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トーマス ・マンの物語 にみ る語 りの

技法 としての体験話法

深 沢 恒 男

この小論で扱 っている体験話法の問題 は,語 学的な意味では研究 といえるものでない。む

しろ,文 学的にアプローチしていく方法である。 トーマス ・マンの初期から後期への,文 学

作品の流れか ら考察することや,体 験話法の語学的側面からのみ文学作品を見るのでな く,

文学作品の立場からも体験話法を考察することに力点を置いている。そ うした観点で,語 り

の側面か ら体験話法を考 えた り,語 り手 と作中人物の二重の視点から作品構造を見た り,3

人称小説 と1人 称小説の立場か ら語 り手の問題に触れた りしている。そ うはいっても,体 験

話法の人称 と時称から出発 し,物 語構造の人称 と時称 の理論を完成 している研究家 もいるの

で,そ の辺の問題点 も考 えてみたい。後半では,物 語 の過去形 と体験話法の過去形 との関連

や,1人 称小説における〈語っている私〉 と,〈体験 してい る私〉の二重の視点が,3人 称

小説における語 り手 と作中人物 の,二 重の存在に対応 していることにも触れてみたい。

1

『魔の山』(1924)は ,1人 の青年・・ンス ・カス トルプを主人公 とした3人 称小説であ り,

すでに起 こった出来事を語 る物語形式をとっていることに,そ の特徴があった。むろん,物

語形式では,語 り手の存在が問題 となるが,こ の作品では,一 応,主 人公ハ ンス ・カス トル

プの視点から,全 ての出来事が描かれる形式になっていて,語 り手は巧みに主人公の背後に

隠れている。 しかし,良 く作品を吟味すると,隠 れているはずの語 り手が到るところに顔 を

出し,作 中人物の発話に似せて発言 した り,人 物を超えて発言 した りしている。更に,作 品

の中頃か らは,各 章の初めの部分で,語 り手が勝手に時間論 などのコメン トを行 っている。

このよ うに,語 り手 と登場人物の二重の存在が,作 品のところどころで浮かび上が るとき,

体験話法の使用 される機会が生 じる,と いえよう。簡単にいえぽ,体 験話法は語 り手が主人

公に代わって,そ の思考や知覚 した ことを表現 した り,そ の発話を再び発言 した りす る形式

である。従って,体 験話法は,3人 称形式 と,現 在を表わす場合に過去形を用いるのが特徴

である。作中人物 と語 り手 の二重の存在が,す でに生 じた,過 去の出来事の時間 と,今,こ

こで語っている現在の時間の,二 重の時間を生 じさせ る,あ の物語の過去形の問題 との一致

点を暗示する。 この点に関し,体 験話法の構造 と物語の構造 は共通点がある。

ヴェルナー ・ホ フマイスターは,『魔の山』では,体 験話法の,思 考や知覚な ど想念 の再

現の,主 観的要素が退 き,そ れに代わって,叙 事的な報告機能の,客 観的要素が増えている

ことを指摘 している1)。とすれば,報 告的機能の客観的要素 の増加 とは,体 験話法が語 り手

と作中人物のバランスの上に成立 しているとはいえ,そ の一方の,語 り手の役割の比重が増

えていることを意味 しないだろ うか。初期 の作品群の,特 に 『ブッデンブローク家の人々』

(1901)で の,諸 人物の内面の心の葛藤に共鳴した り,感 情移入 した りす る,心 理的,主 観
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的な使われ方2）と違って，体験話法は，『魔の山』では，たとえ，語り手のイローニッシュな

視点や，パロディスティッシュな要素が加わったとしても，叙事的な報告機能の，客観的要

素が優っている。そのことは，語り手の比重が増えたことと同時に，語り手の「語り」の比

重が増えたことも意味している。

　そこの低地のどこかの健康な小娘に，世間的に平和で有望な方法で，いわゆる「心」

をプレゼントし，世間的に有望で常識的な，結局は満ち足りた感情に自分をゆだねてい

る，どこかの若者なら，そんな愛1青一一杯の歌に満足し，気に入ることだろう。ハンス・

カストルプとシ・一シャ夫人との関係には，　　「関係」という言葉は，彼の責任に帰

するのであって，我々はそれに対する責任を拒否する。一そのような詩は絶対似つか

：わしくない。

　この例文は，『魔の山』の第4章，「食卓での会話」から選んだものである。ここでの体験

話法では，内側から，作中人物の心と波長を合わせて描くというより，むしろ，外側の，語

り手の比重が強く，主人公を皮肉たっぷりとやゆしたり，もじったりしている。更に，語り

手は，複数1人称の形3）で，現在形の挿入文を使って，途中に割り込み，コメントまでして

いる。

　語り手と作中人物の二重の視点の問題は，同時に，語り手の語りにみられる，イローニッ

シュな調子や，作中人物を，ナフタとゼテムブリー二のように，極端に対立させる構成など

にも現われている。また，作中人物の人物描写とか，会話などにも，二重の視点の特徴が見

い出せる。「～か～か」とか，「一方では～，他方では～」とかの相反する要素を相互に関連

づけて，発展させてゆく手法4）である。対立するナフタとゼテムブリー二の対話にしても，

一一・A栫Cその中間にいる主人公ハンス・カストルプの視点から両者を交互に眺める形をとりな

がら，実際には，語り手が巧みに両者の会話を操って，ある意味で，語り手の語りの中に組

み込んでしまっている，といえよう。

　このように，『魔の山』では，体験話法の成立のために必要な語り手と作中人物の，二重

の視点の原理が，文体技法から，物語構成に至るまで，広く認められるのである。

II

　物語形式の小説では，『魔の山』のように，語り手が作中人物の陰に隠れている形をとり

ながらも，しばしぼ姿を現わしてしまうものから，語り手がはっきり作中人物として登場す

る，『ファウストゥス博士』（1947）のようなものまで，色々な語りの形式がみられる6いず

れの場合にぜよ，語り手の語りが作品の前面に出て，語り手による作品の支配が強くなれぽ

なる程，体験話法の使おれ方は，反対に少なくなる。しかし，ここで注意したいのは，それ

では，語りと体験話法は相入れない存在なのか，の問いである。一面では，そういうことも

あるかもしれない。フラソッ・カー・シュタンツェルの『物語の構造5）』では，局外の語り

手による物語状況から作中人物に反映する物語状況への移行のさいに，体験話法が生まれる

契機を旧い出している。つまり，移行形態のさい体験話法は生じる，という説である。

　ここでの，作中人物に反映する物語とは，語り手が姿を消し，人物の内面に入り，内面か
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ら描くことによって作られた物語を意味する。世界を語るのでなく，世界は自ら示されるの

である。従って，理論上は，このような，〈示される〉，作中人物に反映する物語状況では，

体験話法は成立しない。逆に，完全な局外の語り手による物語状況でも，体験話法は成立し

えないので，結局，両極端の場合には，存在しないことになる。

　従って，局外の語り手による物語状況でもなく，作中人物に反映する物語状況でもない，

両者の中間領域で体験話法は成立することになる。むろん，トーマス・マンの場合では，初

期の作品群，特に，作中人物に反映する物語状況の『ブッデンブローク家の人々』から，語

り手の語りがみられる『魔の山』への移行は，シュタンツェルの理論からすると，反対の方

向とな：る。しかし，シュタンッェルの理論を拡大して，その中間領域で体験話法が成立する

ことで，理論上対応できるのではないだろうか。

　ここでの中国領域は，結局のところ，語り手の視点と作中人物の視点の，両方が存在する

ところである。この二重の視点の存在が，体験話法の成立の源となっているし，イローニッ

シュな語りを生み出す基ともなっている。そしてイローニッシュな二重の視点が，体験話法

を語りの技法として用いさせることにもつながっていく。作中人物に反映する物語状況の

「ブッデンブローク家の人々』で，内的な，想念の再現や，発話の再現としての体験話法が

多彩に使用され，語り手のイローニッシュな視点をも加味するところに，その特徴があった

が，その事実は，体験話法の主観的要素の中にも，すでに語りの芽が含まれていたことを示

している。従って，こうしたことからも，語りと体験話法が相入れないものではないことが

分かるのである。

夏亙亘

　物語の過去形は，理論的には，語り手の，今とここで語っている現在の時間に対し，作中

人物の，すでに生じた出来事の過去の時間の，二重の時間の上に成立している。特に，『フ

ァウストゥス博士』のように，語り手が作中人物化するなり，作中人物化していなくても，

3人称語り手の存在が分かるような場合には，現在の時間と過去の時間のコントラストがは

っきりする。しかし，『魔の山』のように，一見，語り手が主人公ハンス・カストルプの発

言のように見せている場合には，過去形の存在が分かりずらくなる。更に，語り手が，多彩

な登場人物の背後に隠れ，作中人物の声を借りて発言する，心理的な体験話法を使用してい

る『ブッデンブローク家の人々』になると，過去の出来事といったことが忘れられ，今，眼

前で起こりつつあるような印象を与えることに成功している。

　ところで，語り手の，今とここから，すでに生じた，作中人物の出来事の時間は過去形と

なる，物語の過去形の問題から，体験話法の過去形の問題を考えてみると，そのことは，作

中人物の視点からの時称と人称が，語り手の視点からの時称と人称に，つまり，過去形と3

人称に換えられることを意味する。この考え方は，語り手と作中人物のうち，語り手に基点

を置いている。しかし，ケーテ・ハンブルガーの考え方6）は，この逆であるといえよう。フ

ィクションの3人称小説にあっては，語り手による現実的な「私一一原点」が，作中人物の虚

構的な「私一原点」に置き換えられるので，過去形は過去の実質的な機能を失なう，として

いるが，この説は，語り手が自分を消去する程，著しく作中人物に歩み寄ることを意味して

いる。ここでの，語り手の語りの比重は弱い。なにしろ，3人称小説での語り手の存在を否
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定し，それに代わる非人称の物語機能を置いているくらいだから。従って，作中人物に歩み

寄らない，1人称語り手小説では，逆に，体験話法の存在は認められないし，作中人物に置

き換えられないため，フィクションとしても認められないことになる。

　ポール・リクールによれぽ，体験話法は，独白を語ることであり，「物語られる独白」で

定義づけられる7）。作中人物が独白を直接に話すのでなく，間接的に語り手によって，3人

称，過去形に代えて語られるのである。この点からしても，体験話法では，語り手による語

りの側面を無視できないのではないだろうか。

N

　これまで述べてきたように，体験話法の成立には，語り手と作中人物の，両方の視点が必

要であったが，1人称小説では，語り手と作中人物が，しばしぼ，同一人物であるため，体

験話法の使用はあまりみられなかった。ホフマイスターは，この点から，1人称小説では，

語り手と作中人物との間に区別が生じていない，との理由で，1人称小説には体験話法は用

いられない，と考えた8）。ところが，ドリヅト・コーンは，カフカの小説から，1人称小説

でも体験話法が成立することを証明した9＞。1人置く私〉語り手であっても，今ここで物語

っている私と，すでに生じた過去の出来事を体験した私の，時間的に隔てられた両方の存在

が考えられるからである。同一人物であっても，時間の尺度で，その間に区別が生じるから

である。しかしながら，この場合，〈語っている私〉でなく，〈体験している私〉に比重が置

かれなくてはならない。なぜなら，〈語っている私〉は語り手に相当し，〈体験している私〉

は作中人物に相当するので，〈語っている私〉の，語り手の語りがあまりにも強くなると，

〈体験している私〉の，作中人物の影が薄くなってしまい，体験話法が成立しなくなるから

である。〈体験している私〉への，読者の感情移入が，体験話法の過去形を，いや，一般的

な物語の過去形を忘れさせ，現前で起こりつつあるような感じを与えるからである。そのこ

とから，自伝的1人称小説での体験話法の使用の少なさが理解できる。どうしても，〈語っ

ている私〉が前面に出てきて，〈体験している私〉の影が薄くなってしまうからである。

　また，ギュンター・シュタインベルクは，1人称小説の，〈語っている私〉が，〈体験して

いる私〉の想念を再現している体験話法では，1人称から3人称への人称代名詞の変更は生

じない，と主張している10）が，このことも，結局は，〈語っている私〉とく体験している

私〉が同一人物であるからである。

　ところで，ホフマイスターによれぽ，トーマス・マンの二三の流れは，想念の再現として

の，内的で主観的な体験話法の使用された，初期作品群，特に『ブッデンブローク家の

人々』から，叙事的報告や描写の，客観的要素の強い体験話法が使われた『魔の山』を経て，

後期作品群の，体験話法の使用されない『ファウストゥス博士』のような，1人称語り手の，

古い叙事的物語への移行で示される11）。この移り変わりは，3人称小説から1人称小説への

進展で表わされる。彼の説は，体験話法の3人称と，3人称小説の3人称をそのまま結びつ

けていることに特徴がある12）。また，ハソブルガーの場合13）は，語り手が作中人物と一一体に

なる体験話法の機能から，文学理論を展開していることにポイントがあった。両者とも，体

験話法の人称（3人称）と時称（過去形）から出発し，トーマス・マンの作品の流れや，文

学理論を展開していることに共通点がある。
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　従って，その点に，両者とも問題が生じている。特に，体験話法の指示機能である3人称

を重視しすぎたため，1人称小説には体験話法が存在しないとしたことや，その誤った前提

から出発したため，文学理論の組み立てに問題が生じてしまったことなどである。

　しかしながら，1人称小説に体験話法が成立しないとしたことに関し，両者の事情は若干

異なっている。ホフマイスターの場合，語り手の役割に重点を置き，1人称小説では固定さ

れた語りの視点しか取りえないとしている14）が，ハソブルガーの場合は，その逆で，作中人

物の役割に重点を置き，フィクションの3人称小説では，作中人物の「私一原点」に置き換

えられるとし，語り手の役割を消しにかかっている。従って，作中人物に置き換えられない，

1人称語り手は，そのまま取り残され，実在することになる15）。

　トーマス・マンの，1人称語り手の叙事的物語では，確かに，体験話法は存在していない。

だが，それは，両者の体験話法の研究から発展した文学理論が，正しいことを必ずしも意味

していない。

　語り手の役割を考えても，語り手の挿入があって叙事的な隔たりが生じ，そこから，出来

事が過去のものとなること16）や，体験話法自体にも，もともと語りの側面があることや，あ

の中間領域が，語り手の視点と作中人物の視点の，二重の視点の存在のための必要な場所で

あることや，体験話法を始めとして作品が，作中人物への読者の感情移入によって成立する

ことなど，さまざまな文学作品の構造からも，考察すべきであった。そのためにも，体験話

法の文法的構造から，物語理論を組み立てるだけでなく，逆の方向からも，物語構造や作品

の流れからも，文学的な視野のもとで，体験話法を再考することも必要ではないだろうか。
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Summary

Erlebte Rede als  Erzählkunst in den 

    Romanen Thomas Manns

Tsuneo  FUKASAWA

   In der Abhandlung handelt es sich urn die Probleme der erlebten Rede, die man von der nicht 

grammatischen, sondern literarischen Seite gesehen hat. Die notwendigen Bedingungen  ftir die 

Bildung der erlebten Rede sind die beiden Prespektiven vom  Erzahler  und von der Person  und 

die  Einfiihlung des Lesers in die Person. 

   Wie kann man von der Perspektive des  Erzahlers die Handlungen der Person  ausdriicken? 

Daraus entstehen das  Prateritum  und die dritte Person in der Er-Erzahlung. 

   Stimmt die erlebte Rede in der Er-Erzahlung mit der in der Ich-Erzahlung  iiberein? In ihren 

 Aufsatzen leugnen Werner  Hoffmeister  und Kate Hamburger die  Entstehung der erlebten Rede 

in der Ich-Erzahlung, denn  schlieBlich sind der Erzahler  und die Person dieselbe Person. 

   Entsteht die erlebte Rede in der  Ich-Erzahlung aber wirklich nicht? Davon behaupten  Canter 

Steinberg  und Dorrit Cohn, daB man zum ersten das dem Erzahler entsprechende, erzahlende Ich 

vom der Person  entsprechenden,  erlebenden Ich in der Ich-Erzahlung unterscheiden  mfisse  und 

dann erwas daraus die Entstehung der erlebten Rede finden  konne.


