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Richardsonの小説に見る否定表現としての合成語

脇本 恭子

Inourpreviousseveralpapers,weexaminednegativeexpressionsinRichardson･S

epistolarynovelsmainlyfromtheviewpointOf''word-formation."ourlastpaper,ln

particular,wasdevotedtoconsideringhisuseofun-words･Thepresentpapercontinues

todiscussnegativeexpressionsfurtherintheperspectiveofword-formation.This

timeourfわcusisputontheanalysisof"Compounds"usedasnegation(including
quasi-negation").Theanalysisismadeinthreesubstantialsections:thefirsttwo

sectionsprovidesomerepresentativeexamples,withtheremain1ngOneCOnfhedtothe

discussionoftheauthor'stechniqueasaword-maker･htheprocessofsummlngupOur

discussions,WehopetopolntOuthislingulSticinfluencesonJaneAusten,aprominent

fTemalewriterofthecomlnggeneration･
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はじめに

SamuelRichardson(1689-1761)の作品には様々

な形態の否定表現が見られるが,とりわけ語嚢の多

様性が ｢接辞の添加や合成語,臨時語など語形成に

その要因が多く求められる｣ことについては,これ

までの論考で指摘した通りである｡ 1)前回 (脇本 :

2011b)の考察では,〟〃-派生語に的を絞 り分析 し

たが,今回の考察では,否定表現の一環としての合

成語に焦点を置 く｡

まず分析の資料とするRichardsonの全作品とそ

の略号,発行年度を以下に挙げておく｡

Pamela(1740-41):Pam2'

ClarissaHarlowe(1747148):CI

SirCharlesGrandison(1754):SirCG

各引用文の出典はShakespeareHead版であるが,

コーパスについては,Chadwyck-Healeyで提供さ

れている電子テキス トのうち,前回の論考同様,

Pamの第六版,Clの第三版,及びSirCGの初版

を利用する｡Richardsonに使用されている合成語

の例を適宜挙げると共に,後続の女性作家である

JaneAusten(1775-1817)への影響を吟味 ･考察し

ていく｡

1.否定語から構成される合成語

1.1"not"

ここでは,合成語の構成要素に否定語 `̀not"を

含む語の分析から始める｡まず,以下の例文 (1)

のT線部の "why-not"であるが,OxfoydEnglish

DictE-onaf7,(以下 OED2) によると,1a.の項 に

"Anargumentofthefわrm -whynot?I,which

attemptstoleavetheopponentwithoutareply･
と記されているように,一種の修辞疑問文が名詞に

転換された形である｡OED2の初出の例が1611年の

''Thatisansweresufficienttoallsuchplausible

也 .''であることから,3)既に初期近代英語

(EarlyModemEnglish:以下EModE)の時代には,

この用法で使われていたことが分かる｡当時多用さ

れたのか.17-18世紀からの引用が7例もある｡但

し,(1)のSirCGからの引用が最終例となっており.

これ以降の時代の用例はない｡

(1)Now,DameSelby,Ihaveyouatak

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 岡山市北区津畠中3-1-1

CompoundsUsedasNegativeExpressions:SeenthroughSamuelRichardson'SNovels
KyokoWAKIMOTO
DepartmentofEnglishLanguageEducation,DivisionofSocialStudiesandLanguageEducation,Graduate
SchoolofEducation,OkayamaUniversity,3-1-1Tsushima-naka,Kita-ku,Okayama700-8530

- 3 3 -



脇本 恭子

491,0rIneverhad;tho',bytheway,yourun-

evennessincreasedmyoddness･(SirCGV･176)

ちなみに, 1億語から成る現代イギリス英語のコー

パスであるBritishNationalCo叩uS(以下BNC)

には一例見られる｡18世紀後半より,時代の移り変

わりと共に複合名詞としての頻度が大幅にTがった

模様で,研究社の 『大英和辞典』や 『リーダーズ英

和辞典』,大修館の 『ジーニアス大英和辞典』,岩波

書店の 『岩波英和大辞典』,小学館の 『ランダムハ

ウス英和辞典』など,日本の代表的な英和辞典のど

れにも見出し語としての記載はない｡

次に,動詞 "know"の否定形を基に造られる合

成語の例を挙げる｡

(2)a.Thattherewasasortofvou-know-not-

wihA!ofpleasureinsighing? (SirCGl･438)

b.Ihatethisshilly-shallvfooling;this
know-vour-mindandnotknowIVOur-mind

nonsense. (SirCGV,176)

cf.Wewomenprateandprateofwhatwe

EQ4,andwhatwecan-not･,whatweought,and

whatweought-not,todo:Butnoneofus吐

till-we-are-askedmoHalsknowwhatweshall,

orcan,do,tillwearetriedbythepoweror

determinlngbeingputintoourhands.

(SirCGVI.285)

いわゆる ｢迂言的 do｣(doperiphrasis)による否

定は,中英語 (MiddleEnglish:以下ME)末期よ

り使用され始め,1700年頃までに激増 したが,4)do

のない単純形の否定も,"know"千 "care,""doubt"

のような一部の保守的な動詞においては19世紀まで

残っている｡

特に "S+knownotwhat～ "のような慣用表現

においては,5)OED-'全体をコーパスとして検索す

ると,"youknownotwhat‥ ."では,1641年.

1661年,1764年,α1814年までの 4例, さらに,"I

knownotwhat"では,実に100例以上にも及ぶ｡

(2a)は,この慣用句がハイフンで結ばれ名詞化し

た例で,"asortor"との並置によって,本来なら

ば悲嘆の行為につながる "sighing"に対して.ある

種の快感を覚える複雑な心境が伝わる｡

一 方,(2b)は,同 じ"know"以 下 を否定 した形

で も, その場 の状 況 に応 じて造 られた臨時合

成 語 (temporarycompound)6) の 例 で あ る｡

"thisknow-your-mindandnotknow-your-mind

nonsense"は,"hate"の目的語である "thisshilly-

shallyfboling"の言い換えで,その構造もパラレ

ルである｡即ち,"this"に続 く合成語が,後に来る

名詞を修飾する形容詞的働きをしている｡

(2b)の 引 用 文 の前 半 部 に見 られ る "shilly-

shally"について,OED2に "AtfirstwrittenshillI,

shallI,alteredformofshallI,shallr と解説され

ているように,"sh旦11Ⅰ"の母音 (強形 :/a:/,弱形:

/a/)が /I/に変化 した形 (⇒ "shi11Ⅰ")である｡そ

れが崩れて"shilly"となり."shally"との重なりに

より,一種の加重音節 (reduplication)を形成 し

ている｡他の多 くの加重音節の語と同様,通常口語

で用いられる表現である｡

"shilly-shally"の OED2の副詞句 としての初例

は1700年,(2b)のような形容詞用法の初例は1734

年で.当時比較的新 しく造 られた語 と推察 され

る｡"Vacillating,i汀eSOlute,undecided"という意

味であるが,心の揺れにどっちつかずの "shilly-

shally"の様子が,二つの対照的な合成語 "know-

your-mindandnotknow-your-mind"との並置に

より際立たせ られる｡Richardsonにおいては,こ

のような臨時合成語や対照的な言い回しに特徴が

あり,例えば,上掲(2)の crの "noneofusstay-

tilトwe-are-askedmortals"や "whatwecan,and

whatwecan-not,""whatweought,andwhatwe

ought-not"の例にもそれがよく現れている｡

さて,脇本 (2009)の中で指摘 したように,

Richardsonの作品には二重否定が多用 されてい

る｡中でも,"not旦垣agreeable,""not旦垣served,"

"not些deservlng,""notfather土堅堕,""not些 fit,"

"notgpnhappy,""not由delicate,""not吐quStly,"

"not些uSefully,""notも坦Wilfu1,""not些WOrthy"
といった ｢否定語+否定の接辞｣の組み合わせによ

る二重否定が頻出する｡以下の(3a)～(3d)は,そ

の組み合わせが一つの合成語内で形成されている例

である｡

(3)a.(Andletmeaskyou,butwithin

parentheses,Doyounot,onanoccasionsovery

delicate,inyourlimitedthreedaysafteryour

retum tous,treatthenoトinsensibleHarriet

alittlemore一一一Helpme,Sir,toaword一一一than

mighthavebeenexpectedfiomamansovery

polite?) (SirCGV.284)

b･1fhemarrythenot-dishonestyoung

woman,towhomheseemstobecontracted,

- 34 1



Richardsonの小説に見る否定表現としての合成語

maynotyourlenitybeameansofsecurlng

awholefuturefamilyonthesideofmoral

honesty? (SirCGI.257)

C･Butasweareeverreadytomake

excuseswheningoodhumourwithourselves

fortheperhapsnotunwilfulslightsofthose

whoseapprobationwewishtoengage;(CJL8)

d.Andnow,ifSirHargravePollexfen

bewise,hewillthinkhimselfobligedfbr山is

notunffiendlvexpostulation,orwhateverhe

pleasestocallit,to

HismosthumbleServant,

CHARLESGRANDISON.(SirCGI.319)

e.Iwi1lsnatchtheopportunitytosubscribe

myself

Yournotunhqpingand

everobligedFriendandServant,

CLHARLOWE. (C/H.198)

(3C,d,e)ではハイフンで結びつけられてはいない

が,(3a,b)の場合と同じく後続の名詞を修飾する

複合形容詞的な合成語と考えられる｡(3e)では,

手紙の結び文句にまで二重否定が用いられており,

Richardsonがいかに二重否定に拘ったかが偲ばれ

るところである｡

1.2"nega仙e"

次に."negative"の前に "non-"が付け加えられ

た合成語が,後続の名詞を修飾している例を挙げて

おく｡前セクションで扱った (3)の場合と同様,

1つの合成語の中で二重否定が形成されているoそ

れ自体が否定を表す "negative"という語に.さら

に否定の接頭辞 "non-"が添加されているという点

では,極めて興味深い例である｡

(4)Itisfromsuchnon-negativeconsents,that
wemenmakesilenceanswerallwewish.

(SirCGTII.267)

cf.1885J.VeitchInstitutesofLogicxxxiv.

464....ThetheoryoftheInductivePrinciple

isatoncepositiveandnegative,orratheris

positiveandnon-negatlVe･

non-"ち "negative"も共に01dFrench系の語で

あるので親和性は高いが,OED2に見られる "non-

negative"の例は,一番古いものでも上掲のcf.に

挙げた1885年からの引用である (S.V."non-,"pr官fTLr
3.).それ以外は全て20世紀以降で, しかも ｢負に

非ず｣という数学の専門用語であり,この点からも,

Richardsonの言語使用がいかに独創性の高いもの

であるかが窺えよう｡

1.3"no"

続いて,"no-" が構成する合成語の考察に入

る.OED2の "no"の II.の "Incombinationwith

ns.oradjs."の箇所には,様々な合成語の例が出

てお り.中でも5a.の項には "Denotingthatthe

thing(orperson)inquestioncannotproperlybe

calledbythatname,owlngtOtheabsenceofthe

spec捕cqualitiesimpliedbyit‥ .川と記載されて

いる｡"Verycommonafter1600."と付記されてい

るように.EModE期 より多用 されるようになっ

たものと思われる (初例 :1565年)｡それでは,

Richardsonの作品からはどのような例が見られる

のか,以下に二,三挙げておくO

(5)a.Sothesamecautiousconduct,withsuch

avigilance,willdoeitherfわrtheWlj:e,Orfわr

theNO-wife.WhenIreform,rllmarry.

(CIIII.34)

b.YournolessaffectionateSister,

Friend,andServant,

CHARLOTTEG. (SirCGV.63)

C.Andmayyou,mydearUncle,and担 些

nolessnowthaneverdearBro山er,mysecond

Papa,asheusedtobidmecallhim,beblessed

andhappyinthem,andineachother!一一一

(CJVII.116)

(5a)の引用は,放蕩者のLovelaceが親友 Belfbrd

に送 った手紙文の中の一節であるが,"forthe

mfe"に対して "fortheNo-wife"が使用されてお

り,先の 1.1で指摘 した例と同じく,臨時合成語

が対照的な配列となっている｡

また,(5b)の 山YournolessaHectionateSister,

‥."では "nolessajfeclionate"が,(5C)の "your
nolessnowthaneverdearBrother"では "noless

nowthaneverdear"がそれぞれ挿入され,ひとま

とまりになって後続の名詞を修飾する複合形容詞と

なっているO 前の二つのセクションで二重否定に触
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れたが,(5a,b)の例 も一種の二重否定で,ここで

は強い肯定を表している｡

1.4"never"

neveト"で構成される合成語では,(6)の引用の

ように後ろに過去分詞が来る例と,(7)のように現

在分詞が来る例が見られる｡Richardsonの作品の

中では,どの例も,後続の名詞を修飾する限定用法

で使用されている｡

(6)a.Idressedmyselfinanever-won suit,

whichIhadintendedfわroneofmywedding-

suits; (CJVII.141)

b.An dletusleaveittohisnever-forfeited

honour,tobringovertous,assoonascanbe

convenient,hisLady,hisSisters,andtheir

Lords,astheyhavemadeushope:

(∫frCGVI.304)

(7)a.Notwithstanding,MissClarissaHarlowe

(Imustbeboldtosay)istheonlyyoungLady,

日.;andwhofliethhim,andresolvethtodie,

ratherthantobehis;whichnowtoher旦∈里堅=

地 honour(Iamwellassured)isthecase-

(CJVII.424)

b.Andnow,saidshe,thefわndpalr,Who

knewnofelicityoutofeachother'scompany,

aresofarfrom findingthenever-ending

varietyeachhadproposedinanunrestrained

conversationwiththeother‥. (CJII.81)

C‥‥but,asthePlaysays,togotameabout

house,andbreed,thanaWifethatissettlngat

work(myinsigninicantselfpresentperhaps)

everybusyhourmynever-restlngServants,

thoseof仙eS山dnotexcepted; (CHⅠⅠ.207)

oED2の "never"のII,7.の項に "Comb.a.With

pa.pples."として,例えば "never-broken,"…never-

come, never-conquered,""never-dreamt,"

never-ended,""never-lost,""never-satisfied"

のような例があり,"b.Withpres.pples.…として

は,例 えば "never-agreeing, never-changing,

neveトemng, never-dying, never-ending,"
II川

neveトmOVing, never-sinking, never-

stopping"のような例がある｡但し,上掲 (6a)の

never-worn"や (6b)の "never-forfeited"は,

oED2をコーパスとして検索しても,現代イギリス

英語のBNCを検索 してもその例は見あたらず.比

較的頻度の低い合成語ではないかと思われる｡

また,"never"に "tobe"を伴った "never-to-

be-"の形が,後ろに過去分詞を従え,後続の名詞

を修飾 している例が見られる｡さらには,(8b)の

ように,"enough"の付加した形も使用されている｡

(8)a.Tohavethesuper-addedapprehensionor

dividingthyinterestinwhatheshallleavewith

acrewofeager-hoplng,never-tO-be-satisfied

relations,legatees,andthedevilknowswho,

ofpnvategratifiersofpassionslaudableand

illaudable-- (CIV.243-44)

b.ThereisintheelegantChoiceofthis

half-kind,half-peevish,Word,anever-enough

tobeprais'dspeakingPictureoftheConnict

betwixtherDisdain,andherReverence!

(Pam,IntroductiontotheSecondEditionxxii)

oED2 の ⅠⅠ･6C･に 山withtobe,esp･nevertobe

foygotten."と記載され,初例が1607年の "neuerto
bedisamulledconfbmitie"であるので,"never-

to-be-"か ら成 る合成語は,EModE期 より用い

られるようになった可能性が高い｡特に多用 さ

れる "never-to-be-forgotten"の例 を除 くと,"A

never-to-be-shakenLoyaltytoYourMajesty."

(1688),"Byyouroften-vowed,never-to-be-

changedlove."(1709),"Theproductofhis旦蔓竺蔓と二

to-be-seenacres."(a1849),"Thefull,thefinal,

never-to-be-gainsaid."(1925),"Thatnever-to-be-

touchedVision"(1935)などの用例がある｡この

ような "never-to-be-pa.pple"の例は,EModE期

以降,時代を問わず,様々な過去分詞と結びつき

用いられているようであるが,BNCでは,prose

fictionのセクションにおいて一例 ("your担 狂ニ

ーO-beanticipatedanswer")見られるのみである｡

また,(8a)で挙げた "never-to-be-satisfied"とい

う特定の合成語に絞ると,OED2全体でも一例しか

なく ("Certainnamby-pambypeoplewere旦む哩と

tobesatisfTled."(1774)(S.V."namby-pamby,"a.
andn.2.)),それも (8a)のような限定用法ではな

く,叙述用法の例である｡

一方,(8b)のように "enough"の付加した形と

しては,OED2 のⅠⅠ.6b.に記載されている｡1624

年 の "neverenoughtobelamentedDesolation.
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をはじめ,"Thatnevertobee_noughpr些iseAArch-
bishop･"(1657),"Thenever-to-be-Commended一

些辿由 Licosthenes"(1670),"Thenever999旦由

tobeadmiredArtofHumbugging."(1752),以 下

同様の例が (1802)(a1834)(1873)と続き,当時

多用されていた模様である｡

1･5"nothing"

さて,セクション1･の最後には,"nothhg-"か

ら構成される合成語を扱ってお く｡Richardsonの

作品には,以下に挙げた "nothing一meaning"とい

う複合形容詞が出てくる｡

(9)a.Heownsittobesotrite,sobeatena

topICWithallLibertinesandWitlings;sofrothy,

soempty,sonothing-meaning,soworn-outa

theme,thatheisheartilyashamedofhimself,

evertohavemadeithis. (CITI.190)

b.YourMotherwillnotbepermitted

tobedisturbedwithyournothing-meaning

Vocatives! (CJII.31)

oED2 の"nothing"の"III･attrib･andComb･"の

17a.の項には,"Attrib.,asnothing-case,nothing-

creature,nothing-glji."の用法で,Shakespeareによ

る "Thatnothing-guiftofdifferingMultitudes."
(1611)が 初 例 と して挙 げ られ て い る｡(9)の

"nothing-meaning"の場合,"mean(ing)nothing"
という ｢V+0｣の構造 にその元が辿 れるので,

17b.の "Objective,asnothing-do,nothing-doing,

nothing-sq,ing,etc."の項に当たるoこの用法にお

いても初例が1629年で,EModE期であるO

ち な み に,(9b) の "yournothing-meaning
Vocatives"の "vocative"について,OED̀ のB.2.

の項に,"Aninv∝ationorappeal"という定義で

唯一例 となっている｡よって,(9b)は,｢意味の

ない泣き言なぞ言わせないぞ (泣き言などわめいて

も無駄だ)｣というぐらいの意味であろうO "rare

と付記されているように,ここでは合成語のみなら

ず,"vocative"の意味においても,Richardsonに

独特な使い方が窺えるO

次に,"good-for-nothing"とその派生語の例を

挙げておく｡

(10)a.‥ .whenwomenaresodesirousto

conceal血eirage,thattheythink血eyshallbe

goodfornothingWheninyears. (SirCGI.50)

b･Butbesides,howdotheseGentryknow,
that,supposingtheycouldtracebacktheir

Ancestry,forOne,Two,Three,orevenFive

hundredYears,thatthentheorlglnalStems

ofthesepoorFamilies,tho'theyhavenot
keptsuchelaborateRecordsoftheirGood_

for-ngtbin担旦堕,7)asitoftenproves,werenot

deeperrooted? (pamII.22)

小good-for-nothing"につ いて,OED一には "The

phrasegoodfornothingusedaltrib.orasn,,and

consequentlyhyphened"と記載されている｡形容

詞の限定用法としては,Swiftによる "agood-for-
noth重唱fellow"(1711)が初例で,以降 "agood一句r-

nothingPlacep(1727),"Young,good-for-nothing

dogs"(1785), "Alittlecurly-headed,good-foと

nothing,Andmischief-makingmonkey"(1818).

"Thatgood-for-nothingbrotherofyours"(1841),
agood-fTor-nothingmanOffashion"(1887)と

続 く｡(10a)の例は限定相法ではなく叙述用法の

形容詞であるが.この相法としてはOED2 に記載

がない｡また,名詞では,1751年の "myHouseor
Good-fTor-nothinES"が初例で,Richardsonの作品

と同時代である｡但 し,初例以降の例としては,

"Youyounggood-for-nothing"(1847),"youarea

good-for-nothing"(1883),"Hisbrother...wasa

good-for-nothing(1887)"で,初出年か ら100年近

く隔てた19世紀からの引用である｡

(lob)の "good-for-nothingness"は抽象名詞を

作る接尾辞 -nessが添加された形であるが,OED:

には "Hencegood-for-nothingness,thequalityor

conditionofbeinggoodf♭rnothing."と解説され,

この1741年のPamか らの引用が初例 となってい

る｡既述のように,"good-for-nothing"の名詞 と

しての初例は1751年で18世紀中葉であるので,接尾

秤-nessの付いた形の方が早 く登場 している可能

性が高い.この "good-for-nothingness"において

ち,初例以降の例が1807年,1871年,1896年で,

"good-for-nothing"の名詞用法の場合と同楓 19
世紀が中心である｡18世紀以前には殆ど使われてい

ない合成語であ り,Richardsonによることばの開

拓の跡が辿れる｡

2.否定的意味を含む合成語

2.1"scarce,""hardly"
このセクションでは,純然たる否定語ではなく,

準否定語, もしくは否定を合意する語の合成語に

ついて考察する｡準否定語の代表には "scarcely"
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("scarce")8)と 叫hardly"があるが,まず,これら

の副詞が Richardsonの作品の中でどのように合成

語として用いられているか例示しておく｡

(ll)Theypermittedmetoretire,withmy

Father;andthenIpour'dfわrthallmyVows,

andThanksgivlngStOGodfb∫thisadditional

Blessing;andconfirm'dallmyMaster's

Goodnesstohisscarce-believingAmazement･

(PamII.73-74)

(12)Myeyesbetrayedmy吐些些y-conquered

emot10n. (SirCGV.187)

副 詞 の "scarce" か ら成 る合 成 語 につ い て,

oED2のB.2d.には "Qualifyingappl.adj.used

attributively."の例として.1591年のShakespeare

か らの "Ourscarse-coldConqueror"が 初 出 で

挙 げ られ てい る｡ 以降."ascarce-seeneskyn"

(1594),"scarcediscemedvertues"(1607112),"a

scarce-wel-1iEhtedflame"(1631),"Thescarce-

辿 wounds"(C1665),"hisscarce-movingpale

lips"(1814),"ascarceheardWhisper"(1868),
"thescarce-tastedbreakfast"(1899),"Ascarce-

breathed,flickeringsoul-wave"(1915),"旦⊆廷⊆旦二

吐旦重出,Claws"(1921),"thescarce-2limmerinE

boles"(1922),…Likeabirdscarce-fledEed"(1935),

"thisscarce-chanEedoldman"(1951)など,様々

な分詞形容詞が後続の名詞を修飾した例が続く｡

次 に "hardly"の合成語 につ いて,OED2の

10.の項には,"Comb.(withppl.adjs.)"として,

"hishardly-removedsicknesse"(初例 :1625),

"ahardly-labouringsoul" (1858),"Thehardly

由 groom"(1866),"herhardly-eamedgains

(1882),"thehardly-usedveteran"(1890),"The

hardly -wonnaturalgem"(1937)."Each地

些旦旦improvement"(1952)といった用例が挙げら

れている｡"scarce"の場合と同じく,全ての例に

おいて,分詞形容詞による合成語が後続の名詞を修

飾する限定用法である｡尚,BNCには "scarce,

"hardly"共に,合成語の例はない｡

ここで一つ興味深いのは,OED2 の "scarce,

"hardly"それぞれの項の中で,これらの合成語の

例が数多く示されているのにもかかわらず,18世紀

においては,その用例が一例もないということであ

る｡OED2全体をコーパスとして検索すると,例え

ば,"Didthispoor,pallid,旦⊆旦些 -anlmatedmass

dictateinthecabinetofpleasure?"(1755)(∫.Ⅴ

"dictate,"V.3.intr.)のような例も見つかるが.敬

としては,18世紀が他の時代に比べかなり少ないの

ではないかと推断される｡

2.2"little,""less"

次に,"little-"と "less-"の例を,以下の (13),

(14)にそれぞれ挙げておく｡

(13)a.Butyouseeyoucannothonourthis

admirlngCompanywiththislittle-ex13eCted,

and,butinComplaisancetohisFolly,Idare

say,W e-desiredFreedom. (PamII･213-14)

b.Little-splritedmensometimeschooseto

beobligedtorelations,inhopesthatpayment

willbelessrlgOrOuSlyexacted,thanbya

stranger--- (SirCGIT･140)

(14)a.Andthereheproposedtoexchange

thechariot-and-sixforachaise-and-pairofhis

own ,whichhehadatthatSeat,asitwouldbea

less-noticedconveyance. (CJIII.17)

b.Seeingmemuchdisturbed,heresumed

thesubjectofSirHargrave'sLetter,asa

somewhatless-affectlngOne. (SirCGV.253)

C.Andwhoknows,butfわrtheirdutyto

theirless-deservlngfather? (SirCGII.35)

d.Yes,perhaps,whenyouthoughtso,he

wasdrawlngCOmparisonstotheadvantage

ofhisfairforelgner,frommylessagreeable

features!-- (SirCGII.404)

e･Inevercouldbeinsensibleinapartlng

scene,withlessagreeablefriends:

(SL.rCGTTT.35)

f.ButhowdoIknOwtillItry,whether

shemaynotbyalessalarming:treatment

beprevailedupon,orwhetherlDay,Ihave

donewiththee!]shemaynotyieldtonightly
suTPrL'zes? (CIIV.217)

"little"から成る合成語について,OED2 のTTI.C.

adt,.の3.の項には.Sidneyからのa1586年の "this

louing,butlittle-louedcompany"という矛盾語法
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(oxymoron)の例を筆頭に,"li川e-blessedGod"

(1610),"little-heardl0foffence"(1787),"也

旦地 butmostsincerefriend"(1825),"A土主地 =

travelledland"(1889),"Thatsingularand上皇地

軸 people"(1894),"thelittle-usedfrontdoor"

(1900)といった用例を挙げている｡

また,この "little"の比較級である "less"につ

いて･B･adv･の1b･の項には "Qualifyinganadj.

orppl･adj･usedattrib.:oftenhyphened."と記

載 され,1593年のShakespeareからの "Theenuy

of!essehappierLands."が初例として挙げられて

い るo 以 降,"inthatless-see吋yor垣 =pe脆ct
Habit"(1664),"otherless-knownCountries

(a1674). "alessknowi旦gMan"(1689),"other

over-ofrlCiousandless-suspe9ted_hands"(1711),
"Intheless-enslavedcitiesandtowns"(1818),

"Thelesspractisedeye"(1866),"Someother

less-knownmembers"(1875), "Lesscostly

benefitsandemoluments,andlessextended

patronage"(1886)と続く.このように.OED-1に

示されている用例は特に19世紀からが多いが,上掲

のRichardsonの例と同様,すべて限定用法である｡

くつか見られる (中でも,"too-toooften"のコロ

ケーションが多い)｡

次 に,"ilレ"か ら成 る 合 成 語 で あ る が,

Richardsonの作品ではかなり多用されている｡副

詞 の "ill"の持 つ `̀badly,''"unfavourably,'‥ ǹot

perfTect)y," poorly,""hardly''や,形容詞としての

evil,""malevolent,""hurtful,'‥ òffensive"な ど

といった好ましくない意味合いから,9)"not"その

ものに直結する訳ではないにせよ,ネガティブな含

蓄のある言葉と言える｡

この "ill-"で始まる語は多種多様で,古来より多

くの作家に用いられている｡よって,Richardson

に独特という表現ではないが,以下にいくつか代表

例を挙げておく｡(16),(17)のように過去分詞や

現在分詞と結びつく場合と,(18)のように名詞と

組み合わせられる場合がある｡

2.3その他

その他にも,否定語そのものではないにせよ,香

定に関連する表現を,参考までに挙げておく｡まず,

"too-too-adj.+toV''の例である｡

(15)Ibegpardon,saidI-Too-tooready!g

makeadvances,1amalwayssubjectlngmyself

tocontempts. (CJIL188)

"too-too''とい う加重音節 について,OED-'の

"too" の II.4a.の 項 に,"Qualifyinganadj.or

adv."として "Reduplicatedforemphasis:tootoo

(formerlyoccas.writtenasoneword,toto,totoo,
tootoo),"と記載されているように,強意のために

同 じ語が繰 り返された形である｡Caxtonからの

C1489年の引用 "Ah!totowell(∫～C)Isuspected…

thatmycaptlultlewouldbringhercallamlty.''が

初例であることから,早 くもME末期より使用さ

れていたことが分かる｡EModE期には特に頻用

された模様で."VerycommonC1540-1660/ と付

記 されている｡Richardsonの作品においては,

(15)のように,後ろに to不定詞が続いて全体と

して否定文になるのは一例に過ぎないが,"too-too

happy,"too-tooearly,""too-toooften,".Ltoo-too
much"など,後続の形容詞や副詞を強める例はい
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(16)a....theunhappybeing,asratsfroma

fallinghouse,isfinecomfわrttohelpamanto

lookbackuponcompanionsill-chosen,anda

lifemlS二野ent! (CIVI.353)

b.Andamongthoseofalightertum,the

fTo]lowlngnotill-Chosenones: (CIIII.318)

C.Iam sowretched,andii1-treatedby

thisMrs.Jewkes,andsheissoill-prlnCipled

aWoman,thatasImaysoonwantthe

OpportunltyWhichthehappyHintorthisDay

affordstomyHopes,Ithrowmyselfatonce

uponyourGoodnesswithouttheleastReseⅣe;

(PamI.165)

d.‥.isitnotasadthingtothinkof;that

Ladies,letthembeyoungorold,well-marry'd

orill-marry'd,cannotlivewithoutIntrigue?

(PamIII.128-29)

e.Inow-and-thensighed,now-and-then

putona】ighterair;which,however,Idesigned

shouldshewmoreofvexationill-disguised,

thanofrealchearfulness: (CIV.74)

(17)a.ForsowellknownisyourLovetous,

thattho'youwouldnomoredoanunjustthing,

than,byGod'sGrace,weshoulddesireyou;yet

thissameill-willingworldmightthinkitwas

likemakingupAccountstoone'sself･
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(PamllI.26)

b.也 ,as1thoughtinthemidstof

theexercise,withedge-tools,andworsewith

physICalones. (CIIVl292)

C.Dostthink,saidI,poor,stupid,主吐

血 Nancy,thatIcanhavethesameRegret

forpartingWithaManIcouldnotlike,that

thouhadst,whenthyvainHopesmetwiththe

RepulsetheydeservedfromMr･B･?

(PamIIl.338)

(18)Forthisreasonisheevery-wheremade

totreatjestsonsacredthingsandsubjects,

evendowntotheMythologyofthePagans,

amongPagans,asundoubtedmarksoftheill

breeQLng】o)ofthejesters;

(αVIII.322-23,Postscript)

(16a)の "companionsill-chosen,andalife由 二

担 "では,合成語の第一要素が同じ "wrongly"
を表し,共に名詞の後置修飾として働いているとい

う点で,意味的にも構造的にもパラレルである｡

Richardsonには二重否定が多いと言うことは,こ

れまで繰 り返し指摘 したところであるが,(16b)

では …il1-chosen"の前に "not''が置かれ,二重否

定的で遠回しな言い方である (他にも,例えば "not

ill-na山redly"の様な例も見られる)0

(16C)の "ill-principled"は,OED2の "ill-"のA.
IV8.の用例となっている｡(16d)の "ill-ma汀ied"

は,`̀wel1-ma汀led"と対照的に用いられているが,

welトmarried"という見出し語において,3例中

最終例となっている (初例は1592年のShakespeare

より)0 (16e)の ''il1-disguised"は `̀i11-"の用例に

はなく,OED2をコーパスとして検索しても,全体

で一例しか見つからない｡その一例は,"Thethree

Irishmen,ill-disguisedassailorsorfishermenin

theirthick-knits."(S.V"thick,"a.V.12b.)という

1976年からの引用であるが,BNCにおいても8例

見られるので,現代英語としては通用していること

が分かる｡

(17a)の "ill-willing.'は,OED2の 1.の項にお

いて3例中の最終例であるが,"raf･e''と付記され

ている棟に,Richardson以外の2例が共にα1300

年で,それ以外の時代には用例がない｡BNCにも

一例もないので,現代英語においても殆ど使用さ

れていないようである｡このように,用例の分布

がME期よりいきなり18世紀のRichardsonからの

引用となっており,それ以降に例がないということ

は.この合成語がRichardsonに特徴的な語の一つ

ではないかと言える｡(17b)の "illJesting"に至っ

てはOED2全体に用例がなく,BNCにおいても一

例も見つからないので,極めて稀な語と推断され,

Richardson独特の言い回しと思われる｡(17C)の

"illJudging"は初例がα1684で,当時としては比較

的新しい語である｡(18)の "ill-breedingHは動名

詞の用法であるが,OED2の [illa.+breedingvbl.

〟.]における初例は1800年で,Richardsonが初例に

先立ってこの合成語を用いている｡

3.分析と考察

3.1否定語を含む合成語の特徴

さて,これまでに扱った例から,否定表現として

の合成語について.以下のようにまとめられる｡

主要否定語から成る合成語の大半は,

① EModE期より使用され始めている｡

(②後続の名詞を修飾する限定用法の複合形容

詞が中心である｡

それでは,Richardsonの用いた合成語について

はどうであろうか｡同様にまとめてみると,全般と

してはEModE期の先人のものを踏襲していると

はいえ,以下の点を指摘することができる｡

① Richardson自身が創り出した臨時合成語に

は,対照を成す表現が多い｡

② 合成語においても,二重否定に特徴が表れ

ている｡

③ "nothing, "negative"か ら成 る合成語 に

は.特に独自性が表れている｡

これらの指摘を基に,次のセクションでは,Jane

Austenとの比較をすることにする｡

3.2JaneAustenとの比較

Austenの作 品 に も,"never-ceasing, "never-

ending,""never-failing"のような否定の合成語

が用いられてはいるが,既述の通 り,これらは

EModE期より他の作家にも多く見られるところで

あり,本質的に重要な例とは言えない｡しかしなが

ら,…nothing''から成る合成語については,ここで

特記しておきたい｡以下の (19)の例である｡

(19)a.-Tome,thesoundofMr.Bertramisso
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coldand些吐主撃てmeaQl喝-SOentirelywithout
warmthorcharacter!___

(MansjieldPark,Vol.II.Chap.IV.190)

b･Thevisitwasofcourseshort;andthere

wassomuchembarrassmentandoccupation

ofmindtoshortenit,thatEmmawouldnot

allowherselfentirelytofbm anopmionof血e

lady,andonnoaccounttoglVeOne,beyond

thenothing-meaningtermsOfbeing èlegantly

dressed,andverypleaslng･

(Emma,Vol.II.Chap.XIV.242)

cIHerdispositionwasnaturallyeasyand

indolent,likeLadyBertram'S;andasituationof

simi1araffluenceanddo-nothing二旦堅宣,WOuld

havebeenmuchmoresuitedtohercapaclty,

thantheexertionsandself-denialsoftheone,

whichherimpmdentmamagehadplacedher

in･ (MansjieldPark,Vol.III.Chap.VIII.355)

d.Now shehopedforsomebeneficial

change;and,afteraperiodofnothing-saving

amongsttheparty,Someofthemdiddecideon

golnglnquestOftea.

(Persuasion,Vol.IIIChap.VIII1358)

cf.1811JaneAustenLeft.(1884)II.83His

usualnothing-meaning,harmless,heartless

civility.

(19a,b)に挙 げている "nothing-meaning"は,

1.5で考察したRichardsonの (9a,b)の例と同じ

である｡OED2は,"nothing"の "III･attrib.and

Comb."の17b.の項に,上掲 (19d)の "nothing-

saying"とcf.に挙げたAustenの書簡か らの例

を,6例中の第5例と第6例として引用している｡

"nothing"と結びつ く動詞は "do,""say"が中心

で,"nothhg-meamng"としては,cflのAusten

の例のみである｡Austenに先だって,Richardson

は, 従 来 使 用 さ れ て き た "do(ing)no仙ing,"

"say(ing)nothing"と同 じように "nothing"との

コロケーションの強い動詞 "mean"("mean(ing)

nothing")を,複合形容詞として活用しているので

ある｡

さらに,(19C)の "do-nothing-ness"の例 も,

Richardsonが 初 例 で あ る (lob)の "good-fTor-

nothingness"という名詞形に相通ずるところで

あ るo BNCに も "nothing-"を基 とする例 はな

く,合成語として多用されているとは言えない｡

無象 この "nothing'.の合成語だけでAustenが

Richardsonから多大な影響を受けた証拠になると

は言えないが,少なくともこれまで考察してきた文

体的特徴の多くの共通性に,新たな一点が加えられ

ることにはなろう｡

おわりに

Richardsonの Pam を,Austenの Prideand

Prejudice(1813)と比較 ･考察した脇本 (2009)

でも指摘 したように,Richardsonの作品では二重

否定に特徴がある｡このことは,今回の分析で明ら

かになったように,合成語の場合にも当てはまり,

作者は,二重否定が織 りなす微妙な言葉の稜が読者

にどのように解釈されるかを楽しんでいるかのよ

うである｡また.主要否定語から成る合成語の多

くは,既にEModE期には使用され始めたとはい

え, 一̀nothing, 小negative"から成る合成語には,

Richardsonによる新 しい試みが窺える｡そして,

その一部は次の時代の担い手であるAustenにも継

承されている｡

Richardsonは一つにまとまった要素にこだわっ

たのか.これまでに取 り上げた合成語の他にも,
lI

"almost-forgotten, .-almost-talking, "almost-

friendless, qulte-forgotten,''"far-fansy'd,"

"fearfully-hopeful,'."so-angrily, "so-eamestly"

など.副詞と形容詞をハイフンで結んだ例が多い｡

以上のように,語形成の面で積極的な試みを重ねた

跡が至るところに窺えるのである｡今後は単なる否

定としての合成語に留まらず,強意や緩和など感情

表現に弾力をもたらす合成語の分析へと繋げていき

たい｡

注 :

1)脇本 (2011a),(2011b)など｡

2)ここでは,Pamelaとその続編的なストーリー

をまとめてPamと表記する.

3)これ以降,下線部,網掛け,ボールド体などの

表示は,全て筆者による強調｡

4)中尾 ･児馬 編 ([1990]19922:73-75)参照｡

5)本文に直接示しているもの以外の略語について

は,以下の通りである｡

a･,adj.:adjective/a･･(indates)ante/

adv.:adverb/attrib.:attributive(ly)/C:(in

dates)circa/comb.:combination(S)/esp･:

especially/intr:intransitive/Lett.:Letters/

n.:noun/0:Object/occas.･.occasionally/
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past･pple･:pastparticiple/ppl･a･:participial

adjective/pres.pple･:presentparticiple/S:

subject/S.V.:subvoce,undertheword'/V:

verb,V..･verb/vbl.n∴verbalnoun
6)池田 (1992:72)参照｡

7)Chadwyck-Healey提供のPam第六版のコ-

パスでは,▲̀Good-for-no-thingness"と表記さ

れている ("no"の後にハイフンが入れられて

いる)O

8)当時は "scarce"という形も,頻繁に副詞とし

て使用されていたO

9)OED2S.V."ill,"a.andn.参照｡

10)Chadwyck-Healey提供の CJ第三版のコーパ

スでは,"ill-breeding''というように,間にハ

イフンが入れられている｡
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