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1. はじめに
文体というものを組織だてて考えてゆくことは、非常に難解な面があっ
たり、また現代英語を学ぶ者にとっても、文体とかレトリックのすべての
法則や定義等を学習することは、必ずしも必要ではないかもしれない。し
かし、我々が普段から直接目にふれる英語の文章表現や味わいというもの
は、伝統的で慣習的な文体の技巧から誕生して、そして熟し、徐々にでは
あるが使いならされたものである場合が決して少なくない。従って、我々
が、たとえ雑然とした知識であっても、文体というものの片鱗にふれてゆ
くことは、決して無意味なことではない。そのことは我々の英語に対する
興味とか関心を我々の中に抱かしてくれるからである。エリザベス朝（シ
ェイクスピアの時代を含めて）の英国の作家たちが、新しい表現の手段と
効果を求めて、学習し、応用した文体の多くの技巧は、現在も依然として
現代の英語の中に生きているのを知ることは非常に興味深いことである。
今回はシェイクスピアの代表的な悲劇であるばかりでなく、世界文学の
古典中の古典であるともいわれている『リア王』に的を絞ってそこにでて
いる様々な文体やレトリックを考えてみたい。

2. 前辞反復（anadiplosis）
ある単位や文の最後の箇所を、次の単位や文の冒頭で反復することをい
う。
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CORNWALL

Fetch forth the stocks!

As I have life and honour, there shall he sit till noon.
REGAN Till noon! till night, my lord; and all night too. (2.2.13-135)
コーンウォール

足枷をもて ! おれの命と名誉にかけて、

こいつを正午まで足枷にかけておいてやる。
リーガン

正午まで ! 夜までになさい、いえ、夜通しに。

上記では “till noon” が前辞反復と使用されているのにすぐ気がつくであ
ろう。このようにこの用法は詩の行をつなぎ、考えの進行を強化するのに、
特に好まれる手法である。

3. 虚辞（expletive）
この用法は単に文法上の形式語して、また修辞的に韻律の理由のために
用いられて、ほとんど、または全くといってよいほど無意味の語句のこと
をいうのである。
GONERIL I have been worth the whistling
ALBANY O Goneril, You are not worth the dusk which the rude wind
Blows in your face.(4. 2. 29-30)
ゴネリル
オールバニ

私はもう口笛の挨拶をしていただく値打ちもないようね。
おお、ゴネリル、おまえは烈風がその顔に吹きつける

塵ほどの値打ちもない女だ。

この文の中の “I have worth the whistling” は「すなわち多少気にかけても
ら っ た。」 と 言 う 意 味 で あ っ て、“It is a poor dog that is not worth the

whistling” という格言からきたものである。このような言い方は、もとも
と、強調的な意味をもって使用されたものが、だんだん使いならされるう
ちにつれて、強調の性質をなくしたと考えられるようになった。そして同
様なことが比較の最上級を強めたり、さらにいえることはある文の説明と
して加えられた区や節の場合にも当てはまるものと思われる。
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4. 回帰反復（epanodos）
ある語や句や節等が、間に他の語または句や節などをはさんで繰りかえ
される技巧のことである。
O, let me not be mad, not mad, sweet heaven !
I would not be mad. Keep me in temper, I would not be mad. (1.5. 44-5)
（ああ、天よ , 気ちがいにはしてくれるな、気ちがいには !
正気を失わせてくれるな、気ちがいにはなりたくない）

上記では mad の回帰反復と間に中断する語が入らない技巧（畳語法）の
用法を次に示すことにする。

5. 畳語法（epizeuxis）
この用法は間に他の語を挟まないで、間投詞として同じ語や句や節を反
復する用法。
(1) Howl, howl, howl, howl! O, you are men of stones!
Had your tongues and eyes, I’d use them so
That heaven’s vault should crack: she’s gone for ever.
I know when one is dead and when one lives;
She’s dead as earth. Lend me a looking-glass;
If that her breath will mist or stain the stone,
Why then she lives. (5.3. 255-260)
（泣け、泣け、泣かぬか ! ああ、きさまらは石か ?
わしにきさまらの舌や目があれば、それでもって
大空を打ち砕いてくれるのに。この娘は永久に
逝ってしまった ! わしにもわかるぞ、死んだか
生きておるかは。この娘は死んだ、土くれのように。
鏡を貸せ、息でその表が曇るか汚れるかすれば、
まだ生きておるのだが。

102

リア王の文体

(2) And my poor fool is hanged. No, no, no, life!
Why should a dog, a horse, a rat have life
And thou no breath at all? Thou `lt come no more,
Never, never, never, never, never!
Pray you, undo this button. Thank you, sir.
Do you see this ? Look on her, look, her lips,
Look there, look there! (5.3. 304-309)
（わしのかわいいやつが、阿呆め、絞め殺されたぞ ! もう、もう、だめだ !
犬も、馬も、ネズミも、いのちをもっておるのに、
おまえは息を止めたのか ? もうもどってこないのか、
二度と、二度と、二度と、二度と、二度と !
頼む、このボタンをはずしてくれ。ありがとう。
これが見えるか ? 見ろ、この顔を、この唇を、
見ろ、これを見ろ !）

この箇所（第五幕三場）はオールバニ公爵がグロスターの私生児である
エドマンドの僭越な態度を戒めると、リアの娘のリーガンが彼を夫として
最高権力を委ねると言い出し、姉妹の論争となる。そこでオールバニは、
エドガーから預かった手紙に基きエドマンドを叛逆の罪で告発する。そこ
に現れたエドガーがエドマンドを打倒後に正体を現わし、そこでエドガー
はこれまでの経緯と父のグロスターの死、そしてケント伯爵が現れたこと
などについて語る。そしてリアの長女と次女も亡くなる。そこに伯爵のケ
ントが現れ、エドマンドがリアとその娘で三女のコーディーリアの処刑を
命令したことを白状する。命令を撤回しようとするが時遅く、すでに殺さ
れたコーディーリアを抱いてリアが現れる。リアはケント見るが意識朦朧
として事情がよくわからないまま亡くなる。オールバニはケントとエドガー
に国政を担うことを要請するが、ケントはこれを拒否する。
以上がこの技巧の理解するのに、この箇所だけを紹介したのだが、これ
によって、自然主義的な技巧して、シェイクスピアの作品で、気持ちや感
情の強い高まりを示唆するのに、非常に効果的にしようされているのであ
る。ここで使用されている語を少し考えてみたい。(1) では “the promis’d

end” とは「世の中の終わり」のことである。“image of that horror” は世の終
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わりの時の恐ろしさの幻想」のことである。(2) では “my poor fool” 愛情を
こめてコーディーリアをこのように呼んでいる。リアの頭のなかでは道化
と混同されているのかもしれない。また、それがシェイクスピアの意図か
もしれない。“Look on her” は畢竟コーディーリアは生存しているのだとリ
アは思いこんでいるようである。実際にコーディーリアの死顔に永遠の生
命のヴィジョンを見ているとも考えられる。いづれにせよグロスターと菜
じように、リアも悲しみに加えて突然の歓びに襲われたかのごとく死んで
いくのである。

6. 換喩（metonymy）
この用語は「名詞変更」を意味するギリシャ語に由来し、ある事物を現
わすときに、その性質やそれに密接な関係のあるものを使用して表現する
技巧のことである。
Know that we have divided
In three our kingdom; and `tis our fast intent
To shake all cares and business from our age,
Conferring them on younger strengths, while we
Unburdened crawl toward death. (1.1. 36-40)
（いいか、わしは王国を三つにわけた。
わしの動かぬ決意は、この老いの身から
いっさいのわずらわしい努めを振り払い、
それを若い力にゆだね、身軽になって
余生を送ることだ。）

ここでの換喩は “younger strengths” であって、リア王が領土をゆずろう
とする三人娘たちのことをさしているのである。記号論的な言い方すれば、
この換喩は、指標的記号である。すなわち、代わりに用いる語とその指示
対象との間には、直接的あるいは論理的に隣接した関係がある。
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7. 反語、皮肉（irony）
これは言葉の意味を裏腹に使用し、表面は賞揚・是認などの意味にとれ
ても裏面には反対の意味を含ませる技巧のことである。
(1) Our son of Cornwall,
And you, our no less loving son of Albany,
We have this hour a constant will to publish
Our daughters’several dowers, that future strife
May be presented now. (1.1. 40-44)
（わが婿コーンウォール、
それに劣らず愛してきたわが婿オールバニ、
いまここでわしは娘たちに遺す財産を定め、
公に発表したい、それによって将来の争いを
いまとりのぞくことができよう。）

(2) This is a brave night to cool a courrezan. I’ll
speak a prophecy ere I go. (2.2. 79-80)
（すばらしい晩だぜ、淫売女の熱をさますには。
引っこむ前に、一つ予言でもやらかすか。）

(3) Sir, there she stand:
If aught within that little seeming substance,
Or all of it, with our displeasure pieced,
And nothing more, may fitly like your grace,
She’s there, and she is yours. (1.1. 97-200)
（それ、そこにおる、
そのもっともらしい顔つきの小娘のどこかが、
いや、そのすべてにわしの不興まで添え、ほかに
なに一つ持参するものがなくともお気に召すなら、
それ、ご自由にされていい。）

上記の特に (1) の後半の文のリア王の意図と結果との反語の使い方に注意
する必要がある。(2) の文では “brave” という語に皮肉ぽいものを感じてい
る。(3) では “little seeming aubstance” というこの句には娘のコーディーリ
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アが体が小さいことと、もはや財産を持たぬことの両方の意味をもってい
る。しかし、この句にはアイロニー存在している。つまり、シェイクスピ
アにおいて、この両方の語はいつも対立的な語として使用される。リアの
目にはコーディーリアは小さいものとして映るのであるが、実はフランス
王が看破するように偉大なのである。その他この作品にはこの箇所にてい
るような皮肉的な使用法はまだ存在するのであるが、ここでは割愛させて
いただきます。

8. 緩叙法（litotes）
この用法は「小さい」とか「貧弱な」を意味するギリシャ語に由来し、
日常の話し言葉に普通にみられる、控え目表現によって効果を出そうとす
る技巧のことである。
GLOUCESTER Let him fly far:
Not in this land shall he remain uncaught,
And found- dispatch!（2.1.58-59）
グロスター

逃げられるものなら

逃げるがいい、この国にいるかぎり捕らえてみせる、
捕らえたらー地獄行きだ。

上記において表現の効果を強めるために用いられるものである。またこ
の表現ではある場合には肯定的に、あるいは否定的に、またある場合には
直接的に、あるいは間接的に、その印象を強めてゆくことを意図するもの
で、古い英語から非常に多く用いられてきたもので、現代英語においても、
その特徴を大いに生かしている技巧である。

9. 声喩（onomatopoeia）
描写するとき、その音や、状態や動作等を音声で表したり、それを暗示
したりする語句を用いる手法のことである。
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Blow winds and crack your cheeks! Rage, blow!
You cataracts and hurricanes, spout
Till you have drenched our steeples, drowned the cocks!
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak –cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o’the world,
Crack nature’s moulds, all germens spill at once
That make ingrateful man! (3.2.1-9)
（風よ、吹け、きさまの頬を拭き破るまで吹きまくれ !
雨よ、降れ、滝となり、竜巻となり、そびえ立つ
塔も、風見の鶏も、溺らせるまで降りかかれ !
稲妻よ、一瞬にして雷神の心を伝える硫黄の火よ、
柏の大木をまっぷたつに突ん裂く雷のさきぶれよ、
わしの白髪を焼きこがせ ! そして天地を揺るがす
雷よ、丸い地球がたいらになるまで打ちのめせ !
いのちを生み出す自然の胎児をたたきつぶし、
恩知らずな人間を作り出す種を打ち砕け !）

上記の声喩は直接に音の描写がなくても、そのような音声、動作、状況
を表現または暗示している中で、リア王が暴風雨の中で、狂い叫ぶ処にも
この声喩の技巧を非常にそして巧みにシェイクスピアは用いている。

10. 頭韻（alliteration）
二語以上での最初の子音の反復の技巧のことである。
(1) How, how, Cordelia? Mend your speech a little,
Lest you may mar your fortunes. (1.1. 94-95)
（なんだと、コーディーリア、ことばを改めぬと
新たな財産を失うことになるぞ）

(2) Good my lord,
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You have begot me, bred me, loved me. (1.1. 96)
（お父様は
私を生み、育て、愛してくださいました。）

上記 (1) では “Mend ” と “mar” の “m” 音の対象をこの用法によって、際立
たせている。(2) では “begot me, bred me” の中の “b” 音を響かせてこの箇所
を盛り上げている。

11. 矛盾語法（oxymoron）
互いに正反対または相容れない意味をもつ二つの語句の結合・対照で、
一見矛盾した観念を与えるが、真理を含む表現をいう。本来は警句的なも
のを言った。
Not all the dukes of waterish Burgundy
Can buy this unprized, precious maid of me.(1.1. 261-262)
（このうえは水郷バーガンディの公爵がいくらぐずろうと、
いったん見捨てたこの高価な宝石を私がゆずろうか。）

上記では “unprized, precious” がここではこのように矛盾語法が使用され
て、やはり適切な使用である。

12. 二詞一意、重言法（hendiadys）
二つの語が形式上は対等であるが、意味上では主従の関係にあって、and
などによって、繋がれているもの。
GLOUCESTER [Reads.] This policy, and reverence of age, makes the world bitter
to the best of our time, keeps our fortunes from us till our oldness cannot relish
them. (1.2. 47-49)
（グロスター（読む）
「老人をうやまうという因襲があるために、人生の花盛り
にあるわれわれ若者にとってこの世はせちがらいものになっている、せっかく
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の財産も手にすることができず、譲り受けたときはすでに年老いてそれを楽し
むことができないのだ……………。）

上記では policy, and reverence が二詞一意の用法である。

13. 頓絶法（aposiopesis）
歓喜、軽蔑等の感情こもった表現において、話者が適切な言葉を見出せ
ない場合、または、前後の事情から自分の言おうとすることが、聴者にわ
かっているとき、文を完全に言い終えずに尻切れの形で投げ出してしまう
技巧。
No, you unnatural hags,
I will have such revenges on your both
That all the world shall- I will do such thingsWhat they are yet I know not, but they shall be
The terrors of the earth! ( 2. 4. 275-279 )
（いいか、人でなし、
きさまら二人に必ず復讐するぞ、世界じゅうがー
きっとやるともーなにをやるかまだわからぬがー
必ず、世界じゅうが恐怖におののくようなことを
やって見せるからな。）

上記で文が中断され、続けて何を言おうとしたのかは想像に委ねられて
いる “all the world shall” が頓絶法である。

14. 二重否定（double negative）
この用法は古期や中期の英語では、否定の否定は肯定になるという論理
的思考よりも、否定の観念を伝えるには否定語を重ねるという心理のほう
が強く働いてた。シェイクスピアの時代もそのようであって、十八世紀の
初めまでは、これが英文法に反する言い方であるとは思われていなかった。
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現在でも俗語や方言では盛んに使用されているようであり、特にアメリカ
英語においてはよく使用されているようである。
(1) GLOUCESTER He cannot be such a monster.
EDMUND Nor is not, sure. (1.2. 94-95)
グロスター

あいつがそんな恐ろしい人でなしでありえようかー

エドマンド

ありえませんし、事実そうではありません。

(2) For I am mainly ignorant
What place this is and all the skill I have
Remembers not these garments; nor I know not
Where I did lodge last night. (4.7. 65-68)
（だいたいここがどこなのか、
それさえわからぬ。いくら思い出そうとしても
この服にも覚えがない。ゆうべ泊まった場所も
わからないのだ。）

(1) の “Nor is not” はシェイクスピアがよく使用する二重否定の典型的な
例である。(2) の “nor I know not” も同様にシェイクスピアが使用する二重
否定の例である。やはりこの箇所にふさわしいことがよく理解できる。

15. 二重比較級（double comparative）
この用法も二重否定とほとんど同じ動機によって起こる反文法的語法で
あるので、口語では盛んに用いられ、十八世紀になって、野卑、無知とい
う非難を受けるようになって、はじめて衰え出したのであった。しかし、
方言卑語等は現在でも用いられることは二重否定と同様である。
(1) therefore beseech you
T’avert your liking a more worthier way,
Than on a wretch whom nature is ashamed’
Almost t’acknowledge hers. (1.1. 211-213)
（どうか、お心を他に向け、
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実の親がわが子と認めるのを
恥じるような娘は捨てて、もっとりっぱなかたを
捜されるいい。）

(2) These kind of knaves I know, which in this plainness
Harbour more craft and more corrupter ends
Than twenty silly ducking observants
That stretch their duties nicely. (2.2.102-105)
（おれは知っているぞ。こういう悪党は、
正直を売り物にしながら、露骨なことばに陰険狡猾な
意図をかくしている。お役目はだいじにペコペコ追従する
愚かなガチョウどもよりはるかに油断のならないやつだ。）

(3) My sister may receive it much more worse
To have her gentleman abused, assaulted,
For following her affairs. Put in his legs. ( 2.2. 149-151)
（姉はもっと機嫌を損じるでしょうよ、ご自分の用を
はたしていただいじな家臣が、そのためにののしられ、
乱暴されたとお聞きになれば。足枷をはめておやり。）

上記 (1) では more worthier が二重比較級である。(2) では more corrupter が
二重比較級である。(3) では more worse が二重比較級である。我々が思想や
感情・意志等の伝達という言語使用の第一の目的を果たすために言語で表
出する場合、反文法的な表現をしがちである。人間精神の働きの点からこ
のことを考えると、このような反文法的にもとる言い方にも、理由がある。
すなわち心理的にはそのようになる理由が説明する事ができるのである。
その他この作品にはこの箇所に存在するような二重比較級の使用をシェイ
クスピアは好んでいるようである。しかし、筆者はこの用法を割愛させて
いただいた。

16. おわりに
King Lear の中に現れた言葉やレトリックを中心とした文体について考察
してきた。今回も決して満足すべきものではなかったのだが、それなりに
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一生懸命に取り組んだつもりである。
本稿のタイトルは『リア王の文体』ということなので、厳密に言えば、
これまでに説明してきた様々な技巧を使ってシェイクスピアの文章の文体
を具体的にどのように創造したかを解説すべきところであるが、ここでは
レトリックを中心するものしか主として説明することしかできなかった。
しかし、これからシェイクスピアを学び、そしてシェイクスピアの言語や
レトリックに若い学者が興味と関心を抱いてくだされば望外の喜びである。
注
テキストは King Lear、the Arden Shakespeare Complete Works(1988)pp.633-669
より採った。日本語訳は一部を除いてほとんど白水社版の小田島雄志訳を使わせ
ていただいた。
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