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英語現代文の諸相

細 谷 堆 平

はしがき
Ⅰ複合構文（CompositionalExpressions）
ⅠⅠ描払話法（Represented Speech）

ほしがき

Abbreviations（略語）の氾濫も英語現代文の−つの柏である。0・K・，C・0・D・

（米collect ondelivery，英cash ondelivery代金引沓），N．G・（nogood），
P…D．Q．（pretty damn quick至急）をMenckenはAmeIicanmasterpieces
だといっている。いずれも1840に．遡ることの出来るものである。流行ほアメ
リカに始った。第一次世界大戦の際それがヨ−・ロッパに．渡り，ソ連の Ogpu

（Obyedinnenoye GosudaI・stVennOePoliticheskoeUpravlenie＝United Gbv・
ernment politicalAdministration，ゲ・ぺ・

ク。アメリカでもしばしば

Gay−pay・00と綴られたものらしい），ドイツのNazi（Nationalsozialistische）
などを生んだ0氾濫の貴任もまたアメリカール「ズベルト大統領のひきいる
ニ．ユ√−・≠ィ−ル派にあると考えられている。その代表的なものがT・Ⅴ・A・

（TennesseeValleyAuthorityテネV・−渓谷開発公団）である。ル⊥ズベル
トきらいのMenckenは enough，in fact，tOizlduceAlfred E・Smith、tO
describe the government as submergedin a bowlofalphabetsoup と沓
（1）

いている。アルファベットスL−プというのほABC字形をうち抜いた（昔そう
いうビスケットが日本に．もあったが）ヌ−ドルを浮べたスープのことである。
太平洋戦争後アメリカの流行は即ち日本の流行ということになり，NHK，全
学連，SF，ベア（べ一−・ス・アップという怪しい英語の略），ワンゲルの類がわれ
（1）H。L Mencken，The American Language，pp・205J−209
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われの常用語になりかかっている。
この稿でほ，しかし，VOCabula工y よりほ文法に問題を限定し，複合構文
（CompositionaiExpressions）と仮称せられるものと，描出話法という妙な日
本語名をもっている Represented Speech紅焦点を向けてみたいのである。
Ⅰ．複合構文（CompositionalExpressions）
BaxterHathaway・M−CC．Fliesの衣鉢を継ぐ言語学者，現在Professorof
English at CornellUniveISity。COmputer・−mindedだといわれる Chomsky
とほ別派のtransformationalgrammarを説く。叫

は近著A7ケanSfbYma一

抽nalGrammar，1967の中で If we pay particular・attention to thelan−
gtlage StruCtureS CPrrently being used by advertisers，．10urnalists，SOme
SOCialscientists，and some avant−garde poets，We Can be tempted to
make the generalization that the century・01d shift toward analysis has

PaSSeditspeak，and thatanevsyntactic systemisrapidlyco血1ngint
beingin these days．This new systemis the

compositional

−tOuSean

Old term for whatis now exhibiting new features，SO that the term as
itisused here does not mean exactly whatit has meantin the past・
（p．32）といって，今まで二本だて（synthetic system and analytic system）
であった英語統語法（syntax）が三本だて紅変りつつあり，その第三のものが
compositionalsystem であることを指摘する。われわれほ COmpOSitional
systemが介入していると思われる表現を複合構文（compositionalexpressions）
とよぷことにしたいのであるが，彼は次のような例をあげる。

The most efficient salt・prOducing mines werein Poland．
（Cfn Polishminesproducedsalt mo軍t efficiently・）
thelast century s frontier scarcity of wdmen
（qf・WOmen WeIe SCarCe On the fIOntierduring

CentuIy）
Sub−SOiltests（＝teStS under the soil地下実験）
も

thelast

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
−−・一β・−

第40巻 第3・4蔓

at，eaSe brewery（＝a beer tavern where one canbe at ease）
Igave a book toJimは比較的（「■私が」「私を」紅比較すればⅠ，meほ
非分析的である。）分析的ないい方である。とれに対して．−王gaVeJimabook
はbookを対格（第四格）Jimを与格（第三格）と．考えなけれはならないの

で，それだけ，表現は綜合的となる。a Wa1lof stone ほ分析的であるが a
stone wallは非分析的である。StOneほ「石造の」という意味の形容詞だと
いえば簡単だが（多くの辞書は，そう＝書いている），StOneはadjunctに．なって
いるというだけのことで，形容詞とほ考えにくい語である。nOun ad．恒nctと

考えるのが無難であろう。Henry Sweet以来問題になっているCannOn ball
のCannOnほ名詞か形容詞かの問題も同様であってCannOnはnoun adjunct
である。nOun adjunctという用語は複合語の配語法を説明するために．不可欠
である。adjudctをすべて形容詞だなどと考えて複合語に接すると，−・小切の名
詞ほ形容詞だということになってしまう。（a pocket di亡tionaryのPOCketは

形容詞だろうか0）さてasto？eWallの問題だが，前置詞を失ったため非分
析的疫，なったというものの，StOneがwal1軋対して材料であることを示す格
関係に，立つわけでもないから綜合的だというわけにはいかない。StOneがそれ
であるところのnounadjunct辛いうのは，そういううるさい諸関係をいちい

ちSignalしないというイ無貴任」なところが特鉦であってastonewa11，a
cannon bal1，a pOCketdictionaryほ叫応複合語と見るべきであり，これらは
一般syntaxではなく，複合語配語法に・よって生み出されたものと考えること
が出来よう。その複合語配語法が近頃盛んに．一・般syntaxの中紅進入して来て

frontier scarcity（of women）などと／いう表現を生み出す〜・Hathawayが
syntaxが三本だてとなりcompositionalsystem という柱を追加しなければ
ならないといい出したのほ，このためである。
エ之二／わ，July24の表紙大見出しは
The New Far・・OutI∋eatles

Marijuana s Turned−On Millions
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（2）

である。これほ複合構文だと私は思う。farI・Out，turned・・Onが復合語らしいか
らでほない。それらがハイフンでつながれているのは，名詞前位置に．出ている

ため（Cf．a seven・year−01dboy）である。 The m9difyingmeInberalways
precedes は複合語配語法の第一原則であるが，ハイフンを使ってまでfarout，
turned on という modifying phraseを前位置に．進出せしめるMそれが複
合語配語法への傾斜であり，これらの表現を複合構文たらしめているところ
のものである。The new Beatles faroutinan experiment onmusic だの
Millionsturnedontoma！i3uanaでは複合構文と呼ぶ根接がないであろう0
複合語配語法とは何であろうか。たった二つの語をならべて配語法もないも
のである。過去の文法学老でこれ紅深い関心を示したものがあるようには私は
思わない。CurmeがSyntax最終章（ChapterXXX GroupsandGroup−WOrds）
でこれを論じているのが例外のように．すら思えるのである。

tIn marked contrast to these normalgroups are a verylarge number
Of oldgroupswhich representan01der typeofEnglishexpression．This
type originatedin the prehistoIic period at a time wheninflection was
Sti11unknown． As there were noinflectionalforms the grammatical
relations of the members of the group could only be conveyed by the
establishment of a fixed word−Order：the modifyingmemberalwayspre・
（＄）

Cedes． と Curme はいう。屈折語尾の消失と語順の固定は近代英語の特色
である。ところが，ゲルマン語学者Cu工me柊先史時代，英語は未だ屈折なる
ものを知らず，固定的な語償をもっていたという。・その時代の語偵とstIeSS
pattern紅従えばHeincame…／Hea16tter wrOte．であった。その後紅 The
heavily stressed word was withheld for a moment to create the feel・
ing of suspense and thus render the wordmoI ePrOminent． という傾向が

（2）iarout＝（Slang）ektreme，radital；turnOn＝（slang）induceaperson tostart
taking narcotic drugs（Random House Dictionary）．この新た紅出版された机上辞
典はr≠雛β，Ⅳβ紗5紺ββ烏を読むためには極めて便利である。
（3）George O畑 Curme，Syntax，p」573
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生じHe camein．／He wrote a16tter．の確立となったのである。
Curmeのいう a verylarge′number of old groups は，彼のgroup・WOrd
即ちわれわれの COmpOund のことである。earthquake（＝the quakingof
the earth）のearthはunin董Iected subjective genitive であり，tree−tOp
のtreeは，uninflected possessive genitiveである。StOrm−tOSSed（＝tOSSed
by the storm），a Star−1it heaven（＝heavenlit up by the stars），tOOth−
pick（＝a pick for the teeth）に．おいてthefirst memberほthe forceof
a prepositionalphraseをもつ。Shoe−maker，house−Cleaning，Pleasure二
loving把おいてthe first印emberはob3ect（語傭とstress patternにおい
てfIe a16tter wrote．を反映して1、る）である。

最後に彼は The syntacticalrelations of the different members of the
group（storm−tOSSedなど）ar・e just as clear asin amoderngroup（tossed
by the stormなど），although there are noinflectionalformstoindicate
these relatioI】S．Thefixed word−OIder heIetakestheplaceofinflection：
とい．う。 The modifying member always precedes の原則はgardenflower
と flower garden，またtranslation machine と machine translation 問
の区別を可能ならしめ，それほ．また，Leesも指摘するように，typeWriterp

typewriter repair−typeWriter repair shop−typeWriterIePair shop sup−
pliesの系列を生み出す原動力でもある。複合語が名詞＋名詞である場合，先行
の名詞ほ常にgenitiveである。（もっとも，それを更にsubjective，pOSSeSSive

等紅区別して考えても，Windmill（wind−pOWeredmi11）とflourmill（flour−
produqingmi11）との相違を説明し尽すことほ出来ない〜しかし，これは
Curmeの説明が誤っているというよりは，英語の genitive がわるいのであ

る。近代英語のSyntaX K．従うJohn sportraitにしてもJohnとPOr・traitと
の関係ほ極めて多義あいまいである。）複合語が名詞十Ver・bid である場合，名
詞ほ．ob5ectまたはprepositionalphraseである。即ちこれらの原則は，ある
程度，形態的な基礎をもっているゐであって私は，Cu‡・meの説は誤っていない
と思う。たゞ彼は．この間題の説明に与γ〝才α∬600真のうち3頁をさいた紅過ぎ
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ない。rent−a−Carは別としても，Cutthroat などほ彼の説明の将外であって
CuImeの説は不十分だといわなけれはならない。
複合語紅正面から挑戦したのはRobertBJLeesである。すでに．Bloomfield
が複合語を

（1）syntactic compounds（blackbird，Whitecap白波）
（2）asyntacticcompounds（door−knob）
（3）semidSyntaCtic compounds（turnkey泥棒，tOhousekeep）
（4）

の三種類粧分けていた。Leesはasyntactic compoundsを認めることを拒む。
doorqknobは．knob of a doorから導き出すことが出来るのである。これと
turnthe keyor keysからturnkeyを導いたりtokeephouseからto house
keepを導いたりするのと，その間に．いかはどの差があるのかと詰問する。
white capからWhitecapへ・の途上にもstress patternの変化があるのであ
る。Leesに・与れば，−・切の複合語は Semirsyntactic だということ紅なって
し辛う。
（6）

彼は複合語を次の9types（48subtypes）に分類する。
（1）Subラect−Predicate
girlfriend，fighter plane，madman，redskin
（2）Subject−Middle Ob．ラect
doctor s office，arrOWhead，rattlesnake
（3）Sub．ject・−Verb

talkingmachine，Paylord，pOpulationgrowth，earthquake，

farm production，aSSembly plant
（4）Subject−Object
steamboat，Car・thief，Water SPOt，autOmObile plant
（5）Verb−・Obラect

setscrew（pushbutton），pickpocket，eating apple，Sightsee−
（4）Leonard Bloomfield，Language，p。233
（5）Robert B．Lees，The GYIammar Of English NominalizationS．
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ing，CO声t reduction，book review，Shoemaker，Chimney−
SWeep

（6）Subject．・PrefiositionalObject
gunpowder，gardenparty（1anguagedifficultす），eggplaIlt，
egghead，Cellblock，dewpoint，night owl
（7）Verb−PrepositionalObject
grindstone，WaShingmachine，boilingpoint，reCOVerytime，
Playgolng，Steamdistillation，boat ride，Sleepwalker
（8）Object−PrepositionalObject
bull−ring，Station wagon，WOOd alcohol，blockhouse，dill
pickle、iron age

19）Proper Nouns and Naming
Ferris wheel，Marsha11plan，State Street

Leesは複合名詞のみをとりあげ，そのうちprimary・tertiary（大鵬塾）の
StreSSPatternをもつもののみを複合語とみとめ，SeCOndary・Primary（大砲
型）をもつaPplep：e（Cf．applecake），MadisonÅvenue（Cf．MAdison
Street），St8ne wall；Farmer Br6wnなどを複合語の外に追放するという思
い切った処置をとった。複合語と普通のnominalphrase との轟の境界線は
生物と無生物との間のそれのよう虹極めて微妙なものであるかもしれないの
で，この処置はやむをえないもののよう軋思われる。

Leesに．よると，girlfriendという複合語ほ the friend whois agirlを
意味しThe．fyiendis a girlという underlying sentenceをもっている。
friend，girlという membeI−WOrdsは，そ・の中でSubject−Predicate とい
う文法的機能をもち得るのである。bulトIingほthe ring for them to fight

buflsinの意味，そのunderlyingsentenceはJohnfightsbu肋in therihg
であってObject−Prepositiona10bject型に属する。
さて，Sub−SOiltestsほ．tests which are sub−SOilといいかえ得るとすれ

は（1）madman型である。at・eaSe breweIyほ the brewery that on9Can
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be at easein，そのundeIlying sentenceほJohnis at easein the breu）er．y

であるからPredicate−Prepositiona10b．iectであるが，′これほLeesの分
類外である。奇抜さをねらう商魂の生み出した表現ということに．なるであろ
う。frontier scarcity of womenはSCarCity of women on the frontier即

ちscaICity of women which was on the frontier，その underlying sen・
tenceはScarcit．y（of women）is on the．fl・Ontierであり Subiect−Pre・
positionalObject即ち（6）gardenparty（1anguagedifficulty）塑に属する。
「辺境の女性の稀少．」が「園遊会」型で表現されているのは皮肉でないことも
ないが，型の問題であるから，そこに何の意醍があるわけでもない。1anguage
difficulty型という方がよければそれでも結構である。＄alt−PrOducing（mines）

がVerb−Object即ち（5）sightseeing（tourists）型であるt，とは説明を
しないであろう。far・Out Beatles，turned−On millionsは（1）madman型，
Bloomfieldの syntactic compounds の将内のものである。
（5）sightseeingほ極めて productiveな型である。自動詞の大部分に．ついて
a dog which barks everymorning−T＞adogbarkingevery mor・n−
ing−→a barking dog
が可能であって，これはSyntaXに属する。他動詞の大部分についても
generalswho hate war−＞generals hating war−→W今r

hating

geneIals
ほ可儲である。中には
the dog which bites men−−−サthe dog biting men→the man・
bitingdog−−・−・ヰthe biting dog

と進むものもある。これは，しかし，まだsyntaxの申へほ入れ得ない事項で
ある。というのは，そこ紅は

theboywholikesbooks−＞他eboyliking books→the book−
loving boy（the book−1iking・boyではない）
の場合のような制限事項が多いと思われるからである。
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罰■∽β，July21のRaces という見出しの記事5頁はどの申に400を越える

複合語を見出すこ・七が出来るが，lookout，ice water（water withiceを意
味し，そのunderlying sentenceほ．The water hasice，Sub3ecトーMiddl占
Object（2）rattlesnake型に属する）などを除外し，多かれ少なかれ「臨時の」
という性格をもつ複合語を拾ってみると

the Los Angeles ghetto of Watts（＝the ghetto of Wattsin Los

Angeles）
a trumpet−Playing Negro cab driver
U．S．race riots（＝raCe riotsin U．S．）
brick・PaVed streets
a summer sIlig血t

police−blotteritems（警察の事故帳に眉己入するだけですます軽犯罪）

the red brick Hayes Home housing development（公立黒人居住施
設）

theghett6grapevine（黒人地区の秘密情報伝達網）
the city s debris−1ittered streets

white−OWned（shops）

a Mississlppl−reared Negro
TV stores weIe haYId−hit．

Jones，Who once urged Negroesto handle white、men by smashing
their jellywhiteface， ended up beai−uP himself：ablunt weapon
Splithis＄Calp，andhe requir・ed seven stitches・

Smithhasbeena cabdriverfor the pastfiveyears，payingadaily
fee of＄16．50to use a 相成−α−α蕗．

its wraP−arOund railroadlines（＝SurrOunding，形容詞的）
a tough，nO−nOWenSCItalian−American named．．．（冗談だでほ済まし
てくれない，マジメ人間の）
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a stocky，Clgar・・Chomplng man

Beforelast week he had been ticketed five times・−−−nOt tOO muCh
by cabby siandards−for minor traffic violations・
theghetto sゐadeY・Shi少VaCuumduring the riots（vacuuminleader・
shipと考えられるので（6）garden party（1anguagedifficulty）型で
ある）

riot・blighted streets

cabby standaIdsはstandards for cabbies，即ちThe standardsarefor
cabbiesが考えられるのであるが，Leesの立場でほこれは不十分であり，the

standarqsfor police to use for（appraisingtheabilityof）acabbyの意
味，そ・のunderlying sentence はJohn uses the standards for cabbies，
Object・−PrepositionalObject，（8）station wagon（schoolgrammar）型と
みなすべきであろう。
haId・hitは形容詞的であって−Leesの分類外であるが，構造に問題はない。

Verb−AdveIb（syntactic）の逆転であるから。しかし何故TV storeswere
hit hardでなく TV stores were hard−hitが選ばれたのであろうか。私は
後者の文の方が，情景が定型化され，私の記憶の中紅あるニュ−ス映画など
で見た他の事件の惨状への連想が容易であるように思う甲であるが，これは単
紅私の主観であるかも知れない。
rent−a・・Cab に，ついて −− Lees ほ The modifying member always

precedes （彼の言葉で The firstconstituentisattributive tothesecond，
and not vice versa ）を認めない。turnkey，Cutthroat（人殺し）に・この原則を
適用出来ないからである。しかし私は，これこそthe exception that proves

the rule だと主張したい。Verb−Object（5）setscrew（pushblitton），
pickpocket（cutthroat，turnkey）型は．この原則を無視してい、るが故把理解し

にくいのである。レンタか−を私はrentallibraryなどの連想でrentalcar
と推察していた。Ⅰ・ent−a・CaI・だとわかった時にほむしろ腹だたしかったくら
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いである。rent−a−CabはタグV・P運転手用のL／ンタカーである。冠詞を残し
てあるのは新しい傾向らしいが，これがためますます命令文くさくなってわか
りにくいのであろう。同類に．know：how（＝knowledge of how todo some・
thing；faculty，Or Skillfor particular activity技術情報）がある。
Jones ended up beat−up himselfのbeat，up は辞書に．のっている複合語
である。beat・up＝（informal）dilapidated；in poor condition from use
（RHD）であるから；この文ほJonesendedupsadandsorryhimselfく
いの意味であろう。問題ほいかに．してbeat−upに．sad and sorryの意味があ
り得るかということである。beatの過去分詞古形はbeat であるからこれは
beaten upであるといえばそれまでであるが，私はそうほ思わない。tO beat
upからbeat−upへはto rent a carからrent−a−CaIへの途だと思うので
ある。「くるまを貸す」が「貸されるくるま＿」を生み出すところの方法，即ち

（5）setscrew（pushbutton）の配語法を準用することによって，「ひっぱたく」
から「ひっぱたかれたものの状認．」をしめす形容詞が導き出されたのであろう。
なお

d品ris・litteredstreets（streetslitter占du，iihdebris）
br・ick−paVed streets（streets paved u）ith brick）
riot・・blighted streets（streets blighted b．y the riots）

white−OWned shops（shops owned b．y whites）
a Mississippi−reared Negro（a Negro reared blMississippi）
ほ．Leesの分類外であるが，極めてproductiveな型でありthe fir・st member
はさまざまのprepositionlphrasesに．呼応している。
複合語の大部分が名詞またはこれに．準ずる形容詞であることは，この γ如紺

記事中の複合語のうち，そうでないものが
Smith taiLgatedthe police car・
Watts blew s々y−high．
（6）

のこ例に，過ぎないことからも明かである。しかもto tailgate（＝tOfollow or
（6）Mayor Addonizio，53．a bulky，baldingliberalDemocrat who once quarier・−
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drive hazardously close to the rear of another vehicle）は名詞tailgate

（トラック後板）に・由来するものである。Sky・higbも本来ほ形容詞であろ
う。

複合構文とほ．，従って，すぐれて名詞的な表現であり，近代英語における
nominalexpressionsの発展の−一一環としてのみとらえることの出来るものな
のであるpJespersenほnominalexpressionsの例として次の文を挙げる。

TheDoctor sextremelyquickarrivalanduncommonlycar・efulex・
amination of thepatient brought aboutherveryspeedyrecovery・
（Cf・The Doctorarrivedextremelyquicklyand examinedthe paq
（7）

tientuncomm9nlycar efully；she recoveredvery speedily・）

Jesper sen がここで指摘す寧 nominalexpressions への傾向ほ抽象名詞

（nexus−Substantives），Verbidsの活用（theDoctorarrived→theDoctor，s
aYrival／IthinkIwillgo→Iwant togo，Iamthinkingofgoing）に
よるものであるが，これに以たことは既にSanskIitでも起ったらしく，その
結果

Sanskrit had become the privileged vehicle for the higher

educatiopinIndia・Ithadbecomeuninte11igible tothelower classesof

（8） people andhadceasedtobe usedfor a11purposesoflife：といわれる。
これはあらゆる文明吉夢の宿命かも知れない。
毛利可信氏ほ抽象名詞でなく具体名詞に・よるnomi？alexpressionsを「名

詞構文．」（modifier・pl11S・nuCleusexpressionsと英訳し得るであろうか）と名

く9） 付けて次のような例文（訳文も）をあげていられる。
Then，SCar

ed at herwhitefdce，SCaredateverything，helether

go・−Galsworthy，77b A？blb7ン・ee（彼女の顔色のあおいのにおど

backed for Fordham behind the Seven Blocks．of Gramiteという動詞の例を見落
していたが，これも名詞たるスポ−・ツ用語の転用であ声。tO play the position of
quarterback；tO direct the offense of（a team）の意味。

（7）OttoJespersen，The PhilosobhγOfGrammar，p．137
（8）∫∂〜d小，pい139
伯l毛利可信『英語意味論研究』p．．200
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ろき，すべてに．おどろいて，彼ほ彼女を離した）

Her dirty petticoat quite escaped my notice．M Austen，PYide
α〝dPγ・β．如成玩（彼女のぺタィ・コー†のよごれなぞ，わたしの目にう
つりませんでしたわ）

「彼女のあおい顔に．おどろき」でもよいではないかという反論も予想される
が，そ・れほむしろ日本語に．も「名詞構文」があるということの証明粧なるだけ

のこ：とで，いかなる訳し方をしようと，あおい顔が更に何かの表情をうかべて
いたの紅おどろいたのでなく′，あおい威そのものにおどろいたのであれば，・そ
れは顔があおいので驚いたということになる。her white face ほ that her
face was white という predicationをsuggestするといわなけれぼならな
い。
JespersenほNonewsisgood news（＝Thatthereis nonewsmeanSthat
thereis good news）／Too manycooks spoilthe broth（＝Thattherear−e
too many cooks spoils thebroth）において見事な文法的分析を示している
（10）

が，これをsomecombjnations with quantifiers が格言などの申でしめす
特異現象と考え，．拍nctionに．よるnexus代用の可能性一般（彼に・とって bis
arrivalほ最初からnexusである）を深く考えなかったように・みえる。
HathawayほThe dogbarksを（formal）predicationと，そしてthebarking
of the dog／（Iheard）a dog barkをreduced predicationと呼ぶ。私ほ
junctionたるthe barkingdogも reduced reduced predicationであり，
（11）

これにlatent predicationという名称を与えたいのである。する1とunderly・
（10）Jespersen，OP．cit，．，p126
（川 f山田孝雄柑本文法学概論』節四十方輩は

この月は三．笠の山払出でき

みかさの山に出でし月かも
を比較して，前者を後者の根本形式であるといっている。前者が述体の句，後者が喚体
の旬である。また文が語の代用をしているとみなされるものもないではない。 Ishot

an arrowintotheair・It fe11to earth，Iknew not wherel・ のIkn？W nOtWhere
はto sOme unknown place くらいの意味であろう。A Moveable FeaSiにこんな箇
所がある。
It，s more than Eddie Guest gets， the first girlsaid
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ing sentenceとはreduced predication，latentpredicaticnから見たところ
のそれに対応する（formal）predicationのことだといい得るであろう。
Jespersenは紳1Ctionとnexusとの区別を説くにI急であったため，区別を
説くことが有意味であるために．は其処に共通の基盤が考えられてヽ、なければな

いという明白な道理を忘れてしまったらしい。A dog run畠and bar・ksevery
morning−一斗A barking dog runs eveIy mOrning をみれば barking は
barksの「退化」したものであって：，Paulの anadjunctisaweakenedpredi−
（12）

Cate（eindegradiertes pradikat） （Jespersen自身の訳）はそれはど理解し
に．くい言葉産とは思えないのであるが，彼ほこれを理解しようとしない。彼ほ

F・de Saussureの1angue，ParOleにも頑強に抵抗したのであったが。
閑話休題。複合構文であるnominalexpressionsの例は

PresidentKennedyheldthedooropenTuesdayforSovietaccep−
tance of his proposalto ban nucIcar weapons testingin the at−
mosphere despite theSovietUnion

sMondayexplosionofa nuclear

device，heISeCOnd testin four days。（＝President Kennedyheld

the door open on Tuesday so that the Soviet Union could accept
his proposal that the testing of nuclear weapons in the atmosphere
be banned even though the Soviet Union had exploded a nuclear
しt：ミ1

device on Monday．．．）

It s morIe than who s that otherIpOet getS．You know．，
Ⅹipling， her fIiend said．

「それはエディ・ゲストの稿料より高いわ」と第一・の少女がいった。r−ぁの詩人何とい
ったかな−−がもらうよりまだ上だ。君分ってるだろう。」「キプリングでしょう」と彼
女の友だち，第二の少女がいった−という意味であろうが，Who，sthatother poetは
ある人物を暗示して金etsの主語庭・なるがWh・・queStionの機能を失っでいないので
Kipling という返事をひき出すのである。

（12）JespeISen，OP．ctt．，p．，114
（13）BaxterHathaway，Ob．pii．，p 249．なお次の女もⅩwasYのかたちをとってい
る点nominalexpIeSSionであるが，不自然がめだち悪文である。この種のものはスポ−

ツ記事に．多い。The closest the Phillies came to scozing was when Roberts was
thrown out at homein the third on Ted Kazanski sinfield roller．（＝The Phil
1ies came cIosest to scoring when Roberts．‖．）
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複合構文はnominalexpfeSSionsであるため，所有格 s溝置詞ofなど多
義あいまいなるparticlesを含み，このために．，複合語配語法に．従うために生
ずるあいまい性ほ倍加されることになる。

The most trampled patch of greeneryin America may wellbe
the smallknob above Elm Streetin Dallas，Close to the Texas
SchooIBook DepositorIy．The grassy kno1lowesits notoriety to
COnSbi＞aC．y−Peddling criiibs ofihe Wdrrcn Commiision who contend
that an unidentified sniper on the knollfired onJohn F．Kennedy．
（r如紺，May26）

斜宇部ほthose who criticize theWarrenCommission and clamorously
insist that there had，nOtWithstandingits denial，been a consplraCy tO
killJohn F．Xennedy とパラプレイズし得るが，Critics of the Warren
Comm阜ssionのOfはSPeakerof EnglishのOfであ
Of themの0董 と角許するならばcritics who beIong to the WC．の意味に
なる。事実問題としてそうとる人はないであろうが，そうとる可能性をこの構
造がもっているのである。
以上二つのケネディ蘭係の文章は，にもかかわらず，あいまいどころか甚だ意

味明瞭なものであった。これほわれわれがその背景事情を知っているからであ
る。
複合構文には簡潔というよりほ「てっとりばやい＿j と形容したいようなとこ

ろがある。リズムほけいれん的（桓ky）であり唐突（off−beat）、である。好ま
しいものではないけれども，われわれの住んでいる世界にふさわしい表現法だ
といわざるを得ない。
ⅠⅠ摘出話法（Represented Speech）
Joseph Conrad，HeariofDarknessに、次の箇所がある。

He began to speakas soonas he sawme．Ihad been verylong
on the road．He could not wait．Had to start without me．The
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up−Iiver stations had to be relieved一・There had been so many
delaysalready t】〕at he did not know who was dead and who was
alive，andhow they got on一山andsoon−−andso onl・He paid
no attention to my explanations，and，playingwith a stick of
Sealing−WaX，repeatedseveraltimes that the situation was very
grave，Very graVe・ There were rIumOurS that a veryimportant
Stationwasin jeopaIdy，anditschief，Mr．kurtz，WaSill．Hopedit
WaS nOt true Mr・Kurtz was・・・Ifelt weary andirェitable．、Hang

Kurtz，Ithought．IinterTupted himby sayingIhad heard of Mr・．
Kurtz on the coast

この小説はMa工■lowという船員のアフリカでの体験談やら成っている。私
（Ma工 low）ほアフリカ奥地の川汽船の船長の職を得てコンゴ川らしいものに沿

って−陸路を進む。やっと任地について象牙収集会社の中央出張所に出頭してみ
ると，目標の汽船ほ，出張所長が勝手に動かしているうちに，事故を起して沈没
したという。直ちに出張所長ゐ後を追う。それからが引用文である。問題とな
るのはIhad been以下and soonまで，そしてまたThere were rumoursか

らMr■・KuItZ W旦S．‖・までが他の文でありながらも，出張所長のせりふ（科
白）を代表（represent）していることである。直接話法で古けば
You、WereVerylongontheroad，

hesaid．‖Icouldnot wait．Had

to start without you．The up−river stations had to be relieved．

There had been so many delays already thatIdid notknow who
WaS dead and who was alive，and how they got on．．。

／And he

COntinued， There are rumours that a veryimportant stationis

in．1eOPardy，andits chief，Mr，．Kurtz，isill．Hopeitis n
true．Mr．Kurtzis．．．

となる0此処まできいて私は頃だたしくなり相手の話を中断することになるわ
けである。商接話法，間接話法で伝達されるものはreported speechである。

それに対してこれほrepresented speechである。命名者はJespersenであ
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る。日本語でほ描出話法という名称が，−−・般化している。フランスに．は，これ
ほ仏文学特有の現象であって，ドイツ文学に見られるものはゾラの影響である
という説があるらしいが，いや，repIeSented speechほ英語にもある−− It

is veIy frequentinEngland（wheI・eitis foundlong before Zola stime，
（14）

forinstanceinJane Austen）andin Denmark とJespersenほ主張する。
ドイツ語でほ．体験話法（erlebte rede）であるが，Marlowが出張所長の科白
を体験しているのであろうか。Jespersenはドイツ語でも VOrBeSte11te rede
だと主張する。Curmeほ単に．he said，he thought の省略くらいに．考えて

independeht foIm Ofindirect discourse（独立形間接話法）と呼んでいる。
He saidIdid nothave to．He w（）uldtellmetheplot anddescribe
the characters．（＝He saidIdid not have to and that he would
tellme the plotapd describe the characters．）−Hemingway，A
肋びβα∂ゐ釣αぶ才

のような例でほhe saidの省略と考えるのが説明が簡単になってよい。省略
を考えないとすれば，be saidの影響が終止点で終らないことが英語には多い
のだと考えてもよい。
日本で一・番早くこの現象に．着日したのは細江逸記『英文法汎論』1917であろ
う。7協グP戯ゐぶ坤ゐ．γげGァα∽研α㌢に先立つので間接話法のうちの要注意事項
としてのみ考えられている。

又別段印を附せざるため一寸人にほ気付かれずして其実間接叙法にな
って居る文ほ現今実に多い。前後の関係や動詞の時等によって見分けら
るぺきものである。うつかりすると大なる誤解の基となるから読書の際
にほよく注意すべきである。
と述べて rカβA（ねβ疲〟タβ5βノー5滋βタゐcゐ助血β5から例文をとっている。その
うち一部を引隠すると岬私（Dr．Watson）はある尊属殺人事件の記事をよ
み，被害者（被告の父朝）の頭左後方が鈍器でぐちくだかれているのを知り，

t14）Jespersen，OZ，，Cit．，p．291
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思わず，

．‥Imarked the spot upon my ownhead・Clearly亨uChablow
must have been struck from behind・That was to sompextentin

favour of the accused，aS When seen quarrelling he was face to
face with his father．Still，it did not go for much，for the older
man might have turned his back before the blow fell。．．

（15）

Clearly以下が描出話法に．よる私（DrWatson）の思考内容である

。大体

は間接話法に．似ている。過去時制は「時の一一・致−1によるものである。「そのこと

ほ幾分被告に有利である。口論の現場を見られた際にほ父親と向いあっていた
のだから」という時間関係である。Ⅰ（Dr Watson）thoughtを補うならば，
それがほっきりと規準になるのでIthought that was to some extentin

favour of the accused，aS When seen quarrelling he had been face to
face with his father と過去完了時制が必要に．なると思われる。「時制のごま
かし」（有限をもって−無限の相手をするのであるからごまかしほ必要である。）

がやり易くなるのほ描出話法の一つの長所である。
描出話法という文法用語を必要としない日本語にもー人称小説で作者の思考
が他の文の中へ飛び出すDr．Watson 流のものほ極めて多い。適例は漱石の
『坊っちやん』であろう。
すると狸ほあなたは今日ほ宿直でなかったのですかねえと兵面目くさ
って問いた。無かったですかねえもないもんだ。ニ時間前おれに」司って
今夜ほ始めての宿直ですね。御苦労さま。と礼を云ったじやないか。校
長なんかになるといやに曲りくねった言共を使ふもんだ。おれは腹が立
ったから，え」宿直です。宿直ですから，点から帰って泊ることほ憶か
に泊りますと云ひ捨てゝ燈してあるき出した。
日本語では値接語法，間接話法を論ずるのほ無意味であろう。川寺の一・致」と

いううるさいものはない。すべては洒接話法的であって，引用記号の有無ほ作

個 細江逸記Ir英文法汎論j pn 286
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老の好みに．まかされている。・「宿直ですね。御苦労さま。と礼を去った．」という
番き方の場合「云った」のカが終止点を越えるも越えないもあったものでほ・な
い。摘出話法にあたる部分も，この小説の中でほ指摘するのがおかしいはど，
自然にあらわれている。
−＼人称／J＼説でほない大仏次郎の『大畠の粗紀』の中に描出話法といい得るも

のが見出される。
・‥ノ、リスの言分ほ，仮条約酋に調印して 渡すならば，如何様にも骨折
って迷惑にならぬよう斡旋するよう考えると申しておるが，如何なさる
か？三奉行はじめ，役々が揃って評定しか‥
その時手前も左様に存じ奉りますと大老に同意して．出たのほ，若年寄
の本多越中守ほかりで，その他の人々ほ苦渋の色を見せている。艦隊を
見てから承知したのでほ，仮条約の内容だけでほ．済みますまい。（以下省
略）

「艦隊を見て」以￣F濾「苦渋の色を見せている」時の「他の人々」の思考内

容であるからrepresented speech と見なすことが出来るであろう。
もう・一度A肋〝βα∂ゐ爪ヲα5才紅たち帰って

On the morning we（Hemingway and Scot Fitzgerald）weIe tO

leave from the Gare de LyonIarrivedin plenty of time and
waited outside of the train gates for・Scot．He was bringing the
tickets．Whenit got close to the time for the train toleave and

he had not arrived，lbought an entry ti6ket to the track and
walkedalong the side of the trainlooking for him．
Fitzgeraldは結局すっぽかす。He was bringing the ticketsは」Heming−
wayの思考内容ということになる。だからr．epresented speech の例になら
ないことはない。

描出語法ほ文体論の問題であるともいわれる。以上欝一例（ConI・ad）を除い
て文法の問題でないかも知れない。もう−・度助αγ〜げかαγゑ彫ぶぶから引用す
ることに．しよう。
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One of them，a StOut，eXCitable chap with black moustaches，

informed me with Breat VOlubilityand many digressions，aS SOOn
asItold him whoIwas，that my steamer wa＄at the bottom of
the river．Iwas thunderstruck．What，how，Why？Oh，i七was

allright：The manager himself was there．A11quite correct．
Everybody had behaved splendidly！splendidly！ − Youmust， he
Said jn agitation，

go and see the generalmanager at once・He

is waiting！

私（Mar■low）に汽船畔没の情報を与えてくれた男は，出張所長に・とり入るこ
とをねらっているゴマスリ男である。What，how，Why？ほ私の言尭。以下
がその男の言葉である。ゴマスリ的表現を引用記号ほしめす。「誰も彼もよく
やった。実に．よくやった」という官房主事の新聞発表みたいな文句は，全文引用
記号に包まれる光栄に浴している。しかし直接語法であるのほ，その次の「す
ぐ行け。所長はお待ちかねだ．」という部分のみである。

JespersenがJane Austen以来だという represented speechを現代英語
文の一つの相だというのは，香川県人の特性を「ヤマトダマレイ」というよう
なものかも知れ跨い。だから私ほ，それが非常に普及して来たことを指摘するこ ＼

とにしようと思う。t新英文法辞典 RepresentedSpeechの項に．ほ「Jespersen
の用語。しかし−・般化するまでに至ってない．」と巻かれているがそれは名前に
ついでであって，実体ほ，現在でほ，少年少女用読み物の中にも出て来る。
Edith Hamilton，77mehss7bhs ofGods andHeroesから

Therefore when ChIySeis had been returned to her father，
Agamemnon sent two of his squires to Achilles tent to take his

pIize of honor away from him，the maiden Briseis．Most unwill・

ingly they went and stood before the heroin heavy silence．But
he knowing their errand told themit was not they who were
WrOngipg him・Leithemiakeihe gh，l．fyom hihlWiihout．fbarjbY
紘抑制励郎，ぬ才彪馴・助明カれば2肌翫ゐゐβぶ紺07・β∂β．ル′・βgOゐα乃♂∽♂〝
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班戚㌧4酢抑矧堀船紹彿朋娩7か．γd￠αア・′γ．ル㌢fゐβ′虎ed．（＝ Do t殖e tbe

girlfr・omme Without fear for yourselves，but heaImefirstwhile

Iswear before gods and men that Agamemnon willpay dearly
for the deed． ）
同じく

He（Achilles）felt shame before them，and hetoldthem he saw

his own exceeding follyin allowing theloss of a mere giIlto
make him forget everything else．Butihat紗aSOVeY；heu｝aSYIeady
わゐαd才ゐβ∽αぶ∂￠。仲㌢・e．エ♂f≠ゐβ研ク㌢♂少αγ♂α才♂〝C♂．／わ㌢摘♂あ沼掬．（ニ

But thatis over， he said． Iam ready tolead you Greeks as
before．Do prepare for the battle： ）
英語の命令又は第二人称を主語とする形式をとる。「風よ，吹け」ほしばしば

「汝，風吹くを許せよ」の形式をかりてLetthe wind blowとする。この場
合「汝」ほ純然たる表現形式にかかわることであって，「倣」にあたる老が存

在しなくてもよいことほ創世紀の And God said，Let there belight：and
there wa＄1ight． を見れば明かであろう。天地創造の第⊥・着手をするとき神
のよこに「汝」と呼ばれる助手が居たわけではない。従ってちの「汝，光をあ

らしめよ」ほ単に「光あれ」，ということであるo Letthemtakethegirl／
Let them prepareat once forthebattleほ「彼等よ，少女を連れ行け」「彼
等よ，戦闘準備せよ」の意味であって直接話法の You take thegir工1・

You

prepare at oncefor the battle・ を代表（represent），しているに過ぎない。
こういう言語形式の技巧は少年少女にとってわかり易いものではない。しかる
にこういう言語形式の技巧を駆使しての描出話法が彼らの読物の中に進出して
来るのは描出話法そのものの普及によるとしか考えられない。
直接話法は映画のクローズ・アップ〜こ以て，やゝ安直である。that，thatの間

接話法は野路で卒る。repreSentedspeechとはこのScyllaandCharyPdisやゝ
らの脱出の意味をもつものであって，今後ますます増加するものと考えられる。

