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自由間接話法と語りのフレーム

溝上瑛梨
京都大学大学院

elie.mizokami@gmail.com
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1. はじめに

数ある小説の語りの技法においても、とりわけ自由間接話法 (Free Indirect Speech)1 は注目
を集めてきた。それはこの話法がもたらす効果のみではなく、言語的側面についても特異な現
象が見られるためである。自由間接話法はフランス、ドイツの心理小説の登場に際して現れ、
英語圏においては 19 世紀あたりから Jane Austen らの作品にその始まりを見ることができ、
以降長らく議論の対象となってきた。この話法の問題の所在は多岐にわたる。例えば煩雑な文
法的特徴、豊かな様相を見せる機能、同一文内で混在しているように感じられる視点等である
が、そのいずれの点についても、これまでの研究では自由間接話法そのものを対象として取り
扱うことが多かった。しかしながら、自由間接話法をそれ単体で分析するだけでは不十分であ
る。というのも、自由間接話法は周辺の文脈ごと捉えて初めて自由間接話法として成り立つか
らである。にもかかわらず、自由間接話法をそのように大きな談話の単位で扱う研究は非常に
少なく、周辺文脈と相関して自由間接話法がどのように振舞うのかはあまり明らかになってい
ない。したがって、ここでは自由間接話法を周辺文脈との関わりという観点から分析を加える
こととする。具体的には、小説の語りを抽象的にパターン化して扱うことを目指した「フレー
ム」(Jahn 1997)を用いて、自由間接話法とその周囲の文脈にどのように「フレーム」が適用さ
れるのかを論じたい。そうすることによって、文脈と自由間接話法を取り巻く大きな語りの流
れを説明することを目標とする。

2. 自由間接話法とは何か

2.1 自由間接話法の文法的特徴

最初に、自由間接話法とはどのような話法であるのかについて説明するにあたり、直接話法
や間接話法との比較によってその特徴を確認したい。なぜなら、自由間接話法は直接話法と間



接話法を組み合わせたような話法と捉えることができるからである。
まず、以下の (1a)に示す Billによってなされた元発話を直接話法、間接話法のそれぞれで
表してみる。

(1) a. (元発話) Bill: I’ll come back here to see you again tomorrow.

b. (直接話法) He said,“I’ll come back here to see you again tomorrow.”

c. (間接話法) He said that he would return there to see her the following day.

(Leech and Short 1981: 319)

(1a)が元発話、(1b)は直接話法による、(1c)は間接話法による伝達である。当然ながら、(1a)

に見られる人称、時制、時空間表現のダイクシスは発話者 Bill を中心としたものである。こ
の Billのダイクティックセンターが (1b)の直接話法の従属節中では維持される。直接話法は、
基本的には元発話を一言一句変えることなく伝達するものだからである。しかし間接話法での
提示となる (1c)では、伝達節も含め全文にわたって現行の発話者のダイクシスに移行される。
したがって人称、時制、時や空間を表す副詞表現は、現行の発話者が直示の中心となる。また
元発話の内容を変更しなければ、現行の発話者は語彙の選択を自由に行うことができる 2。直
接話法は元発話の形態 3 までも維持するのに対し、間接話法では元発話の内容のみが維持の対
象となり、元発話と間接話法による伝達文とでは見た目が大きく異なることもあり得る。
次に、自由間接話法の文法的特徴を見ていく。どのような点で直接話法と間接話法を混ぜた
話法と捉えることができるのかを簡潔に述べると、一文中に元発話者のダイクシスと現行の発
話者のダイクシスが混在するのである。

(2) He would come back there to see her again tomorrow. (ibid., 326)

二重下線部分の人称、時制は現行の発話者 (小説の場合は語り手)の視点、下線部分の時間副詞
は元発話者 (小説の場合は作中人物)である Billの視点を反映している。つまり、直接話法の
ように元発話者の視点を残した表現 (下線部分)と、間接話法のような現行の発話者の視点に推
移した表現 (二重下線部分) とが混合したものが自由間接話法なのである。概略、人称と時制
は現行の発話者̶小説の語り手̶のダイクティックセンター 4 に、時・空間表現、主観的表現
は元発話者̶作中人物̶のダイクティックセンターに帰属する (Vandelanotte 2004)。このよう
に同一文中に語り手と作中人物、両者の視点が混在するというのが自由間接話法の最大の特徴
である。このような特徴を Pascal (1977) は語り手と作中人物の声が混ざり合う“dual voice”
と表現し、以降自由間接話法を簡明に表すキーワードとなっている。
これに加えて、自由間接話法のその他の文法的特徴、すなわち伝達節の省略や共起可能な表
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現についてまとめ、直接話法や間接話法との相違点を明らかにしておきたい。まず、直接話法
と比較すると、(1b)中の“He said”のような伝達節が、(2)で見られるように自由間接話法で
は省略されているということが分かる。通常、自由間接話法では、このように発話者・思考者
が伝達節により明示されることなくいきなり従属節部分が提示される。しかしながら、差し挟
まれたような形の論評節として現れる場合もある。以下の例では全体が自由間接話法による思
考の表現であるが、その中に論評節である“she thought”が挿入されている。

(3) How many men that she knew would have done such a thing. Oh, how extraordinarily

nice workmen were, she thought. Why couldn’t she have workmen for friends rather

than the silly boys she danced with and who came to Sunday night supper? She would

get on much better with men like these. (Mansfield, The Garden Party: 68)

(3)の下線で示した部分“she thought”が論評節であり、その機能は思考者を明示することに
ある。この論評節が省かれても (3)では自由間接話法としての解釈が可能である。しかしこれ
らの思考をしたのは語り手でもなく、また他の人物でもない、この例の場合は Lauraという作
中人物なのだということを強調、明示するために、しばしばこのような論評節が用いられる。
論評節が挿入されることがあるとはいえ、伝達節が省略されるというのが直接話法との違いで
ある。
次に間接話法との相違点は、自由間接話法では疑問文や感嘆文、呼びかけ表現、言いさし文
等が共起可能である点である (Banfield 1982)。以下にその例を示す。

(4) The picture!̶How eager he had been about the picture!̶and the charade!̶and an

hundred other circumstances;̶how clearly they had seemed to point at Harriet. To

be sure, the charade, with its ’ready wit’̶but then, the ’soft eyes’̶in fact it suited

neither; it was a jumble without taste or truth. Who could have seen through such

thick-headed nonsense? (Austen, Emma: 106)

(4)全体が Emmaによる思考の自由間接話法での表白であり、下線部分に感嘆文、疑問文が見
られる。このように間接話法では共起不可能な感嘆文や疑問文さえも自由間接話法においては
何ら問題なく現れることができる。自由間接話法はとりとめもない人物の思考や独白の伝達に
使用されることも多いため、このような感嘆文、疑問文、またためらいを含んだ言いさし文な
どは幅広く散見できる。
さらに作中人物の主観的判断を含む語句 (e.g. so, thusなど)や人物の話し方の癖・方言等も
現れるが、このような発音上の特徴は変則的な綴り方で表記の工夫がなされ、またストレスが
置かれていたり強調された部分はイタリックが施されていることもある (中川 1983)。
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ただ中川 (1983)で示されているように、上で見たような文法的特徴は絶対的な規則という
よりも、このようになる傾向が強いというものである。それゆえ、個々の事例を観察すれば形
式的には間接話法に近いものも直接話法に近いものも見受けられる。したがって、直接話法・
間接話法を完全に分離した別個の話法ではなく、連続性のあるものと捉えた場合、自由間接話
法はその連続体の中のいずこかに位置すると捉えるのが妥当であろう。

2.2 自由間接話法の機能・効果

ここまで自由間接話法の特徴を見てきたが、かなり複雑な形態をしていることが分かる。そ
れゆえに、読み手には解釈に負荷のかかる表現手法でもある。実際に、そのことを裏付ける実
験結果も報告されており、自由間接話法部分を読むスピードは、他の部分と比べて遅くなった
という (Black et al. 1979)。確かに読み手に負担を与える表現ではあるが、それでもなお、自
由間接話法が重宝されているのは、それに見合う、または上回る機能や効果を併せ持つからで
ある。
その最大の効果とは、地の文からの移行の円滑さである。三人称小説を例に考えたい。通
常、地の文は語り手の視点から語られる。そこで特定の作中人物の思考や発話を提示する場
合、直接話法では引用符をつけたり段落を変えるなどの操作が必要となるが、この操作は読み
手のスムーズな読みを阻害するものとなる。一方、間接話法による提示ではそのような読みを
阻害する操作を免れられるが、思考・発話部分も語り手の視点から語ることとなり、生き生き
とした当該人物の思考・発話描写とはならない。そこで、スムーズな読みの流れを阻害せず、
併せて生々しい思考・発話の提示を可能にするという両方の点を叶えるのが自由間接話法なの
である。地の文から自由間接話法を導入するにあたっては段落の変更は必要ない。また「語り
の枠組み」(山口 2009)を形成するとされる人称、時制が地の文と同じ視点に留まるため、地
の文の流れを維持したままスムーズに思考・発話へと移ることができる。その一方で当該の思
考・発話の表現は、作中人物がまさに今自身の声で語っているかのような臨場感を伴って読み
手の前に立ち現れる。これが自由間接話法が広く使用されてきた所以であり、もたらす効果で
ある。
加えて、語り手から作中人物へのアイロニーを表すという効果も持っている。語り手がある
作中人物について、自分自身とは全く異なる価値観を持っていると認めながらもその口調を真
似る、自らの言葉の中にそのような作中人物の異質な言葉を織り交ぜる、そのようなアイロ
ニーの方法としても自由間接話法は用いられてきた (中川 1983)。
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3. 自由間接話法の文脈

2節では、自由間接話法そのものに関する文法的特徴、およびその機能や効果について見て
きた。これまでの自由間接話法研究はこのように自由間接話法自身の特性、各話法との比較、
小説における使用や機能といった観点からなされることが多かった。そこで見逃されがちであ
るのが、自由間接話法はそのものだけで成り立つのではないという点である。特に先にも述べ
たが、英語の自由間接話法をその他の話法から区別する特徴は、絶対的なルールというよりは
傾向という程度のものである。フランス語やドイツ語では自由間接話法を成立させる確固とし
た文法規則が存在するが、英語にはない。作家の裁量次第で直接話法に近くも、間接話法に近
くもなる 5。ゆえに、小説を読んでいて、ある箇所が自由間接話法であると認められるかどう
か、言い換えれば当該自由間接話法中に語り手と作中人物のふたつの視点が読み手により認め
られるかどうかは、周辺の文脈による影響が大きい (Bray 2007)。すなわち、作家の意図とし
ては、作中人物の内省を自由間接話法で表現した箇所であっても、当該箇所に自由間接話法で
あると判断できる要素、例えば言いさし文等が少なければ、読み手は自由間接話法ではなく、
間接話法による思考の提示であると解釈しすくなる。一方、周辺の文脈に今まさに作中人物が
思考を行っているとの言及があり、直後にその思考内容部分が現れた場合、読み手はここに語
り手と作中人物のふたつの視点を認め、したがってその箇所は自由間接話法による表現である
との解釈を受けやすくなる。この点については、ドイツ語体験話法研究においても指摘され
ている。ドイツ語の自由間接話法に相当する体験話法についても、体験話法中に表される思
考や発話が誰に帰属するのかを周囲の文脈で示さなければ正しい解釈にならないという (保坂
1981,川島 1975)。このように周辺文脈の重要性が指摘されながらも、自由間接話法の周辺文
脈についてはあまり研究がなされていないのが実情であった。そこで試験的に自由間接話法の
前の文脈がどのような場面や機能を持っているのかを分類したのが溝上 (2016)である。以下、
この分類について概観し、自由間接話法を導入する働きを持つ周辺文脈とはどのようなものな
のかを確認したい。
溝上 (2016)6 では、Austen の Emma、Eliot の Middlemarch、Lawrence の Women in Love、

Mansfield の The Garden Party、Trollope の Barchester Towers、Woolf の Mrs Dalloway の 6

作品から自由間接話法部分を 5例ずつ計 30例を収集し、その自由間接話法の前の文脈につい
て意味や機能を分類した。その結果、次の 4つの場面・機能を持つことが確認された。(a)状
況説明: 作中人物が置かれている場所や立場などの記述…5 例、(b) 思考・心情: 作中人物の、
出来事・他の人物に対して抱く感情や回想等…9例、(c)知覚: 作中人物の視覚・聴覚的描写…
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11例、(d)会話: 作中人物間で行われた会話…5例である。これら各場面・機能について、次節
よりひとつずつ確認していきたい。なお各例について下線部は自由間接話法で示された発話や
思考を示す。

3.1 状況説明

(5) Harriet had been at Hartfield, as usual, soon after breakfast; and after a time, had gone

home to return again to dinner: she returned, and sooner than had been talked of, and

with an agitated, hurried look, announcing something extraordinary to have happened

which she was longing to tell. Half a minute brought it all out. She had heard, as soon

as she got back to Mrs. Goddard’s, that Mr. Martin had been there an hour before, and

finding she was not at home, nor particularly expected, had left a little parcel for her

from one of his sisters, and gone away; and on opening this parcel, she had actually

found, besides the two songs which she had lent Elizabeth to copy, a letter to herself;

and this letter was from him, from Mr. Martin, and contained a direct proposal of

marriage. (Austen, Emma: 40)

ここでは主人公 Emmaの友人 Harrietがやって来て、Mr. Martinから書面でプロポーズを受け
たことを興奮気味に語る発話が自由間接話法で示される。この自由間接話法の前の部分では、
Harrietが Emmaを訪ねる前の Harrietの行動が語り手により描写される。Harrietのその日の
行動が語られるという文脈に続くからこそ、後続する自由間接話法の発話が Harrietのもので
あるとの解釈が自然なものとなっている。状況説明とは、このように作中人物の行動や、その
時点で置かれている立場等を語り手が解説的に描写するものである。

3.2 思考・心情

(6) Dorothea said to herself that Mr Casaubon was the most interesting man she had

ever seen, not excepting even Monsieur Liret, the Vaudois clergyman who had given

conferences on the history of the Waldenses. To reconstruct a past world, doubtless

with a view to the highest purposes of truth—what a work to be in any way present

at, to assist in, though only as a lamp-holder! (Eliot, Middlemarch: 17)

Dorothea の独り言ののち、彼女の思考が自由間接話法により表出する。この独り言は、
“Dorothea said to herself that”を伝達節とする間接話法で提示される。この伝達節により思考
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者が Dorotheaであると明確になるために、自由間接話法に移行するにあたって思考者が明示
されなくても、引き続いて当該自由間接話法による思考も Dorothea のものであると容易に
理解できる。また独り言が始まった時点で読み手は Dorothea の胸中を覗き見ることになり、
Dorotheaの思考を内側から眺める立ち位置のまま自由間接話法に移行することができるため、
やはりこの思考が Dorotheaのものであると解釈することができる。思考・心情を表す文脈は、
その後自由間接話法で思考等が表出されることになる人物の、出来事や他の人物に対して抱い
た思いや感情が描かれるようなものが当てはまる。

3.3 知覚

(7) Only the tall fellow was left. He bent down, pinched a sprig of lavender, put his thumb

and forefinger to his nose and snuffed up the smell. When Laura saw that gesture she

forgot all about the karakas in her wonder at him caring for things like that—caring

for the smell of lavender. How many men that she knew would have done such a

thing. Oh, how extraordinarily nice workmen were, she thought. Why couldn’t she

have workmen for friends rather than the silly boys she danced with and who came to

Sunday night supper? She would get on much better with men like these. (Mansfield,

The Garden Party: 68)

ここでの文脈は Laura が屈み込んで花の香りを確かめた庭師を見て感心のあまり一瞬全てを
忘れてしまう、というものである。その後、このような人物と友人になりたいという Laura自
身の願望が自由間接話法により提示される 7。この文脈は Lauraの直接知覚を全面に出したも
の、つまり Lauraの目を通した描写である。読み手は、庭師の行動の描写について Lauraの視
点に引き込まれ、Lauraの知覚と同期して彼女の経験を追体験するが、同時に語り手は陰を潜
める。この Laura との一体化が、それに続く思考を Laura のものと容易に解釈できる助けと
なっていると言えるだろう。作中人物の知覚を描いた自由間接話法の前の文脈では、この例の
ように作中人物が事物を見たり何らかの音・声を聞く、という場面となる。

3.4 会話

(8) “You find life pleasant, it is good to live, isn’t it?” he asked, with a pitiful faint

smile that was almost too much for Gudrun. “Yes,” she smiled—she would lie at

random—“I get a pretty good time, I believe. ”“That’s right. A happy nature is a
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great asset.”Again Gudrun smiled, though her soul was dry with repulsion. Did one

have to die like this—having the life extracted forcibly from one, whilst one smiled

and made conversation to the end? Was there no other way? Must one go through all

the horror of this victory over death, the triumph of the integral will, that would not be

broken till it disappeared utterly? One must, it was the only way. (Lawrence, Women

in Love: 296)

この場面での主人公は Gudrunという女性で、彼女はWinifredという人物に絵を教えている。
この Gudrun とWinifred の病の床にある父親との会話が自由間接話法の前の場面となる。ふ
たりの人物が存在するため、自由間接話法部分のみを見ているとその思考の帰属先は曖昧にな
りがちである。しかし読み手は問題なく Gudrunに帰属させることができる。それは“Again

Gudrun smiled, though her soul was dry with repulsion.”という内面描写の存在ゆえである。読
み手は“her soul was dry with repulsion”という表現により Gudrunの視点に引き寄せられるこ
とになる。そして引き寄せられたまま自由間接話法に移るので、その思考が Gudrunのもので
あると分かる。このような視点の移動が自由間接話法の思考者を指し示す。この例のように自
由間接話法の前に会話場面が来る場合、自由間接話法で思考・発話が提示されることになる人
物がその他の人物と会話をしている場面となる。会話をすると思考が喚起されるものである。
通常、何も考えることなくまともな会話を成立させることはできず、そこには何らかの思考が
働くものであろう。その会話によって引き起こされた感情や想いが、自由間接話法により発露
されるのである。

3.5 周辺文脈と認知活動

3.1節から 3.4節にかけて、自由間接話法の前の文脈について (a)状況説明、(b)思考・心情、
(c)知覚、(d)会話の 4つの場面・機能があることを見た。これらの分類が何を意味するのかに
ついて、溝上 (2016)では、(a)を除いて (b)から (d)の各分類は、人物の知的活動を描く、とい
う点で作中人物の認識・認知活動が深く関わっていると指摘した。ここでの認知活動・認知能
力とは広い意味で捉え「知覚・記憶・思考・学習・類推・連想・比喩、カテゴリー化、イメー
ジ形成などの心理作用や、感情などの生理的作用に関する能力のほか、身体的な運動感覚を含
む、人間が内在的に持つ能力の総体」(辻 2002)としての認知活動・認知能力と考える。この
ような認知活動が関わるものが 30 例中 25 例と大多数を占めたことになる。すなわち自由間
接話法の前の文脈では、後に思考・発話を提示する作中人物の認知活動が活性化 8 されている
と言えるだろう。認知活動が活性化されるということは、その人物の内面がより深く描写され
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るということである。そのため、読み手はその作中人物の視点に引き寄せられ、その人物の生
の思考を読むことになる。このことは、自由間接話法の前の段階において、語り手から作中人
物への視点のシフトの準備が行われていることをも意味すると言える。つまり溝上 (2016)の
研究は、自由間接話法部分においていきなり語り手から作中人物へ視点を移すのではなく、そ
の前段階から視点移動の準備が行われていることを示唆する。
ただし、この結論にはいささか疑問点も残る。それは (a)状況説明が自由間接話法の前の文
脈で提示されることをどう解決するのか、ということである。4 つの分類を見ると、この (a)

は作中人物の何らかの認知活動を示すものではなく、浮いた存在となっている。本論文ではこ
の (a)をも含めて、先行文脈から自由間接話法に至るまでの語りの流れがどのように移るかを、
語りの「フレーム」 (Jahn 1997)を用いて考察することで、自由間接話法とその周辺文脈に関
する統一的な見解を示すことを目指す。

4. 語りの「フレーム」

ここから、自由間接話法を文脈を含めたより大きな談話の単位で見た場合、その語り方はど
のように移ろうかについて考察を深めていくのだが、その前に小説の語りとは何かについて見
ておきたい。小説は大きく会話文と地の文に分けることができ、さらに地の文は「場面」と
「描写」に分けられる (Surmelian 1968)。また通常、様々ある語りの形式は同一作品内で一貫
しているものではなく、時々刻々と変化するものである (Stanzel 1979)。ここでは、こうした
小説の構成要素について整理をしておく。なぜなら、語りを様々に変化させる要因は小説を構
成する要素同士の関連にあるからである。

4.1 誰が何を見て、誰が語るのか

地の文も会話文も含めた大きな枠組みとしての小説について考えよう。小説とは物語が書か
れたものであるが、ではその物語はと言えば、誰かが何かを見聞きして、誰かが読み手に向け
て話すものと捉えられる。ここでは小説を構成する様々なレベルの構成要素のうち、「誰が何
を見て」、「誰が語るのか」について確認しておきたい。
小説の理解において「誰が語るのか」、「誰が見るのか」という点が混同されやすいため、ここ
で明確にしておきたい。まず「誰が語るのか」について説明する。語る人物は語り手 (Narrator)

とされ、語り手が語る話が文字として紙面に現れて、読み手がそれを読むことで読書行為とな
る。一方、「誰が見るのか」については、ある出来事を見たり体験したりする人物がこれにあ
たる。これを後述する Bal (1981, 2009/1985)に倣って焦点化者 (focalizer)と呼ぶことにする。
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この焦点化者が、語り手により描写される出来事を見る。ここでは比喩的に「見る」という表
現を用いているが、当然ながら文字通り見るだけに留まらない。聞いたり、感じたり、考えた
りするといった認知的活動全般が当てはまると考える。また、焦点化者がその出来事の参与者
である場合もあれば、そうでない場合もある。ここまでを概略すれば、「焦点化者が出来事を
見て、語り手が語る」ということになろう。これが小説を構成する大きな枠組みである。この
枠組みに様々に変形が加えられて語りの色彩豊かなパターンが生まれる。例えば、焦点化者と
語り手が一致する一人称小説や、焦点化者が出来事の参与者でもあるような物語等、考えられ
る語りの形式は無数にある。
このような小説における様々なパターン̶「物語状況」(Stanzel 1979)と呼ぶ̶を捉える試
みは数多くなされているが、それらの中で記述的説明に留まらず抽象度の高いレベルで、より
体系的なモデルを提示するものに類型円を提案した Stanzel (1979)や、語り手・焦点化者・行
為者の関係性から語りのパターンを提案した Bal (1981)がある。この両者を踏まえ、改良する
方向で「フレーム」として語りの型を整えたのが Jahn (1997)である。本論文では Jahn (1997)

で示される語りの「フレーム」を用いて、自由間接話法及びその先行文脈において語りがどの
ように移行するのかを考察したい。まず以下の節では Stanzelの類型円、Balの語りのパター
ン、そしてそれらを統合したモデルとしての Jahnの「フレーム」を見ていく。

4.2 Stanzelの物語状況

小説の語りにおいて語り手と作中人物の関係を捉えることは重要である。ある時は両者が一
致し、またある時は一致しない場合もある。この重なりの程度に応じて、語り方が変化する。
この両者の関係について遠近法、人称、叙法という語りの構成要素から物語状況の類型化を行
い、類型円を提案したのが Stanzel (1979)である。この類型円は「局外の語り手による物語状
況」、「「私」の語る物語状況」、「作中人物に反映する物語状況」の 3つの物語状況から成って
いる。
「局外の語り手による物語状況」では、語り手が出来事の外部者として語る外的遠近法とい
う語りの形式となる。ここでは語り手は物語世界の外にいる。「「私」の語る物語状況」では、
語り手も作中人物も物語世界に属し、ここでの語りは一人称の語りとなる。「作中人物に反映
する物語状況」では、映し手 9 が語り手に対して優勢となる。語り手は出来事の奥に隠れ、読
み手には姿を見せない。よって語り手は物語世界には存在しない。これらが Stanzelの主張す
る典型的な物語状況である。
語りをパターン化して捉えようとする同様の研究との比較において、この 3つの状況がそれ
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ぞれ相対立し合うものなのではなく、連続体を成すものとして定義されている点でこの論は意
義がある。Stanzelの理論では、各項目を連続体として捉えることで、あらゆる考え得る作品
に対応するよう設定されている。ゆえに、「局外の語り手による物語状況」に属する作品のう
ち、この物語状況の典型例を示すものもあれば、やや「「私」の語る物語状況」に近しい作品
もある。このように弾力的な説明が可能であることが、この研究の焦点である。
しかしながら、このような類型円では説明しきれないこともある。それは、語り手と作中人
物との複雑な関係性、例えば、語り手が語り方を支配し、作中人物はあくまでその支配の影響
を受けるのみ、といった本来的な階層関係等の関係性をうまく説明できない (Jahn 1997)。語
り手と作中人物が単に一致するのか、同一の領域に存在するのかというだけでは語りの様相
を捉えきれないのである。この点において、Balの提案は Stanzelの論を一歩進めたものとい
える。

4.3 Balの物語状況

上で見た Stanzel (1979)の類型円では物語状況に関わるのは語り手と作中人物であった。こ
の二者の存在が重なったり離れたりすることにより語りの状況が変わりゆく。一方 Bal (1981,

2009/1985)では、物語状況に関わるのは語り手、作中人物、行為者の三者である。そして「あ
る人物が何か行為をしたという出来事」を、「作中人物が見た」、ということを「語り手が報告
する」、という埋め込み構造であると考えた。これらを踏まえ、以下のような物語状況の抽象
化パターンを提示した。

(9) a. X relates that Y sees that Z does (N ! F、 F ! A)

(X = N、Y = F、Z = A)

b. X relates that X’ sees that Y does (N = F、 F ! A)

(X = Nかつ F、X’ = F、Y = A)

c. X relates that X’ sees that X” does (N = F = A)

(X = X’ = X” = Nかつ Fかつ A)

d. X relates that Y sees that Y’ does (N ! F、 F = A)

(X = N、Y = Fかつ A、Y’ = A)

e. X relates that Y sees that X’ does (F ! N、 N = A)

(X = Nかつ A、Y = F、X’ = A)

(N = Narator (語り手)、F = Focalizer (焦点化者)、A = Actor (行為者))
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(Bal 1981: 45)10

Nとは語り手 (Narrator)、つまり語りを行う主体であり、焦点化者の視覚 (vision)の内容を言
葉にして語り、この言葉が小説のページ上に現れて読み手に届けられる。焦点化者が語り手と
一致する場合もあるが、必ずしも一致する必要はない。次に Fが焦点化者 (Focalizer)であり、
視覚の主体として物語を提示する。焦点化者は通常、作中人物である。読み手はこの焦点化者
となる作中人物の目を通して、またその人物により提示される視覚・映像を受け入れて物語を
読むことになる。最後に Aは行為者 (Actor)で、普通は複数人存在して物語を構成する出来事
の行為主体となる。この行為者もまた、語り手や焦点化者と一致する場合もあるが、必ずしも
一致する必要はない。具体的な小説の形式として、Balは (9b)や (9c)には自伝の語り、(9a)や
(9d)にはリアリズム小説を挙げている。
これらのパターンでは、語りのテクストは語り手・焦点化者・行為者の 3 つの側面から捉
えられる。そして、語り手が語りとなるテクストを話す (X relates)＞焦点化者が物語内容と
なる語りを視覚的に提示する (Y sees) ＞ その物語は行為者によって行われる行為である (Z

does)という階層関係を成す。

4.4 三人称小説における語り「のフレーム」

Jahn (1997) では三人称の語りを簡潔なパターンとして定義することを目標とし、先に挙
げた Stanzel (1979) と Bal (1981, 2009/1985) の理論を合わせたモデルを提案している。その
際、Bal (1981, 2009/1985)で示された X relates that Y sees that Z doesに加えて、Receiver (R)

を導入する。Receiver (R) とは物語の受け手、つまり読み手のことである。また Bal (1981,

2009/1985)での焦点化者を Stanzel (1979)における映し手として解釈し、X tells R that Y sees

that Z does を基本の枠組みとして「フレーム」化を行うが、映し手のいない X tells R that Z

doesという枠組みと、語り手が潜在的な存在となった (X tells R that) Y sees Z doesという枠
組みを区別して提示する。これらを考慮に入れて 3つの語りの基本「フレーム」を展開する。
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図 1 Third-person narrative situations as frames (Jahn 1997: 444)

図 1における丸い四角は、語り手が語りを支配する作品世界での範囲を示す。楕円は映し手
の視覚を、斜線の入った長方形に黒い四角形がついた図形は状況設定を、斜線の入った長方形
の下の黒い四角は語り手・読み手・映し手・行為者といった役割が入るスロットを表す。この
図は、このようなそれぞれの役割の階層関係を示し得るものとなっている。

Aと Bにおいては、語られる出来事には関与しない名も性別もない権威的な語り手が存在
し、通常全知 (omniscient)でテクスト全体に存在 (omnipresent)する語り手である。この語り
手が出来事に関する記述や時間関係、語りのモードの選択、レトリック、スタイルについての、
語りにおける全責任を負う。

B や C における見る主体は映し手である。映し手はその場面で中心的に描かれる作中人物
であり、この人物の知覚を通して作品世界が描かれる。なお、ここでの「見る」についても知
覚、想像、思考、感情その他の心的過程を指す。このような語りのモードでは、映し手の内省
が内側から語られる。つまり映し手の意識を前面に押し出す語りとなるが、これは Aには見
られない語りのモードである。Aではこのような内省や意識はその作中人物の内側からではな
く、身体的な動きと同様に外側から報告される。よって Bでは、映し手の知覚や思考をその人
物の内側から語り、読み手はその思考や視覚を共に体験することとなる。とは言え、語り手と
映し手が一体となるわけではなく両者は区別される。すなわち、映し手を媒介として語り手が
語るという形式なのである。一方 C では、映し手の意識や知覚が語り手を経ずに直接読み手
に提示されるような語られ方となる。ゆえに X tells Rが点線で示されている。
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これが Jahn (1997)で提案された語りの「フレーム」である。これは三人称小説にのみ適用
可能であるが、A、B、Cそれぞれ少しずつ重なり合う部分があり、連続体を成すものである
がために、どんな新たな語りの形式にも適用することができるのが利点である。

5. 語りの「フレーム」の移行と自由間接話法

Jahn (1997)の語りの「フレーム」を確認したことろで、3節で見た各先行文脈と自由間接話
法がそれぞれどのように相関し、統一的な語りの流れを示すのか考察を深めたい。

5.1 自由間接話法の先行文脈と語りの「フレーム」

上で見た Jahn (1997)の語りの「フレーム」では、語り手・読み手・映し手・行為者の関係
性が問題となる。これらの要素が自由間接話法とその前の文脈ではどう関わり合うのか、そし
て語りの「フレーム」はどう推移していくか、以下に 3節で提示した自由間接話法の各例の先
行文脈のみを取り出して再掲し、語りの「フレーム」に照らし合わせて考えてみたい。

(10) a. Harriet had been at Hartfield, as usual, soon after breakfast; and after a time, had gone

home to return again to dinner: she returned, and sooner than had been talked of, and

with an agitated, hurried look, announcing something extraordinary to have happened

which she was longing to tell. Half a minute brought it all out. (Austen, Emma: 40)

b. Dorothea said to herself that Mr Casaubon was the most interesting man she had

ever seen, not excepting even Monsieur Liret, the Vaudois clergyman who had given

conferences on the history of the Waldenses. (Eliot, Middlemarch: 17)

c. Only the tall fellow was left. He bent down, pinched a sprig of lavender, put his thumb

and forefinger to his nose and snuffed up the smell. When Laura saw that gesture she

forgot all about the karakas in her wonder at him caring for things like that—caring

for the smell of lavender. (Mansfield, The Garden Party: 68)

d. “You find life pleasant, it is good to live, isn’t it?”he asked, with a pitiful faint smile

that was almost too much for Gudrun.“Yes,”she smiled—she would lie at random—

“I get a pretty good time, I believe. ”“That’s right. A happy nature is a great asset.”
Again Gudrun smiled, though her soul was dry with repulsion. (Lawrence, Women in

Love: 296)
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(10a) から (10d) に示したのはこの後に続く自由間接話法部で思考・発話が表出される人物、
つまり映し手を参与者に含めた出来事の報告である。これらの語り方は Jahn (1997)における
「フレーム A」に相当する。つまり「作中人物が何らかの行動をする」のを「語り手が読み手に
語る」という語りの形式である。実際 (10a)では語り手によって、Harrietはその日、朝食後か
ら Hartfieldにいたが、自宅に戻ってみると Emmaに是非報告したい衝撃的な出来事を体験す
る、という一連の行動が語られる。 (10b)では DorotheaがMr Casaubonという人物に対して、
独り言をつぶやき思考にふけった、という行為をしたことが報告される。(10c)では園遊会の
準備をしていた庭師たちと Lauraの動きが描かれる。その場面における庭師の動きを Lauraが
見る、という行為が語られる。最後に (10d)では、直接話法によって会話が示され、ふたりの
人物が相対しながら会話をした、という行為が描写される。これらの行為は、作中人物自身が
自分の行動について語っているのではなく、あくまで語り手による出来事の外側からの報告で
ある。したがって (10)で示した各例は、X＝語り手、R＝読み手、Y＝行為者 (後の自由間接
話法部分で、思考・発話が提示される映し手を含む)、という構造の「フレーム A」の語りと言
える。
一方、これらの文脈に続く自由間接話法は Jahn (1997)で提示されている「フレーム C」に
相当する。Jahn (1997)では「フレーム C」を Y sees Z doesとして、語り手が背後に隠れ、読
み手に対して、Y が Z が何らかの行為をするのを見る、ということを直接提示する「フレー
ム」としている。その中で映し手の行動を“sees”として「見る」という行為で代表させてい
るが、これは単に「見る」だけではなく、「聞く、話す、感じる、考える」といった知覚・感
覚的な行為までも、つまり 3.節で述べた認知活動を広く包含するものであった。ここで注意
が必要なのだが、自由間接話法における「フレーム C」では、映し手 = Yと行為者 = Zが一
致するものと考えなければならない。映し手が、行為者 (= 映し手) が思考・発話という行為
をするのを知覚する、というのが自由間接話法における枠組みとなる。すなわち X＝語り手、
R＝読み手、Y＝自由間接話法でその思考や発話が表象されることとなる映し手、Z＝ Yと
同じく映し手、にそれぞれ対応するだろう。Jahn (1997)で示された「フレーム」は、考えられ
るあらゆる語りに対応可能なものであると彼自身が述べているとおり、この「フレーム」の典
型的な語りの形式ではない自由間接話法をも「フレーム C」は射程に含むとすることに問題は
ないと考えられる。
以上、Jahn (1997)で提示される語りの「フレーム」を用いれば、自由間接話法の前の文脈で
は、その場面・機能に関わらず「フレーム A」、自由間接話法部分では「フレーム C」へと移行
する様が観察できた。どのような場合においても、先行文脈から自由間接話法部へは、一様に
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「フレーム A」から「フレーム C」へと移り変わるという、自由間接話法とその周辺文脈に関
して、統一的な語りの流れがあると示すことができたわけである。
ところで、「フレーム A」と「フレーム C」との最大の相違は、後者において X tellsが顕在
化しない点であり、それによって読み手は語り手を介さない、作中人物の生の内省を受け取る
ことになり、心理描写の臨場感が増すという効果があるのだが、この変化は唐突なものであ
る。Jahn (1997)でも触れられているが、読み手は通常、一度適用した「フレーム」を次々適用
していくことで読みを進める。適用した「フレーム」を棄て、新たな「フレーム」を適用する
には何かきっかけがあるはずだが、そのきっかけが明示的な場合もあればそうでない場合もあ
る。ここで取り上げている自由間接話法とその先行文脈については、「フレーム A」から「フ
レーム C」に移行するに際して、そのようなきっかけはあるのだろうか。つまり語り手が語る
「フレーム」から、作中人物自身の認知活動が直接提示される「フレーム」への移り変わりを
予期させるような明示的な表現はあるのだろうか。明示的な表現で示されていないのなら、ど
のように読み手は「フレーム A」から「フレーム C」へのシフトが促されるのだろうか。この
点について考察してみたい。
上記に再掲した例を見ると (10a) には“she was longing to tell”、(10c) には“When Laura

saw that gesture”、(10d)には“her soul was dry with repulsion”といった作中人物の認知活動
が行われたこと、またはそれを予期させる表現、あるいは通常他人には覗き見得ない作中人物
の内面に深く関わる表現が自由間接話法の直前に現れる。

(10a)に見られる“she was longing to tell”という表現は、この次に Harrietの発話が続くこ
とを予想させる。それまでは地の文の語り手による Harriet の行動の報告が続いたところに、
Harriet の内面描写がなされる。この作中人物の「話したいと切望する」という内的な思考・
感情は語り手が外から語っているという形式にはそぐわない生々しい作中人物の内面の発露で
ある。よって、それまでの出来事の外側から報告する語りである「フレーム A」がもはや適用
できなくなり、語り手を経ることのない、作中人物の知覚を直接提示する「フレーム C」での
解釈を読み手に促す。「フレーム C」では語り手が背後に陰を潜め、映し手の知覚が直接的に
描かれる語り方だからである。よって、以降に続く自由間接話法の解釈では読み手は「フレー
ム C」を当てはめることになる。(10c) では “when Laura saw that gesture”という表現によ
り、Lauraが庭師が花の香りを楽しむ、という行為を見たことを語り手が報告する。Lauraが
何かを知覚した、という行為が報告されることにより、Lauraの直接経験・知覚の射程に入る
ことになる。すなわち読み手は Laura が見ている世界を Laura の目を通して見ることになる
のである。このような Lauraの経験との同期を促すような表現がきっかけとなり、自由間接話
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法部分での思考の提示に「フレーム C」の適用が行われる。(10d)では“her soul was dry with

repulsion”という表現が効果をもたらす。Gudrunが「自らの心が嫌悪で冷淡になる」という
のを感じた、という出来事が描写される。これも他者には覗き見ることのできない、Gudrun

の内面の経験の、語り手を通すことのない直接的な提示と言えるだろう。このような Gudrun

が自分自身の心の状態を経験したという、深く作中人物の内面に入り込んだ報告が引き金と
なって、Gudrunの知覚を直接的に読み手に提示する「フレーム C」への移行が促されるので
ある。したがって、これら内面を描写する表現が「フレーム A」での地の文の語りから、「フ
レーム C」での自由間接話法の表象へと橋渡しをする機能を持つと考えられる。

(10a)、(10c)、(10d)では新たな「フレーム」の適用を促進するきっかけとなる表現が確認で
きた。しかしながら (10b)では、そのような「フレーム」移行のきっかけとなる表現は見られ
なかった。これは先行文脈自身が典型的な「フレーム A」の語りではなく、多分に「フレーム
C」に近い語りになっており、(10a)、(10c)、(10d)と比べ「フレーム」間の差が小さく、読み
手に自由間接話法部へと読み進めるにあたって、「フレーム」の移行を促す明示的な表現が必
要ではなかったためと考えられる。というのも、通常は他者の頭の中に入りでもしない限りそ
の人物の思考や内省といったものを覗いたり聞いたりすることはできない。その意味で、この
思考・心情場面を表す先行文脈の語り手は、外からではなく、ある程度内側から作中人物の思
考を語っていることになる。内側から語られた思考の報告はもはや他者による客観的な報告で
はなく、その人物自身の肉声となって読み手に感じられ、語り手の存在は希薄になっていく。
とはいえ、「フレーム C」に完全に一致するものでもない。伝達節に表れるように Dorotheaが
独り言を言った、と記述するのにはやはりそれを外側から語る語り手が必要だからである。こ
のような語りは、「フレーム A」と、語り手が後退し映し手の経験が直接提示される「フレー
ム C」の語りの両方の要素を含むものであると言えるだろう。よって、(10b)から自由間接話
法部分に移り「フレーム C」を適用するにあたっては、他の 3例と比べて典型的「フレーム A」
との落差が少なく、橋渡し表現がなくとも「フレーム」間の移行は容易に行われるだろう。こ
のことから、「フレーム A」から「フレーム C」を適用するきっかけとなる明示的な言語表現
の必要性がないために、(10b)ではそのような表現が見られないものと考えられる。
ここまでをまとめると、自由間接話法の前の文脈は「フレーム A」が適用される語りとなり、
自由間接話法部分では「フレーム C」が適用される語りとなるといった、一貫した「フレー
ム」の動きがあるといえる。その際、通常は一度「フレーム」を適用すると基本的に以降も同
一「フレーム」が維持されるため、自由間接話法部分において新たな「フレーム」を適用する
には、橋渡し的表現が差し挟まれることになる。ただし、元より「フレーム C」の要素を含む
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「フレーム A」からの移行に際しては、そのような橋渡し表現がなくとも「フレーム C」の適
用が容易になされるものと考えられる。このように、自由間接話法とその先行文脈の語りの流
れについて、一様の方向性があると結論づけることができるだろう。

6. 結論

本論文では、Jahn (1997)で提示された語りの「フレーム」が、自由間接話法部分とその先行
文脈ではどのように移り変わるのかを見た。すなわち、前の文脈では「フレーム A」に則った
語り手による、映し手を含む行為者たちによる出来事の報告がなされるが、自由間接話法部分
では、「フレーム C」での、映し手により思考・発話という知覚・認知的行為が行われたことを
直接読み手に提示する語りに移行する。その際、Jahn (1997)での「フレーム C」がそのまま
適用されるのではなく、自由間接話法においては、映し手と行為者が同一になる点に注意が必
要であった。また読み手に対して、このような「フレーム A」から「フレーム C」への推移を
促すためには、両者の橋渡しとなるような表現が観察される場合があることも確認した。この
ような「フレーム」という、より大きな語り枠組みの観点から捉えることにより、溝上 (2016)

で行った自由間接話法の周辺文脈の分類において十分に説明しきれなかった「状況説明」の文
脈をも含めた、統一的な周辺文脈と自由間接話法との連関を捉えることができた。

注

1. 自由間接話法という呼称以外にも、様々な名称が用いられる。例えば、描出話法 (Rep-

resented Speech and Thought) (Banfield 1982)や、自由間接言説 (Free Indirect Discourse)(Bray

2007)などである。本研究では、自由間接話法 (Free Indirect Speech)で統一することとする。
2. 例えば、(1c) は He said that he would return to the hospital to see her the following day.

(Leech and Short 1981: 320)のように、“there”ではなく“the hopital”と場所を明示した間接
話法での提示もできる。したがって、間接話法での可能な伝達文は無数にあることになる。

3. ただしイントネーションやアクセント位置などは変更される可能性がある。ここで維持
されるのは、あくまで発話の形態のみである。

4. それゆえ、地の文の時制が現在形の場合は自由間接話法中の時制も現在形となる (中川
1983)。

5. フランス語では通常、小説の地の文は単純過去形で書かれるが、自由間接話法部分では
半過去形が用いられる。一方、ドイツ語の自由間接話法にあたる体験話法には直説法が使用さ
れる。このように、両言語には自由間接話法と他の話法を区別する文法規則が確立しているた
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め、英語のように、どちらかと言えば直接話法に近い、あるいは間接話法に近い、という作家
による書き癖が見られることはない。

6. 溝上 (2016) では自由間接話法の判定基準として、2. 節で挙げた文法的特徴を採用した。
すなわち、語り手と作中人物の両者の視点を反映した直示表現の混在や、言いさし文・感嘆文
の共起等である。

7. この例の自由間接話法には論評節“she thought”が挿入されており、このため間接話法で
あるとの解釈の余地もあろうが、間接話法には現れ得ない間投詞“oh”、感嘆文等が現れてい
ることから自由間接話法と判断した (注 6も参照)。

8. ここでの「活性化」という語は文字通りの意味での使用であり、認知文法で用いられる
「活性化」の意味ではない。

9. ある作中人物の意識を、脚色したり手を加えたりせずにそのまま映し出すとき、その描き
出される作中人物を映し手という。概ね Bal (1981, 2009/1985) における焦点化者と同等のも
のであると考えてここでは差し支えない。

10. ただし、各パターンの下に記した X、Y、Zと Narrator、Focalizer、Actorとの対応関係
は筆者が書き加えたものである。
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Free Indirect Speech and the Frames of Narrative

Eri Mizokami

The current paper examines the flow of the narrative in Free Indirect Speech (FIS) and its

contexts in terms of the frames of narrative. The idea, the frame is advocated by Jahn (1997),

combining the two previous concepts on narrative, Stanzel’s (1979) typological circle of

narrative and five narrative patterns in Bal (1981, 2009/1985). It will be shown that the narrative

of FIS and its contexts shift from the frame A (‘X tells Receiver that Y does’) to the frame C (‘[X

tells Receiver that] Y sees Z does’). In the contexts of FIS, the frame A is applied and the event

is narrated by the narrator. On the contrary, FIS itself is narrated in the frame C and the event is

described in the character’s viewpoint. Moreover, in the frame A, the viewpoint is set outside the

narrated event while in the frame C, it is placed inside the event. Since they are quite different

from each other concerning the position of the viewpoint, there is a gap between the frame A and

the frame C. Therefore, in order to enable readers to change frames smoothly, explicit markers or

expressions are necessary between the preceding contexts of FIS and FIS itself. This paper

regards these expressions as bridging expressions, and indeed, they are often observed between

FIS and its contexts.




