"がより効果的に伝わ

るようになったと言える｡

さて,脇本 (1999,2007)で考察したように,

FieldingのJAには,当時としてはISが多く,伝達

動詞も多彩である｡Pan (1740,続編1741)とCl
(1747-48)の発行年数の開きはわずか6,7年であ

るが,Richardsonの技巧の変化は,この間JAを世

に出したFieldingの影響によるところが大きいので

はないかと推測される｡仮にそうだとすると,皮肉

にも,自分を攻撃した人物から文体的技巧のヒント

を得たことになる｡いつの世も,ライバルから受け

る刺激は,創作意欲に活を入れ人を成長させると思

わずにはおれない｡今回の調査はPamとClの技巧

の違いを大枠で捉えることに留めたため,詳細な解

釈や数値による客観的な分析には及んでいない｡今

後はこれらに日を向けていくことで,18世紀から

19世紀に至る表出法の発達の足跡を,言葉の面か

ら辿っていきたい｡

注 :

1.脇本 (1999,2007)参照｡

2.以下,ボールド体,網掛け,下線部などの強調

は全て筆者による｡

3.本文に直接示 している以外の略語については,

以下の通りである｡

couoq.:colloquial,lly/freq.:frequency/IJ:Latin/

Let.:Letter/n.:noun/pa:past/S:Subject/S.V.:

subvoce,̀undertheword'/V.:verb(V:Verb)/

Vol∴Volume

4.各引用文の出典は,テキス トの項を参照｡

5.辛:Sham は元々全テキス トが 3万語に満たず,

RCについても第 3章までの分析に留めている｡

孤島での生活を始めるようになった第4章以降は

独自が中心となり,同様の調査をすることに意味

がないと判断したためである｡
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6.OED,S.V.̀say'V.3.b.

7.脇本 (1999)の調査によると,ISでは,他にも

'affirm,''assert,''assure,''aver,''comfort,''com-

plain,''convince,''declare,''ejaculate;'groan,'

h̀int,'̀hsist,‥lament,‥mutter,'̀object,'̀rapout,'

r̀oarout,'̀profess,'̀protest,Hswear,'̀vow,'̀war-

rant,=whisper,=wonder'などの伝達動詞が見 ら

れ,当時としてはバ リエーションが豊富であると

いう結果が出た｡

8.AnIntennedialeGreek-EnglishLexicon,S.V.

eLPOVeicL

9.OED,S.V.̀irony'n.L.号ro-nia("dissimulation,

ignorance,purposelyaffected").

10.以下のURLのGutenbergの電子テキス トでは,

"withwhatappa--rentindifference,drawledmy

brother."となっている｡

http://ⅥW .gutenberg.org/dirs/etextO5/clar110.txt

ll.OED,S.V.̀drawl'V.

12.例えば,penguinClassicsでは,Shakespeare

HeadEditionと同じく d̀roll'である｡
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PrqjectGutenberg:
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