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第一部

ヴィクトリア朝文学研究の

ワークステーション開設



l.序

1 995年以来､ウェップ上での英米文学研究の分野において､私は積極的に活動かつ貢献してきたo具体

的には､ Dickens, Gaskell, Gissing, Bronteをはじめとするヴィクトリ7朝作家のサイトを運営･姓持しなが

ら､これらの作家の電子テクストを作成して一般公開してきた｡また､それぞれのサイトでインターネット

に関する最新の技術を駆使しながら､率先して斬新な企画を立て.世界中の研究者､学生･愛好家の要望に

できるだけ応えている.これらのサイトは世界中の大学の英語学科および文学関連サイトで紹介されてお

り,それぞれのアクセス回数が示すように､非常に多くの人に利用されている｡また､これらの専門の作家

たちとは別に､ ‖Amehcan Authors", ･･British a lrish Authors", "1 9th Century British a lrish Authors"I

･･victorbn Web SitesHなどといった,電子リンクの集積からなる数多くのサイトを作成して置いているo

これらはそれぞれ年代順に700人以上を並べた作家のリンク集として､インターネット上ではハブ的な存在

となっている｡

三年半でアクセス回数が46万に達した･･Victorian Web S･rtes‖では,現在260余LJのサイトをリストアッ

プしておLJ､重要なサイトには簡単な紹介文を入れている.このサイトを定期的にアップデ-卜するたび

に､私は多くの鹿秀なヴィクトリ7朝研究者がいる日本のために､ rヴィクトリア朝文学研究のワークステ

ーション｣をインターネット上に構築する必要があると考えていた.ヴィクトリ7軌こ関するメーリングリ

ストとしては. ⅥCTORLAという参加者1
,ZOO名を越えるの電子会議室があって､そこにはE[本人が30人

近くいる｡その半分ほどは面識があるので､私が｢ヴィクトリア朝文学研究のワークステーション｣を立ち
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上げて環境整備を行なうが,それぞれ専門の作家の部門を担当してくれないかと問い合わせてみた｡しかし

ながら､いい返事は得られなかった｡メーリングリストの常であるが､活発に議論lこ参加しているのは萱轟

音の一部であLJ､大部分は議論を拝聴するだけで,なかなか自分から問題提起は行わないようである｡従っ

て､自分が中心になって特定の作家のワークステーションを担当してくれるように頼むことは､少なくとも

現段階では無理な注文であることが分かった｡

払の研究室のコンピュータをWWWサーバに転用して､そこに｢ヴィクトリア朝文学研究のワークステ

ーション｣を開設することは容易であったが､そこにヴィクトリア朝の有名な作家たちの多くを網羅するよ
うな情報を格納することは､私だけでは時間的に不可能であった｡このように思案している時､私が所属す

るディケンズ･フェロウシップ日本支部の1998年度秋の捨金時に､支部のメーリング･リスト､ホームペ

ージ､ワークステーションの開設と維持管理を任せられることになった｡その当時､理系を中心に文部省学
術情報センターのWWWサーバを利用して､各学会がホームページを続々と開設していた｡残念なこと

に､公式のホームページを持っている英米文学関連の学会は非常に少なかったし､今でも学術情報センター

から情報発信している学会(http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/)は､ディケンズの他にはシェイクスピアとヴ

ァージニア･ウルフだけである｡

しかし､学術情報センタ-のWWWサーバを自由に使える許可が出たので､自分の研究室のコンビュ-

タをWWWサーバに転用する当初の計画を変更した｡学術情報センターのWWWサーバ利用には他にも利

点がある｡自分の研究室を情報発信源とすることは操件管理の面ではメリットがあるが､私個人のディレク

トリ名はともかく,ホームページなどのアドレスにはどうしても名古屋大学言寄文化部(lang･nagoya-

u.acjp)というドメイン名が入ってしまう｡これでは学会の中で情報を共有するという意報が薄れ､会長の
協力も特にくく､患わぬところで反発を買う恐れがある｡ワークステーション自体が活発に作動しなくなっ

てしまう可能性があるのだ｡

｢ヴィクトリア朝文学研究のワークステーション｣といっても､結局はそれぞれの作家のホームページと

ワークステーションの集合体である｡それで､ディケンズ･フェロウシツプ日本支部の協力を得て､私自身

が他のヴィクトリア朝作家の学会の見本となるような学会のホームページとワークステーションを学術情報

センターのWWWサーバに開設し､内容面での充実を実際に示すことが､少なくとも当面はrヴィクトリ

ア朝文学研究のワークステーション｣の代替となるし､最終的にはそれ自体の開設の足がかりになるはずだ

と思うにいたった｡その後一年半,日本支部のホームページとワークステーションの充実に心がけて学術情

報を格納してきた成果として､質土ともに日本の英米文学関連の学会をリードするものが開設できたのでは

ないか心密かに患っている｡

以下､ディケンズ･フェロウシツプ日本支部が発信する情報と,ワークステーションで行われていること

を紹介しながら.その成果と問題点を報告する｡

ll.ディケンズ･フェロウシップ日本支部

1998年秋のディケンズ･フェロウシップ日本支部の捨金後､弘は既に一年前から準備していた支部のホ

ームページに様々なサイトを付け加え､それを同年1
2月3日に文部省学術什報センターのWWWサーJiか

らウェップ上に公開した｡アクセス回数は2000年1月未現在で2万を越えた｡これは1995年9月の開設

以来60万回のアクセスがある--The Dickens Page" (http://vw.lang･nagoya-u.ac･jp/-matsuoka/Dickens･

htm])から流れてくる外国からのアクセスを含めたものであるが､アクセス･ログを見ても半分以上は日本

からのアクセスであることが分かる｡日本支部のホームページは外国からのアクセスに対しても十分に対応

すべく､次のような英語版を用意している｡というのも､日本支部のホームページ開設の目的の一つは､日

本における活発なディケンズ研究を世界中の支部(http://www.lang.nagoya-u･ac･jp/-matsuoka/
CD-F S-

Branches.htmI)やディケンジアンの多くに知ってもらうことであったからである｡
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ホームページの内容は(1)新着(2)挨拶(3)総会(4)春季(5)会報(6)入会(7)論文(8)会議

(9)質問(10)名簿(ll)年譜(12)伝言己(13)系図(14)評価(15)作品(16)梗概(17)文献

(18)葡訳(19)出版(20)関連の合計20項目である｡多岐にわたる項目にもかかわらず､それぞれのペ

ージはそれだけで普通のホームページに相当するように.質量ともに充夷させてある｡それはディケンズ･

フェロウシツプ日本支部のホームページが単なる学会紹介のホームぺ-ジではなく､支部会鼻だけでなく外

部のディケンズ研究者や愛好家が情報処理システムに遵法されて､独立してもー定の処理が行なえる｢論

文J r会乱｢質問｣といった項目を含むワークステーションを構築しているからである｡

新着情報

ホームページ開設以来.電子化した支部会長の論文を主として､稔会･春季大会の案内のペ-ジや･ウ

ェップ上に現われたディケンズに関する特に有益なサイトへのリンクを張ることで､日本の国内外にいる
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ディケンズ研究者および愛好家に新着情報を流しているoその頻度は学術情報センターから発信されている

学会のホームページの中では極めて高い｡もっとも､有益なサイトの方は､私個人の■■¶e
DickensPage■■

に多くの新着情報が寄せられるので･そこから峻別して持ってきているoいずれにせよ､このような有益な

サイトはサーチエンジンで探していたのでは､ゴミの中から貴重品を探すようなもので･いくら時間があっ

ても足L)ないので､自動的に情報が集まってくるようにしておかねばならないbその点では,.rllleDickens

page･･はその名声が矧こウェップ上で確立しているので､日本支部のホームページの新着情報に利用するた

めに､払としては"111e Dickens Page"だけに気を配っておくだけでよい｡ Irnle Dickens Page.'に寄せられ

た新しいディケンズのサイトの中でも重要と思われるもの臥この新着情報にリストアップするだけでな

く､日本支部のメ-リングリストに転送しているBアクセスログによれば･日本支部のホームページ自体よ

りも｢新着｣のページの方がアクセスが多いことが分かるが､それはこのページのアップロードの頻度が最

も高いからに他ならない｡

デLケIJズ,フェロウシ･)プEL本支部

新着情報

What's New?

様Jlな},.l野に捌ナるデ･(ケンズに関する情事頂をお待ちしており果す｡

pDFフフィルを凱決別=LL無個己如) A仙e触rob8油虫derが必要でT｡

E]本文初のr会軌も干盛1 1年の芳22号からPDFファイルで託めるようt=[j:りましT=･

pDFコ7イルポW抑〟ブラウザIe･表示されない場合

● (o2J16/00)百億隆雄r D7iyBrT"･jEH=捌ナる確嘉世界の実見(PDF)
● (o2/15ノ00)古慣性iE r;.ィケンズの分岐点-- The Chjme9 J (PDF)

● (o2/08/00: Joe FMge･s tip) TわPDj拙甘Tr･q FIB95I)T7P 〔EdjtOr - A18n

w加.t5)
-

8 neYl m叩Zine in 5jx p8rt5 featuring Dicken5's mature

m8Ste,Pjecc GrTeet坤FCtet加ぎ. ShD酬ng
how cu｢｢帥t events,

current l化er8ture and 50C柑e亡OnOmic factors affected his

st□rgte111ng･ [A]
● (o2/O7/OO)鳩山秀雄ri菅奄がら謎辞引こ斬れて-一甜丘,J胡としての暇

涼館』.あるいはj.タフア-としてめ密室殺人--｣ (PDF)

H8P柑Bjrth鴫!伽h即帽tD由gr8aCh8d t佃188th 8nniy8｢S8｢g Of the

blrth ofこhelrles Dickens.

支部長挨拶

ここには小池滋前支部長に掛､て2000年から新支部長になられた甲南大学の西侯隆雄即)挨拶が写真と

ともに掲載されている｡この項目はEl本支部の海外向けPRとして,次のような英語版が矧こ役立ってい

る｡海外からの反響もよく､支部長のもとへ様々な問合せが果ているそうであるq



Dear Fellow-Dickensians,

l甜¶ greatly rmred to h3 aFTXdnted third president of t旭Dickens

Fe一lowship, Japan Branch･ 1Tte office of presidency is to illuminate tk

wonderful achievements of Dickens, to prmlOte Studies on our author, ard to

unke all Iovers of Dickens, at rm ard abroad, into a fee一ingof fe=owship;

ard ( shalHx eager to perform the duties of that office to the best of叩y

abilities.

1rhanks to nv predecessors, Professor Miyazaki (1 9 70- 1 9 9 0) ad Professor

Kojke (1 99 l
-1 998), dlO Were廿治fcLJrdrq rTCmbers of our branch, our annual

programme is a一ready welトestabJished:廿杷Spring Conference in June,廿℃

Genera) Meeting in October, ard the annual publicadon of our Bu"etin･ I p一anto

keep m dung the same, on一y,if possible, even with more enthusiasm thn

before. 1~k membership consists of 1 60 people, mosqy academies, ard our

activities, individual ard廿℃ branch-s alike, h計e juststarted始rq provk]ed m

the Internet, to tk great be帽触of aH our membersI

so far tk activities were mostb
ftxLd m research into the author.s works,

h止we also have l血the never-failing joy Of reading訂d celebrating this

illustrious author. We ever appreciate trc philanthropic Pickwick, tk crafty

Fagin, Mr. Micawber-s rhetorical world, or as in contrast to m∝t writers･

vdwse lives are mt as interesting as their works, Dickens.s life - - 1should

a一most tx!tenvted to say llives., as k prT)Ved00岬in so m叩WayS Of

life - is excitingly interesting, ard itis rTy Sheer pleasure to work for ard

derive inspiration from this wonderful man.

1佃that aH members wi一lparticipate vigorous一y in our activities･ l am

confident that with your gercrDuS advice ard help, I win tx3ab一eto serve ycLJ

well as your president, following in tk fwtsteps of rTV distingubhed

predecessors in leading廿℃ Dickens Fel一owship forward successfully into t旭

new centuⅣ.

Best wishes,

Tabo Saijo

総会､春季大会

ディケンズ･フェロウシップ日本支部の創立はディケンズ没後100年にあたる1970年である｡今年は創

立30周年で.理事の同で記念の書籍を刊行することが鼓放されている｡このr捨金｣とr春季｣の項目で

は,過去29回の捨金と春季大会のプログラムをすべて再現した｡過去のプT)グラムをすべて紙の形でそろ
えることはもはや無理だが､このようにウェップ上に残しておけば半永久的に閲覧できる｡
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l11.ヴァーチャル･コンファレンスとMP3

ディケンズ･フェロウシツプ日本支部のワークステーションでは､英米文学関連の学会だけでなく､人文

系の学会でもまだ行われていないと思われる実験的試みとして･ウェツプ上で学会を追体験できる'.Virtual

conference"なるものを実現させてみた｡上の画面で"Virtual
Conference･･をクリックすれば､次のような

画面が現われる｡

宇.rケコ∫
･

,)ェt)ウー}-JIE]兎主知

平成1 1年丘軽怠

Virtual亡onf卓r巳nCe

(JlコFアt) IE) PDF 7,I.血で.音声E) MP3了7イルーf7i現LまLi〕

pDFコ7イl托同<(=臼AdDbB如mb8t R8Bde｢帆

rl円ファイル奇問<仁CI WlnamP lror WlndO朋1 /

QulckTlmq (Tor M耶IntoGh)などが砲車ヤ丁-

ll



I E]時! lg9中年If月2OE] [土) 1Jl:00よIJ

■会場i甲dr#和語セミナ-Jlウユ
〒658一口O5 1神戸市1腿蜘2-2ロー15

JFq;古R下宇､ほ歩頂

●フロタラム

同会4)辞･諸事くIJ叩か-1 4:4O)
声幅Fm [E)不買岩戸長)

qf究莞嘉〔川5中一･15:吉CI)

ロ司 会三界託十-〔X]CR芹I
甲粥売l血高潮何県〕
rニコラス･ニクルE--L=fSIT呑≠ロドラマ的自己表見｣
(JlンFアウト) 【音声】t写真)

ディケンズ･フェロウシップ日本支部の平成11年度総会は､ 1999年11月20日(土) 14:00より､甲南

大学平生記念セミナーハウスで開催された｡研究発表では.東北大学の原英一氏の司会のもと､京都大学研

修員の甲斐兼高氏が､ rニコラス･ニクルピーにおけるメロドラマ的自己表現｣という題でぺ-/トを読

まれた｡後半のプログラムでは､金城学院大学の楚輪松人氏の司会のもと､来日中のUniversity of Lnyh1

のMichaeI Slater教授が､ "The Artistry of OurMutualFn'end-というタイトルの講演と､ OurMthua/

触ndから幾つか抜粋して朗読を行われた｡

ウェップ上での"virtua暮Conference‖の実現を考えていた私は､ソニーのポータブル･ミニディスク･レ

コーダーを使い､この発表､詐漬､朗読をミニディスクに轟音した｡それから懇親会の時､両氏に-TVjrtuaI

conference--の企画を就明し､ウェップ上に公開する許可を求めた｡その法具.甲斐兼高氏からは快諾を受

けたが､スレ一夕一教授からは朗読はいいが詐漬の方は遠点してくれと言われた｡スレーク-教授はディケ

ンズ研究の世界的権威でディケンズ研究者で知らない者はいないので､誰もが彼の講演をウェップ上で開き

たいと思うはずなのだが､拒否の理由はあえて問わず､今回は講演の方は断念した｡

後日､甲斐氏からは発表時に配られたハンドアウトの文書ファイル杏,電子メールの添付ファイルで送っ

てもらった｡これは次のようなPDFファイルに変換され､ウェップ上で読めるようになっている｡

テイサン文･ TJ: EI-･シJJ7B書王僻

宗艶尭轟u轟昏畠串i弓R色白匹3

F=コテユーニかルピーJに虫恥fE)ドラマ巾貞渦

中発汗拝

【写董用】

童,湘細山ポ印紙恥脚#肝軸開酵脚噂噂地軸胞軽細湖払

印申遥鴫叩坤軸脚ぜ如聯申産地鵬¢亀城桝転職触
感叩琳姐帥亀･P触軸も那岐押野鞘強軸j強卯硝酸噛鼻
触感卿.….母ずIl

乱h触批仙. ¶碓GF畷曲珊半官1qw叩gPFP舶哲如阿藤争痴抑■
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学会の研究発表をウェップ上で再現するために最も重要なのは音声ファイルの作成である｡しかし､研究

発表は30分であり､これを従来の方法で音声ファイルにすると膨大なデータ1となり､ウェップ上では使

いものにならない｡青葉CD (650MBで74分を再生)の中では､ 1曲5分の青葉をWAtn:形式で保存し

た場合,それだけで50MB近くとなってしまう｡ここで着目したのが､このところウェツプ上では音楽CD

の著作権侵害などで世間を暑がせているMP3である｡

MP3とは音声データの圧縮方式の規格で､正式には"MPEG仙d Layer-3.Tと呼ばれる｡ MPEGとは､

Motion Picture Expert GrDuPの略で､高能率でカラー動画像を圧揺する方式の国際標準化を行なうISOと

]ECの合同組撮､またはその圧縮伸長方法のことである｡通常､先ほど例として挙げた!OMB近くのWAVE

形式の音声ファイルをMP3ファイルに圧縮すると､約1/10の容1にすることができる｡しかも､人間の

耳にMこえないような音をカットして圧縮するため､通常ではほとんど音質の劣化がない｡ MP3はミニデ

ィスクのように特別なプレーヤを必要としないし､ ′{ソコンと音源ボードがあれば♯でも楽しめるので､イ

ンターネットでの利用が爆発的に広がっている｡

MP3形式で圧格されたデータは専用のプレーヤを使って再生できる｡最も多くのユーザーに支持されて

いるはWinampである｡ WinampはMP3ファイルだけでなく､青葉00､ MIDl､ WAVE･ RaLAudioなどの

音声フ7イルを再生するこ.とができる｡またPlug-inによって機能を拡張したL)､ Skinによってパネル部分

を様々なデザインにすることもできる｡ MacintoshでMP3を菓しむ場合はMaGユmPがあるが,最近はOS

い関係なくQuickT[me 4を使っているユーザが多い｡

甲斐兼高氏の研究発表を鼻音したミニディスクからMP3ファイルを作成するには､まずミニディスクか

らWAtn:ファイルに変換し､ MP3形式に圧持するという作業が必要となる｡ MP3フ7イルの作成といって

も変換ソフトを利用するだけで簡単に件成できる｡その手順は､いったんミニディスクレコーダーから音質

の劣化がほとんどないWAtn:形式で出力し､そのWAVEファイルからMP3フ7イルに変換するだけであ

る｡

ディケンズ･フェロウシツプ日本支部の捨金は毎年,事務局のある甲南大学で開催され､春季大会もほと

んど東京と広島の間の新幹線沿いの大学である｡その結果,北海道.九州･沖縄､四臥あるいは日本海側

のような遠隔地にいる会見は､いつも出席することができるとは限らない｡これはすべての学会に当てはま

ることである｡とはいえ､学会での研究発表や講演は､このようにミニディスクに鼻音してからMP3ファ

イルに変換すれば､ウェップ上に置くことによって.すべての会見だけでなくBg･Llのある者は経でも､ヴァ

ーチャル･リアリティの環境で追体裁することができるのである｡
ヴァーチャル･コンファレンスにおける甲斐清高氏の発表を聞きたいならば､最後の(ハンドアウト)を

クリックしてPDFファイルを見ながら. (音声)をクリックしてMP3ファイルを開くだけでよい｡ここに

は更にデジタル･カメラ(SAJWODSC-SX150)で取った甲斐氏の発表の様子がGIFファイルに変換されて

置かれている｡ (写真)をクリックすれば､その発表風景を画像ファイルを通して楽しめる｡今後･このま

まコンピュータと映像処理ソフトの性能が高まっていけば､音声や画像単独のファイルが必要なくなってし

まい､ハンドアウトを見るPDFファイルと映像ファイルだけで.よりヴァーチャル･リアリティの高い状

況で､我々は出席できなかった学会を違和感なく追体験できることになるであろう｡

会報

『会報』の創刊号から21早までに関しては既に入手困難であるが､ウェップ上で再現するために支部会

負数名の協力を得て､バックナンJl-をすべてスキャンし､入念なスペルチェックを経て､ HIWLに変換し

た｡これによって､ 21号以前はr会報｣の項目で各号の目次をチェックできるだけでなく､例えばrt子

版21号｣をクリックするだけで32ページのHITML版を読むことができるようになった｡ただし､ r会報｣

のサイトでは会長の名簿は悪用を防<ために省略されておL)､後述するようにJlスワードを通して別のサイ

トで見ることができるようになっている｡学術雑鼓や学会の会熟ま大学図書虎などで保管されているが､全

巻そろっていなかったり､途中が欠けていたりすることが多い｡従って､それぞれの学会はバックナンバー
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がそろっているうちに､ぜひとも創刊号から電子化して保存すると同時に､誰でも読むことができるように

ウェップ上に公開すべきであろう｡

覇22号(平成11年〕

PDF作 東ヨ巧

読21号亡平成10年】

℡手伝 芳21号

■蛇同光浩rJrJタ-ネAJトとデイケンX一駅空｣

●手性圭五行｢ハ-デイとデイ丁ンズJ

● 1!帽丁年巳∃監垂

○苛t宍発走亡司会:九E)曙削〕

E]小野 王r『リトル･ドリーJ卜B(i-お計石究持と､ 『リトル･ドリtJ

ト』LD肝放｣
c,講渦1司会;値ホ研介)

ロ丁ンド'Jユ-･ I)ンダーユ載我【謁ヨダラ血六苧)
FF'ィナン1と講捷T.5自我』

● I;帽E)年度春季大意

0可I究発表(司会:青木 T?)

E)舌九相ニr通風丁島内博一-ビタt,イ9ウ症†闘細=症例-･J
E)武井睦子r F互いQ)表d (=見る7イデンディテ11由泥L-一帯国王
宅､惜捷､ -}'ェンダー0句点かちJ

oシンポ>'ウムrディケンズ上狂気J (司会:原 案-)

ロ小野寺退r荘宗とEI-F1テクスターーFJl't-ナビL-･きt>甲J (LIs(†る

3B長和王荒と白痴白胡玉島(蛸LJinか昌一-｣

口金山亮太rディnJクさん0狂気は何章釦l{いる助かJ

ロ奄岡花治r監禁/群生′岳偲/監J

lV.オンラインジャーナルとDTP

1998年未に学術情報センターは､オンラインジャーナル編集･出版システム開発･構築事業としてrオ

ンラインジャーナルプロジェクト｣を発足させ.ホームページなどを通して各学会に参加を呼びかけた｡デ

ィケンズ･フェt3ウシップ日本支軌ま､同時期に学術情報センターのWWWサーJiにホームページを開設

して情報発信するようになったが､オンラインジャーナルに関してもホームページ同様にr自前で｣製作で

きるということで､センターのサーバだけを借L)て2000年から電子ジャーナルを出すことにしている｡

El本支部の場合､創立30年の伝統を持つが､機関珪としては会報だけで､論集というものがなかった｡

しかし､ 1999年10月発行のr会軌22号からは. DTP (DeskTqPublishing)で作成したフ7イルを版下

の状態で印刷所へ渡すことになt).印刷士が従来の3分の1以下となったことで､ 2000年度からF論集』

も創刊することが経文的に可能となったわけである｡そして､版下のファイルがあることによって. 『会

報』と『論集』は印刷物にすると同時に､簡単にPDFファイルに変換してウェップ上に公開することがで

きるようになる｡美熊､ F会報』 22号は1999年11月20日付けのPDFファイルによる公開(こよって､イ

ンターネットを通して会長だけでなく兼でも読むことができるようなった｡
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D17,とは原稿の出稿から編集､レイアウト､印刷までを､全て机上で行なうことを可能にしたシステム

で､広告のチラシといったものから､書籍､カタログ､パンフレット.新開といった様々な印刷物を作成す

ることが可能である｡つまり､本や雑誌のレイアウトをして､印刷する前に画面でその出来具合を確認する

ことができる｡ Dll,が萱場したのは1985年だが､当時はコンピュータおよび編集機材やソフトが貧弱で､
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文書は出力がやっとの状態だった｡しかし､この10年間の進歩はめざましく､今ではカラー画像の文字デ

ータが患うままに合成出力できるようになった.当初は何億円もの投資が必要なシステムだったが､
1993

年頃より性能が飛躍的に向上し,しかも低価格になった｡このような状況のもと､
『会別の22号からは

会員に原稿を(主として電子メールによって)送ってもらい､編集､入九校正,出力し･版下の状態で印

刷所にまされることになったわけである.

一方､ PDFファイルとして公開された『会報』 22号は836KBという一つの大きなファイルになっている

ので､ブラウザで完全に開くまで20秒近くかかってしまうが･いったん開いてしまえば､あとは別のペー

ジでも瞬間的にジャンプして移動することができる.このPDFファイルには｢しおり｣ ､つまり目次が付

いていて,読みたい記事をクリックすれば､そこにジャンプできる｡ちょうどフL/-ム付きのHTMLファイ

ルと同じである.ブラウザ上ではB次のウィンドウが変化せず､右側の本文だけが変わる｡
PDFフ7イルが

HIWLフ7イルと違う点の一つは､縦書きの本文がそのまま表示されることである｡ウェツプ上では縦書き

のテ.キストは画像として以外はまだHTMLフ7イルでは表示できないので､雑書=きの学術雑誌などはPDF

ファイルを使うぺきであろう｡
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入会案内､会員名簿

大学の研究室のインターネット環境が整っている西億隆雄薪支部長は､今回の日本支部のホームページと

ワークステ-ション開設に理解を示され論文の電子化にも積劉勺に協力されるので･その他の会員の刺激

となっている｡また､会員の加入と脱退の連絡は支部長に行くことになっているので､それが逐次こちらに

17



電子メールで転送されてくる.そこで払が名簿を書き換えてウェップ上にアップロードしている｡

ゥェップ版の名熟ま全部で3種類ある｡名前と勤務先だけのHTML版は-般公開用､ 『会報』の最後に掲

載された住所昏のPDF版は会員用､郵便物発送に使用されるタックシールのPDF版は事務局用である｡

:/ /vwv50C. na C5:j5

ディケンズ-フェt)ウシ･JT日本支審

会 見 名 簿

List: of MemL)erg

●このべ･-ジで仁L名前と軌和義だ(7を'L.1開いたします｡

●住所/電話番号/電子メール7ドレス#･混載されたぺ-ジ はE]本支部会呈し秒間覧

T.きません｡アクセスするにはバユウード#･必要です.そこ(=旺タウウシール用の
PDFファイルもあり王す｡

● jlスワードを御存じない金具の方臥こちらまで 郁-幸椅<だされば-折り返い1ス

ワードをお知らせいたします｡

1.西傾隆雄(甲南大学) :支喜戸島

2.青木 頂(成城天草) ;副支部長

5.富崎孝一(成城六芋名誉煎摂) :名誉支部長

4.小池iEi (東京女子大学) ;名誉支部長

5.牧村昌寄(大手前女子大字) ;監事

a.原 英一(真]L大学) ;理事(金銅担当)

7.枚同光治(名古屋大判=理事亡Web担削

ワークステーション内での会長名簿の扱いは非常にむずかしい｡特にそれをウェツプ上に置く場合は厳重

なる注意が必要である｡まず第一に第三者によって商業目的のために入手されないようにする必要があるB

罷でもアクセスできる｢名乱のページには､上のように会見の名前と勤務先しか記入していないが､この

ページをロボット型のサーチエンジンが自動的に萱鼓しないように､ tiTMLフ7イルの冒頭には､

dt他

<トー

ディケンズ･フェロウシツプ日本支部会鼻以外の暑が,使用El的のいかんを問わず､この住所最を無

断で利用した場合､しかるべき法的手段に訴えます｡名古屋大学言語文化部英語学科松岡光治

一->

<M【汀A NAME=
"

robots.7 CONTENT="noindex, nofoILow■->

<1lluT-ィケンズ･フェEjウシツプ日本支部(会長名簿) <ハ¶uゝ

く∧一肌♭
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という普告用のMmタグを入れている｡

住所/電話等号/電子メールアドレスが掲載されたページは支部会員しかアクセスできないようにするた

めに､ CGけEjグラムを使ってJてスワードが必要なぺ-ジを別に設けているoインターネット担当理事の弘

は､本人が会員であることを確認してから､パスワードを教えることにしている｡このプログラムは学績情

報センターのWWWサーバでも動かすことができるが､万-の場合を考えて処理しやすい私の勤務校の

wWWサーバで動かしている｡

/iスワードによってアクセスした会見名簿のページは表組になっていて.あいうえお順に名前/郵便番号

/住所/電話番号/勤務先が整理されている｡そして･電子メールアドレスを持っている会長は名前が青文

字になっておL)､クリックすればブラウザのメ-ル機能が作動して･メール.ウインドウが開く｡同掛こ､

ホームぺ-ジを持っている会見は､勤務先が青文字になっていて､クリックすればリンク先のホ-ムぺ-ジ

に行くことができる｡

更に.このアクセスが制限される会長名簿のページでは､他の学会のホームページでは見られない画期的

な試みを行なった｡それはタックシールにプリントアウトできるページの作成であるB
HTML文書ではレイ

アウトをいかにエ夫して作成しても､ユーザのOSやWWWブラウザによっては･表示がそれぞれ異なっ

てしまう｡しかし,会員の住所のデータベースを使ってA4のタックシール用に表示させ､
PDFファイルと

して出力させてウェップ上に置けば､ユーザのOSやWWWブラウザに閑係なく､例えば3×7-21枚の

シール･ラベルに印刷することができる｡これによって事務局が毎即78^の会員すべてに発送する郵便物

の宛名書きは必要なくなった｡今後,事務局が移った場合だけでなく.会員が特定のメンバーだけに郵便物

を送りたい場合､日本のどこにいてもタックシールにプリントアウトして使うことができるようになったわ

けである｡
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∨.論文の電子化とPDF

ヴィクトリア朝文学研究のワークステーション開設の最大の目的は､そこに学術的な資料､とりわけヴィ

クトリア朝研究者の論文を電子化して格納することによって､広く一般の人にインターネットを通してアク

セスしてもらい､最新の研究動向を知ってもらうことであった.そこで,今回はディケンズ･フェロウシッ

プ日本支部の会員にお願いし､できるだけ多くの論文フ7イルを電子メールやフロッピー･ディスクで送っ

てもらった｡最初は､それぞれの論文のテクストファイルに一つ一つタグをつけ､ HTMLファイルに変換し

てウェップ上に公開していたが､あまL)に時間をとられるので､途中から肋Acmbatを使ってPDFフ

7イルに変換するようになった｡ PDFフ7イルヘの変換は､自分の′{ソコン上で書いたファイルを1分もか

けずにできるため､それ以後は送られてきた論文をtmLファイルに変換することはほとんどなくなった｡

しかし､私はマッキントッシュを使っていたので､ウインドウズ･ユーザーから電子メールに添付されて

送られてくるファイルは大部分が文字化けした｡従って､それに対処するためにウィンドウズのJiソコンと

ウィンドウズ用の肋Acrt)batを購入せざるを得なかった｡ワープロソフトは､ほとんどの会長が(OS

に関係なく) MSWORDを使っているので､できるだけWORDファイルで､それ以外はテクスト(ASCII)

ファイルで送ってもらった｡

pDF (PortabLe加爪Format)とは､米国肋Systems社がデジタル書類によるコミュニケーショ

ンを実現するために開発したファイル形式のことで､書類に含まれるあらゆる内容(文字､画像､レイアウ

ト情報など)が､無料配布されるAcrT)bat Reader (http://www･adobe･co･jp/products/acrobat/readstep･

htmI)を使用することで､表示･出力できる電子文書配布用のデータ形式である｡データがPDFになって

いれば､ Ac.dat Readerを使って､そのデータを作成した通L)の体裁で見ることができる｡テキストだけで

なく､ HTMLでは表現できなかったイラストや画像などを含むオリジナルの文書フ7イルのレイアウトを再

現できる｡作成した文書データをAcrdatでPDFに変換し､ネットワークやディスク類などで送付すれ

ば､それを受け取った側がAcrt)bat Readerで開くことで,作成された文書がそこに再現されるのである｡

これまではコンピュータのOSの違いによってソフトやデータの互換性が保証されないというのが一般的

だったが､これらの速いにおいてもPDFはデータの互換性がある.従って､ウインドウズで作成･滞集し

たデータをPDFデータにすることによりマックで表示することも可能となる｡逆もまたしかりである｡

pDFデータは高晶貿な画面表示ができるし,それをプリントアウトすれば､ほとんどオリジナルに近い品

質で見ることができる｡文字はPostScnpt技術､画鰍まEPSの技術を基盤としているため､高品位な印刷

を実現することができる｡ FAXよL)も遠かに高晶究だし､カラー画像も扱えるため､文書の伝達方法とし

て活用できる｡また､画面内での拡大･縮小表示(原寸の12%から800%まで変更可能)にも対応してお

り､文字やイラストを拡大しても､線が乱れることはない.画面で確認した上で､必要に応じてプリント出

力すればよいため､ぺ-′トレス化や書類配付の軽減にもつながる｡

以下の画像は､ワークステーションのr#文｣の項目に格納されているPDFファイル形式の論文の一

っ､つまLJ私が執筆してPDF (こ変換したrディケンズと狂気｣という論文の7喪のページである｡ Ptmま

単にオリジナルのLレイアウトを再現できるだけでなく､マルチメディア対応の機能を付け加えることが可能

である｡その-つはハイJi-リンクという機能で､これはぺ-ジ上に任意のエリアを措定し､そのエリアを

クリックすると他のページ､あるいはインターネット上のサイトなどへ移動することができる機能である｡

例えば､画面左の細長いウインドウには｢しおり｣があるが､これはいわゆる目次であり､項目の一つ一つ

にリンクが設定してあるので､その項目をクリックすることにより目的のページが表示される｡書類の内容

は一般にすべての項目が同列ということはないので､ r割にあたる大項目､ r軌にあたる中項目などに

分類でき､それを馴糾ヒすることで分かL)やすくできる.先ほど示したr会削22号のPDFフ7イルに

は､この階層化されたrしおL)｣が付いていた｡更に､ PDF (こは各ぺ-ジを縮小した見本を一覧で表示させ

ることができるrサムネール｣という機能もあL)､ページ数が少ない､レイアウトの美しい画像中心のフ7

イルには特に効力を発拝する｡
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pDFフ7イルのもう一つの幾能は､作成したPDFファイルに映像や音声データを付加することが,つま

り動画(QuickTime, AVI)やサウンド(AIFF, WAV)のフ7イルを貼り付けることができる点である｡そし

て､ PDFフ7イルにコメントなどを書き加えることができるノ-トの榛能もある｡上のウィンドウの左端に

は幾つか文書のアイコンが並んでいるが､それをダブルクリックすれば･次のようなノートが現われる｡論

文に付けられた注の1香である｡

rFr&Pr帯締l

醜とu与B(乱モLTt点呼れ1蜘T<jL IR#艦牙監･br.軌

従来の論文の注は当該ページの下(脚注)か､論文の最後(尾注)のどちらかであった｡
tTTMLファイルに

変換してブラウザに表示させれば､注の番号をクリックして尾注にジャンプすることができた｡しかし､

pDFファイルの場合､読んでいる論文のコンテクストから載れることなく､その場で当該の注を読むことが

できる｡読んだあとは､注のウインドウの左上のボタンをクリックすれば.そのウインドウはまたファイル

のアイコンに戻り､そのまま読みを再開できるのであるB
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この｢ノート｣の壊能は個人の論文だけでなく､複数の人間で共同作業を行なう場合など､
PDFファイル

を回覧する際に､メンバーの意見などを記入する手段として活用できる｡更には､ PDFファイル中の指定し

た文字列を検索することもできる｡そして､ ｢アーティクル｣の烏龍を使えば､複数の指定した文書/国な

どを連続して閲覧することも可能である｡例えば､異なるページにある関連した記事を拾い読みする場合

や､ページ全体の表示からグラフ部分をクローズアップする場合などには非常に便利である｡

pDFファイルにはHTMLフ7イルと同じように､同一ファイル内のページヘ､別フ7イルのぺ-ジヘ･更

にはウェップ上の他のサイトヘと,様々な対象にクリック一つでジャンプできる機能があることは先ほど逮

べた｡上の私の論文の例では､枚挙にいとまがないほどのリンクが張ってあるので､関心のある読者は関連

する事項について幾らでも詳しく調べることができる｡例えば､論文の冒矧こは｢MicheL
Fo此aukは管理の

まなざしの作用によって強制を加える｢階層秩序的な監視｣ -hierarchical observation"の社会として近代を

捉えたJという文章があるが､ ･･Michel Foucauk"の部分にボインタを合わせると､上の国のようにジャンケ

ンの(トがチョキのアイコンに変わって､そこにリンクが張られていることが分かる｡読者がそこをクリッ

クすれば､実際にCalifomia State University, No'thhdgeのBd. A仕ias氏が運営するrlll.e World of

Michel Foucaurt･･ (http://www･csun･edu/-hfspcOO2/foucaulthome.html)というサイトに行くことができ

るのだ｡このようなリンクは払の論文のいたる所に前の結び目のように張LJめ<らされている｡

pDFファイルのセキュリティの-つにパスワードの設定がある｡作成時にパスワードを設定しておくとI

そのデータをAcrQbatReaderで表示しようとする時に､ ′てスワードの入力を要求してくる｡もちろん正し

いパスワードを入力しないと表示できない｡

よL)多くの人に読んでもらうために､論文を公開しているわけであるから､このようにPDFファイルを開

くのに､パスワードを設定するのは意味がないかもしれない｡しかし.ディケンズ･フェロウシップ日本支

部の会員にだけにデータを配布･開示したい場合､例えば先ほど述べたように.タックシール形式の会員の

住所昏のPDFフ7イルには有効である｡また･論文をそのままコピー&ペイストされないために､画面表

示はできてもプリント出力ができないように､セキュリティの改定をすることもできpる｡とはいえ､確かに

論文の著作権を守るためにはセキュリティの設定が必要かもしれないが､過度な不許可はディケンズに関心

を持ってアクセスした人の反感を貰うだけである｡少なくともウェップ上でのPDF形式による論文の公開

に際しては､製作者(自分)以外の者がダウンロードして再加エできないようにr自分用の｣
′iスワードを

設定するのは許されるが､それ以外は設定すべきでない｡

pDFファイルのテキストデータは文字コードで表現されており､通常のワープロなどのデータと同様であ

る｡従って,いわゆるコピ-&ペーストの操作で他のワープl=ソフトに部分的にコピーすることも可能だ｡

テキストに限らずイラストや画像などもコピー&ペーストすることができるが.もちろんセキュリティの設

定によって､そういう編集･加工作業を許さないようにすることもできる｡

このような状況下で､日本支部の捨金や恰報』を通して韻文の電子化への協力を呼びかけた括果､それ

なりの論文ファイルが寄せられた｡現在のところ, rTTMLファイルとPDFファイルとで電子化して公開され

ている日本支部会旦の論文は､ 40本におよんでいる｡英米文学の分野におけるウェツプ上での論文の公開

は,個人のホームページで少し行われている程度で､学会レベルで企画が進んでいるところは皆無である･
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その意味でも,ディケンズ･フェロウシツプ日本支軌ま.将来の論文公開の在り方を先別していると言え

るoしかしながら､まだまだ英米に比べれば.インターネット上での論文公開は遅れているのが現状であ

る｡

大学の紀要なり.論集なりで､既に一般に公開されてた論文を,同時にウェップ上でも公開することに私

自身は全く違和感がないが､やははだ著作権その他の理由をあげて敬遠される方が多い｡若手研究者(特

に就職前の大学院生)の場合は､違和感以前の間遠として積極的に電子化に応じてくれるが､年輩の方はあ

まり関心を示されない｡今後の課題は会員の警戒心を解きほぐし､いかにして論文の電子化の方へ心を向け

させるかである｡

証 文
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ディケンズ･フェロウシップ日本支部では､これまで日本人によって日本語および英語で青かれた論文の

すぺてを表記した書誌r日本におけるディケンズ研究書鼓｣のウェップ版(http://wwwsoc･nacsis･ac･jp/

dickens/archive/biblio-jp.html)を作成している｡ 1 945年から1 994年までは､安藤勝氏の快諾を得て､

『20世紀文献要覧体系-英米文学研究文献要覧』 (日外アソシエーツ/紀伊最長書店)のディケンズの

項目を利用し､それを電子化した｡ 1995年以降については､会長の自己報告を受けて仮のページ

(http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/dickens/biblio/biblio-ex･html)を設けている｡今年中には整理が終わる予

定であるが､これが完成したあとは､ ｢日本におけるディケンズ研究書鼓｣のサイトを電子アーカイヴの主

体とし､電子化された論文を格納してリンクを張りたい｡そうなれば.過去の文献のチェックはすぺてここ

で行なえることになり､この書誌のディケンズ研究への貢献は測り知れないものとなるであろう｡

電子会議(メーリングリスト)

名古屋大学言語文化部のメール･サーJiと専用プログラムCMLを利用して､払が試験的に始めていたデ

ィケンズのメーリング.リスト(dickens@Iang.nagoya-u.ac.jp)が.ディケンズ･フェロウシップ日本支部

の平成1 0年度総会で公式のリストとして認可を受けた｡これは主として日本語による日本支部会長のため

だけのメーリングリストである｡会鼻の中には.会長ではない一般のディケンズ愛好家をリストに参加させ

ることに危慎の念を抱く方がおられたので､このリストは会長以外に開放されてはいない｡代わりとして一

般読者にはメッセージ･ボード(DickensQ?A)を利用してもらっている｡海外にはディケンズのメーリン

グ･リストが二つある｡ DICKNSILはカルフォルニア大サンタバーバラ校のPatrick McCarthy教授が主宰

する会長600名を越えるフォーラムで､大学関係者が多くて他の作家のメーリング･リストに比べると､か

なり学術的である｡なぜならば,これはメンバ-の投稿がそのまます<全長に配信される普通のリストでは

なく､まず投稿がリストオーナーのマッカーシー教授の所へ送られ､その検閲を受けてから全長に転送され

るリストであるからだ｡従って､あまLJ学術的でない投稿はオーナー自身が個人的に答えてリストには流さ

ない｡

一方､ BOZはディケンズ･フェロウシップ本部があるロンドンのディケンズ･ハウスの鋸長を1999年に

辞任されたDavid Parker氏が､小･中･高校生およぴディケンズ入門者の箕同に"Charles Dickens..という

ペンネームで丁字に答えてくれるリストで､払も‖Etizabeth Gaske"1-という名前で時どき答えることがあ

る｡主として学校生徒が対象のリストであるが.パーカー氏の博批な知能には感心させられる｡他の人が知

らない､または気がつかないことを発表することは価値のあることであるが.難しい専門的な事柄を誰にで

も理解できるように託明できることもまた､負けず劣らず価値があるはずである｡日本支部としても､将来

的には一般読者を含めたディケンズのリストを作って､現在のリストと区別して運営したいと考えている｡

現在の日本支部のメーリング･リストは､会長およそ170名.のうち3分の1近くが参加している｡このリ

ストの目的は､
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1.ディケンズの作品と生涯に関するディスカッション

2.日本支部の行事案内

3.ディケンズ関連の新刊書紹介

4.海外のディケンジアンから/への投稿

5.役に立つWWWサイトの紹介

6.コンピュータ操件に関する質問

7.就職情報

8.その他

であるが､会員のJてソコンの殆どがインターネットに接続されて電子メールができる状況になれば､最大の

目的である1事の｢ディケンズの作品と生涯に関するディスカッション｣を中心に､リストを運営できると

思う｡とはいえ､残念ながら現況は1事の投稿がそれ以外の投稿より多いとは言えない｡

しかし､電子会議の環境は既に整っているので､これまで東京､大阪､広島地区で(不)定期的に行われ

ていたディケンズの読書会などを､このリストを使って再開させることができる｡日本支部創立の今年､こ

の企画を理事の間で具体的に話しあうつもL)である｡ディケンズの電子テクストは全作品が既にGutenberg

project (http://www.promo･net′pg/_authors/トーdickens-chaHes-･htmL)によってFTPで､ Bibliomani占

(http://www.bibliomania.com/Fiction/dickens/)ではHITMLで公開されている｡

電子テクストはメンバーが使用するブラウザによって､またダウンロードして専用のワープロソフトで開

いた場合､ OSによって表示が違ってしまう｡それで､読書会で取(J上げる作品をHTMLファイルのまま

Bibliomaniaから取り､番号順リストのタグを入れて､ワークステーションに格納すればよい｡しかし･こ

れは版権の問題があるので､読書会メンJi一以外の外部の人が見ることができないように,アクセス制限を

設定しなければならない｡メンバーがアクセスした場合､ブラウザ上でも次のように段落が番号順に表示さ

れるので､読書会で作品の特定箇所に言及する棒にも､このような電子テクストであれば､簡単に行なえる

であろう｡

Great EHPeCt8tjロnS

⊂h叩Ie｢1

l･ rW fathcr's famllu n8mC being Pirrip. and m臼⊂hristj8Mame Pn‖ipJ

m臼inf8nt tOrlgue Could rTlake oT both n8me5 nothing longer Or more

白XPlicit than Pip･ SoJ暮called myself Pip. and亡引… tD be亡811ed Pip･

2･ l glVe Pjrrjp粥mg佃ther■s family name･ on the乱仙ロrit臼Of his- -

E】E】Eコ

3.ロur5 Was the m凸r5h cDuntrg. doyyn bg the river, wjthin, 85 the river･ ･

***

4. 1H凸Id g=rn凸ほe!'亡ried a terrible voice, a5凸man Started up frOm･ I -

E!E!E!

5. A fearful man. a= 1n cmrse greg, With 8 great iron om hほ1eg, - -

E;E3E=

6

了

8

冒

･o! Don't cut mg throz)I, sjr,I I pl的ded in termr･ ●Prag dDn't dD jtJ Sjr･

lTell us臼ロu｢name!J said the man･ 'Qujck!'

-PIp, g:1r.'

●口n亡色Mre,- 5凸id the man, 5tar'jng at m色･ ■6川e it mDuth!'

いずれにせよ､メーリングリストは単なる情報提供の蟻で終わってはいけない｡このような形式の読書会に

利用してこそ､そこで学術的な集魚が活発になされ.リストの存在価値が高まるのである｡
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質問(ディケンズq&A)

一般のディケンズ愛好家のために設置された｢質問｣のサイトは､日本語版では｢ディケンズQ&A｣
､

英語版では‖Dickens Message Board"というタイトルになっておL)､ディケンズ愛読者の質問に研究者が答

ぇるという形をとっている.日本語版の方は愛読者の絶対数の不足もあって投稿が少ないが､英語版の方は

極めて活発であり､ 5-6通のメッセージが書き込まれる日もある｡私もできるだけ答えるようにしている

が､答えられない質問にはディケンズ･フェロウシツプ､英国ロチェスタ-支部のPauLJ･
A"enや米国ニュ

ーヨーク支部のMike
J. Qujnnをはじめとする海外の何人かのディケンジアンに､必要な場合にはメッセー

ジ･ボードを使わずに直接､寛間者に電子メールで答えてくれるように頼んでいる｡

メッセージ･ボードの管理をする時に最も頚を悩まされるのは､書き込みの制限がないために安易に利用

されてしまうことである｡クイズの答えや自分が売りたいディケンズ関係図蕃の価値を知りたがる人はまだ

いい方で､一番多いのが学校の先生が課す宿題やレポートについて､自分でやらずに答えだけ求めようとす

る場合だ｡それに対して､関連するWWWサイトなどを教えると,そのページをプリントアウトして提出

する学生がいるという話を耳にする.従って､そういった書き込みを未然に防ぐために､以下のような警告

文をメッセージ･ボードの最抑こ掲げている｡それでも､安易な書き込みがあとを絶たないので､掲示板の

オーナーとして弘はそういったメッセージを定期的に消去しなければならない｡
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･please feel free to write anything ynJ Iike atxxLt ChaHes Dickens,他【 to ny h止to allDickens

enthusiasts. Tb commercial messages･ Tb dea一ing in books･ rb help for your ass[gnment Can tX

expected･伽the princip一e of give-and-take･ please give your owl opinion when ycLJ Put a

query･ Thanks･ For Dickens e-mail dbcussion gTTRJPS refer to DICKNS-L and BOZ･"

こうしたメッセージ･ボードの理想的な在り方は､ディケンズの人と作品を愛する人たちが､いろいろな

問題を提起し､それに対して自分の意見を披湿することである｡そのためには､質問する場合は少なくとも

最初に自分の意見を書かねばならない○ここでは, WWW上で展開されるメッセージ･ボードだけでな

く､電子メールを使ったディケンズ関連のメーリング･リストへの参加を呼びかけている｡残念ながら,現

在のところ｢賃剛のメッセージ･ボードで学術的なディスカッションが展開されることは少ない｡しか

し､ディケンズの愛読者は世界中におり､ウェップ上では彼の全作品が電子テクストとして利用できる状況

にある｡その人たちが様々な疑問を抱くのは当然のことであI)､そうした蛭間に研究者たちは答えてやる義

務がある.その意味で,このようなメッセージ･ボードは､今後も続けていかねばならない｡課蓮はいかに

して他の研究者たちに劉はせるかである.しかし､これは隼筆できることでは-ので･結局は私がボラ

ンティ7で維持するしかないようだ｡ということで､英語版のメッセージ.ボードでは,宿題の手伝いでな

い限I)､次のようにできるだけ自分で答えるようにしているB

Re A CITistrrLay Card

hre:打りo加l)IJ:胡 EEPdr.I qJZ仙J5db.加占IJm.MT1177t] □

_+

;r.I:r:-;千.:1:'.I.'∴‥."r二;㌔;:
:･;-

tJ･由EjtK:しbu3ine5ヨirlthe City

mGごe had E)ヨIiヒtll亡Of whElt i5こ白11ed †即l亡7'8b凸IJ亡rllm

L_..:_ ,,..●,∵‥
/r-, ∴■∴-

● ● 二 _
' = ■ ン ●

J

∵∴ ∴-
--

--
-=--

- ---｢∵∵∵-
ニーユ ∵二

~=
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∨.その他

年譜､伝記,評価

一般誌者がディケンズについて何かを調べたい時,またディケンズの作品を読んで作者のことを詳しく知

i)たくなった時､国書鑓まで行かずに自宅でインターネットに接続することで､ちやんとした年譜と伝記を

参照できるというのは非常に便利である｡個人で作る作表のホームぺ-ジは限界があって､そうしたページ

の年譜や伝記は極めて簡素なものであることが多い｡ここでは日本支部の理事､小池漁民の『T-ィケンズ:

19世紀信号割(東京:冬樹社､ 1979)から年譜を,松村昌家偏『ディケンズ小辞典』
(東京:研究社､

1994)の松村昌泰氏による第l章｢ディケンズ小伝｣から伝記を､それぞれ許可を得てLiTMLに変換して
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ゥェップ上に置いた｡日本におけるディケンズ研究の第一人者である二人からT-ィケンズの基礎資料である

年譜と伝言己を提供されたことは､ワークステーションの基礎を固める上で非常に役に立った｡また､ディケ

ンズの評価の変遷については､支部長の西億隆雄氏の『ディケンズの文学-一小説と社会-
』 (東京:英

宝社､ 1998)から､日本語版と英語版の資料を提供していただいた｡

7-ィケンま･フェロウシ･JIEjl本支部

ディケンズ年譜(1 81 2⊥70〕

ド南岸にある軍港宅声市,日,インダラン

(現在は

ポーツマスの郊外ラン ドポート

市内【こ在っていてーコマーシャル･_ロードと呼ばれる通りの-六九沓

弛)にチャールズ･ジョンり＼サブアムI Td!1ンズが生まれた｡父現ジョン■

_L _i
i .

_I±l.1一■!

F･ィケンズは海軍経理局の下級事鷲鼻,母エリザぺスは夫よりもややよい事柄の

′l:一I L■■. I l

出T･あった｡父は人づき合いのよい愉快{l異で.友人と-鰍こ飲んだり･軌＼だ

叩るのが六好きだった#1.金【こだらしないところがあり.貫計に21L･てあまり
責任菅とることのできぬ見後にチャールilhl',J､≡兄『デイブイッド.カバーフィ

ールド』の中で.ウイルキンズ･ミコ-′て-として執lた不朽の人物のモデルで
ぁるといbれる｡母はちよっと見栄っばC)i.,偉ぶったところがあC)･同じ<子
供かト喜見『ニコラス･ニクルピー』の中If.･ニクルピー夫JH=コラスの割と

して荘かれている｡この夫婦の聞にはファニーという長女を現に∧人の子供#l生

末れLチャールズはその二菅臥長男であった｡
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年譜の英語版は日本支部会長のGraham Law氏から許可を得て､氏の著書であるBroadview
Literary

TextシリーズのG,?af Expectatk)ns (Ontaho= Broadview Press･ 1 998)の年藷を使用した｡伝記の英語版

としては.幸運なことにマンチェスタ-大学のAJan Shelston氏(http‥//www･lang･nagoya-u,ac.jp/

_matsuoka/CD-Shelston.html)から､氏がArthur
Po]lard需777e Fbgu(n Hisfoly OfLiteTatUre:

777e

v,･c亡on.ansのディケンズの項E)に健筆をふるった30ページを電子化する許可がもらえた｡この伝ietま払の

I.llleDickensPage"にも置かせてもらっているが､毎月世界中から2･000人以上のアクセスがある｡

The Dickens Fe]]oy5hjp: Japan tiranch

charles Dickens: A Brief亡hronolo!】y

1812 Born ⊂harle5 John HuTfham DIckens 8t Portsm=th･ second ch‖d and

elde5t Son Of John, 8 nE)Vt)1 clerL(, 8nd E=ze)belh DIckens･

1617 F8mil臼mロUCS DrleTlg tD SheerneSS and then tO ⊂n8tham･ both ln Kent･

柑22 F8milg moves tO ⊂Bmde.n Town ln North Jqndon･

1824 F8tr[白r impr柑ロRed for three mOrLths for debt ln th白r18reh81s:eモロri90n･

EmpIDg8d jn a b18Gking w8rehous8. Ent肝S Wellington Hous8 Ac8demu･

1827 Enters sロ1jcjtロ｢S Office 8S C一erk.
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Japan t)icken5 Fel]oy5hip

The Life and Works of Charles Dickens

Å1an Stlelston (University of rlanche5ter)

Djcken5 has 81吋叫S Presented prDb-ems
for literary ⊂rltici5m･ For theorists

whose Crltjc81 preSuPPt)S州ons emPh8SIse inte川genCe･ SenSltivug and 8n

8uthロr ln complete contro一 of his work the cruder aspects Of hjs p叩uほr8rt

h削e Often proved an unsurrnount8ble ob-cle･ while fD｢ the formu18tDrSロf

tradjtjons Ms glg8ntic jdio5Un亡raSie5 Can neVerbe made to confo-. And if

dirfjculties Such 8S thes'e have been D}erCOrne叫the
8W8reneSS that Dickens

sets hisロWn Stan加rds,ロr ド-er that the standards t佃t he setsJ far from

being injrnic8- tD great art･ QrehjsロWn expression o"I there rern8jns8

.____
"_._."_. _｡u__

L`^
_L上川.`Fh+iM｡

nirL,Dn.= hR具inl用n8blu seemed 85 much
since his own lifetime DIcken5 h85 iwanelblg

further P｢Dblem二

亨Jケ-Jよ･つzt)ウy17了E)暮生も

ディケンズ申暮熊田
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家系固



ディケンズの家系図を作成するのは簡単であったが､ウェツプ上で家系図だけを見るのは無味乾燥であ

る｡活字だけの雑誌が売れないのと同様に､ウェップ上でも視覚に訴えるものがなければ.アクセスした人

を満足させることはできない｡そこで.今回は家系図に載ったディケンズをはじめ肉身たちの肖像を画像フ

ァイルにして.親友John Forsterなどの伝記からそれぞれの人物に関係のある文章を引用してサイトを作

り､家系図のページからはクリッカプル･マップによってリンクを張った｡例えば､ディケンズの初恋の人

"Maria Beadne11''をクリックすれば､

7,-.rケンJ-コ1ロウ-JIL?プE)手玉■

ディケンズの初i直の人

Maria Ebdry=ll 【181 0-86)

[rlr5. Yinter]

･I dbn,tquI旭印Pr帥帥d Who gDU朋即叫mu 4Udr-raLln9 LH SLrlRgth DTthB

T紺Iln9 0T Me-Dm-tWEmlM紺宜CgO LTgロリrT1-8n dTrn臼DWn r舶‖ng･8n□ Ulll

Dnlg thlnk Wn81 1n8 4叩即8t4 1h脱帽咽Dr mリrHturB 15J and tn肌trll"叩n

wh8n l wa白 ⊂bWl吋G ag8; that lt 8HCludod飢･叫□仙｢
1d朗†rt)rTl mg mlrld lDr

TOLN uELdrB, aH --mD □T llT-rW.n一口LJr凹柑rI 8rlMqub=DTdurtlrmB T□LJr; M

★★★★★★★★★★

butit ㈹5 kindlMnd pIBC紺L LothE lポtこQnd if thelglerロIcturB軸wed hjrv

ple叫t口1Emgh止1n
lhi=rEtr叩eEtbT hisg｡止hL thEm W75S nEdNng he

th叩hl df rTl-tend亡rlu
thn trt: "rliEZr･ )S Iqng ELShE Was 【抑=idu5口f

anuLhinB･山hn
Fロ←5ter, TbFLi]F打i e血｣F5D佃甘旧l

が現われる｡この｢系図｣の項目はNetscapeClickable MapでできておL)､ HTMLフ7イルでの盲己述は次の

ようになっている｡
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<[MG SRC="genealogy.g肝■ ALT=t-Index crLCkab[e-map" BORDER-"0.- uSEMAP='鞄enealogy･map‖>

<MAP NAME=‖geneakw.m甲‖>

くA旺A SHAPE=HrectH COORDS=H472
,486,

567,563
"

HREF-"/dickens/genealogy/I->

d雌A SHAPE=--rect.I COORDS-‖404,41 3,490,483'-

H REF=.. http ://www. helsinki.fi/kasv/nokoVdora ･ html
"

>

d胴EA SHAPE="rect" COORDS=--3 55,489,454,552.-

HREF="/dickens/genealogy/henry.gW">

dl旺A SHAPE=--rectt- COORDS=t-303,41 6,386,489"

HREF-"/dickens/genealogy/sidney.g肝. >

雌A SHAPE=''rectll COORDS-n 2 5 5
,490,343

,
5 5 1

H

HREF-‖/dickens/genea一ogy/">

dl旺A SHAPES.1rect" COORDSニー-21 3,41 6,290,485"

HREF=
"

http ://www. helsinki.fi/kasv/nokoVfrank. htm [''>

雌A SHAPE="rect'. COORDS-‖1 68,487,249,552'■

H REF= Tl/dickens/genealogy/wa[ter.gif.'>

d眼EA SHAPE="rect" COORDS=''l 1 7,41 6,1 95,485"

H REF =

I.

/dickens/genealogy/daug hters.htm [
I.

>

雌A SHAPE=-Trectn COORDS=‖72,489,1 49,551
"

H REF=
f

I/dickens/genea一ogy/daug hters.html
-I

>

く叫荘A SHAPE="rect" COORDS-‖2l
,41

6,97,489t-

H REF=
"

/d ickens/genealogy/bz. html
--

>

d胴弘SHAPE=Hrect.'COORDS-‖395,332,494,400‖

H REF=
‖

/d ickens/genea一ogy/georg ina.g肝‖>

d雌A SHAPE-"rect-I COORDS-I.31 5,33 l
,395,400"

HREF= -ソdickens/genealog〝maⅣ.html‖>

雌A SHAPE="rect''COORDS-''1 94,33 1
,31

5,402■T

H REF= "/dickens/genealogy/cath. htm (.
I

>

雌A SHAPE="rectT'COORDS-'.55,330,1 69,402"

H RE F- I./dickens/genealogy/cd/cd. htm L
"

>

雌A SHAPE=.Trectl'COORDS-"1 1 4,264,21 8,31 8-I

H REF =
n

/dickers/genealogy/teman. htm I
‖

>

く印鑑A SHAPE=‖rect-I COORDSニー■7,263,1 08,31 8"

H REF-. I/dickens/genealogy/bead nell.htm r.>

く印鑑A SHAPE="rect-- COORDS-"7,1 92,85,261
‖

H REF=. T/dickens/genealogy/fan ny. html
"

>

く叫旺A SHAPES"rect.I COORDS-t-262,1 1 2,362,1 74T'

H REF =

"

/dickens/genealogy/mother. htm I
I.

>

dl旺A SHAPE='lrect‖ COORDS-n1 34,1 1 l
,220,1

74TI

H REFS
"

/d ickens/genealogy/father. htmT
T
'>

< !- - d托A SHAPE=l'defhuk"

HREF=.T http://vwsoc.nacsis.ac.jp/dickens/genealogy.html" >->

dM肪

また､ "Char一es John HufFim Dickens--をクリックすれば､年少時から死ぬまでの1 4枚のディケンズの肖

像画をスクロールしながら見ることができる｡ ｢系図｣の項目で特筆すべきことは､ディケンズ自身の様々

な肖像だけでなく､滅多に見られない彼の肉身や関係者たちの肖像が就明文と一緒にウェップ上でPEI覧でき

ることである｡
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件晶と電子テクスト､梗概

ウェップ上の検索サイトから日本支部のワークステーションにアクセスしてくる人に関しては､ディケン

ズの特定の作品に関する情報を求めている場合が多い｡その結果として､そこでクリックされる頻度もま

た､ ｢作品｣の項目が非常に多くなる｡

T一丁ケコ式･コェEIウシy)プ日本支部

件晶と電子テクスト

Works and E-texts

●各作品のページに閲しIe旺､英語のタイトルモクリサクして<ださい.亡準備中)

●電子テクストについては.殆どの作品がPrロjectGutenD･ergから提供されています｡

●このページでは､イリ/イ大学にあるProjectGuterlbergのミラヤサイトに収納された
テクストファイル(tHt)と圧紹ファイル(zipH=')ンクを張っています｡

●その他の電子テクスト開運サイトについてはこ与をを御覧<ださい｡

長ii小鼓および短岳集

1. 5u[etGJleぎbg Bqz : 〃](Ie;trQ亡irepf Ey打甘-dFy上ife即d Ey即甘-d吋F-F叩始

(1836)
『ポi'のスケ.yチ集』

txt (14g7 Kb) zip(568 Kb)

2. ThEPofrthumqufrF印打ぎロHhe Pjckrick C)血(1 83丘-7)

Fビクウ-(ツタ･クラブ』

txt (1756 KL))zip(727 Kb)

3. D)iyer TriEt.･ W therPLirづ如BEryLぎFbgreぎぎ(1837-g)
『オリj'ァ-･トウイスト』

ここには24の主事作品と.その他の21の小品が列挙してあり､主要件晶はそれぞれの電子テクストのサイ

トへのリンクと､それぞれの作品のサイトヘのリンクが設けてある｡

電子テクストヘのリンクに関しては､テクスト形式と圧縮されたZIP形式に分かれている｡いずれも

university of川inois at U血ana
- -

Chaqx*nにあるProject Gutenbergのミラーサイトに接続されてい

て､いつでも気軽に好きな作品をダウンロードできるようになっている｡そして.それぞれの作品のサイト

には､ ‖Articles‖の項目に会見が書いた論文の電子版(riTMLまたはPDFファイル) ､ "Academk:

Resources‖の項目には電子テクストをはじめ学術的なウェップ･サイトの紹介､そして''Misc･t■の項目に

は作品に関係のある種々雑多なサイトが列挙してある｡

ディケンズは叫拝する文体を特徴とする鶴舌の作家で､特定の部分をつぶさに概蕪して描きながら､提喰

的に全体を喚起する型のリアリズム作表である｡必然的撞果として彼が創作する統一体としてのテクストは

膨張したものとなる｡ぺ-/トJiックで800ページ､文庫本の載駅でも4冊から8冊となL)､現代の一般読

者はまずその分Jにたじろいでしまう｡そこでディケンズの小牧の面白さを理解してもらうために､大学数

兼殊程の学生や一般読者のために､ 1 5の長削噸の主な萱鳩人物の故明とプE)ツトの梗概をウェップ上に

荘くことにした｡ディケンズの読者JFを拡大することが最大の目的であることは言うまでもない｡

｢梗概｣の半分は日本支部初代会長の宮崎孝一氏の許可を得て､ 『ディケンズ:後期の小艶』 (東京:英
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潮社. 1977)から電子化し,それ以外は他の理事の方に作成を頼んでいる｡私が担当したのは,マルチメ

ディ7テクスト作成に使った『クリスマス.キャロル』と､最後の未完小説『エドウィン･ドル-ドの観

であるが.次にあげる後者のページのように､かなり詳しい梗概であるために､ディケンズ研究者にとって

ち(たとえ『エドウィン･ドルードの凱に関して論文を書いても､数年たてば登場人物や租軌こついての

記憶もおぼろげになるという意味において)十分に役立つものである｡しかしながら､このようなウェップ

上でのサービスは諸刃の剣であり､この小説でレポートを課された学生は実軌こ本を読まずに莞をしてしま

ぅという危険がある｡レポートや宿題を課す教師の側も､その意味では常にウェップ上で検索するなLJし

て､学生の不謹慎な行動を未然に防いでおかねばならない｡

主な登場人物

* エドウィン･ドルード(EdwinDrd)

若い見習い技師｡ローザ･ /くッドとは両方の亡き父同士が決めたいいなずけの仲だが,お互

いに愛していないことに気づいて､友だちのままでいることに同意する｡二人が別れる前に

最後のキスをしたとき.二人を尾行していたジャスパーに見られる｡その後すぐエドウィン

は矢島してしまう｡

* ジョン･ジャスパー(｣ohnJasper)

エドウィン･ドル-ドの叔父で, Fl番小屋に-人で住むクロイスタラム大聖堂の聖歌隊良

ローザ･ Jiッドの青菜散乱アヘン常用癖があL)､定期的にロンドンのアヘン慮を訪れてい

る.ローザに対して邪恋を抱いておLJ､この三角関係が甥を殺害する勤軌こなっているよう
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に患える｡

* ローザ･パッド(RosaBud)

両親に甘やかされて育ったが､実際は分別があって心がやさしい娘｡トウインクルトン女史

の女子寄宿学校の生徒｡ジャスパーの邪恋を逃れるために､後見人グルージャズのいるロン

ドンへ行く｡

* ネヴィル･ランドレス(Nevi[IeLandl6S)

ヘレナとは双児の兄妹｡セイロンに住んでいたが､後見人のハニサンダーによってクロイス

タラムに連れてこられ､ネヴィルはクリスパークルの衷で教育を受けることになる｡兄妹と

もに激しい性格｡ネヴィルはジャス′トにけしかれられてエドウィンと喧嘩をする｡エドウ

ィン矢島後､その嫌疑をジャスJトからかけられ､ロンドンに隠れ場所を求める｡
* ヘレナ･ランドレス(HeknaLandless)

ハニサンダーによってトウインクルトン女史の寄宿学校に入れられ､そこでローザ･バッド

の親友となる｡兄がロンドンに逃げたあと､彼女もあとを追いかける｡目の力で催眠術をか

けるジャスパーに対して彼女は平然としている｡

* ルーク･ハニサンダー(山keHonqh山e()

ロンドンの博愛協会の横柄な会長｡ランドレス兄妹の後見人だが､エドウィン殺しの嫌疑が

ネヴィルにかかると､急いで二人との関係を断ってしまう｡

* トマス･サブシー(11℃mおSapsea)

競売人で尊大なうぬぼれ屋｡ジャスパーと仲がよく､めちにクE)イスタラムの町長となる｡

トウインクルトン女史(Miss TwinkJeton)

クロイスクラムの尼僧院にある女子寄宿学校の校長｡星間は礼儀作法に厳格だが､夜になる

と恋愛の話で生き生きとする｡

* トープ夫妻(MrardMrsTp)

ジャスパーの門番小屋の隣に住むトープ氏は､大聖堂の掃除をしたり礼拝者を座席に案内す

ることを仕事とする｡トープ夫人はジャス/トの家政婦をしている｡のちにディック･ダッ

チエリーが夫妻の家に下宿して.ジャスパーを監視する｡

* ダードルズ(Durdles)

クロイスタラムの大聖堂の修復に携わっている無愛想で漕の好きな石工｡大聖堂の内外に詳

しいので､ジャス/i-の関心を引く｡ニ人は大聖堂の地下を探検するが､その理由は明かさ

れない｡

* デビュティー(叫吋)

ウインクス(Winks)という別のニックネームを持つ石投げの得意な腕白小僧｡木賃宿の給

仕をしているが,ダードルズが泥酔したとき､彼に石を投げて豪に帰らせることで､こづか

いを稼いでいる｡

* セプティマス･クリスJi-クル(Rev. SeptjmusCrisparkle)

大聖堂小参事会長｡年老いた母と一緒に住む薪骨たくましいキリスト者｡ネヴィル･ランド

レスの教師となり､彼の野性的な性質を和らげてやるが､同時に彼の中にある実直な男らし

さを見抜いている｡エドウィン殺しの触疑がネヴィルにかかったのちも､グルージャズと相

鼓して彼の無実を証明する方法を模索する｡

* ハイラム･グルージャズ(HiramGrewgious)

ロンドンで一人暮らしをしている独身老人｡ローザ･ ′1ッドの両親と親しかったことで彼女

の後見人をしている｡彼女がジャス′i-から逃れて保蔑を求めてくると､一緒に下宿を見つ

けてやる｡理由は明かされないが､彼はジャス/トがエドウィンの失掠に何か関係している

のではないかと疑っている｡

* バザード(Bazzard)

グルージャズの書記で､主人に対して何か不恩義な影事力がある｡自分の書いた悲劇が上演
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されないことに不満を持つ｡

* ボブ･ターター(BobTartar)

退役海軍士官で､学校時代はクリスパークルの子分であった.ロンドンに逃れたネヴィル･

ランドレスが住む部屋の隣人で､彼はそこで会ったローザ.バッドに引かれる｡おそらく彼

は物語で重要な役割を果たし､最後は彼女と結ばれると思われる｡

* ディック･ダッチェリ- (DickDatchery)

クロイスクラムに現われる白髪と黒いまゆげの謎めいた老紳士.トープ夫妻の家に下宿する

が､変装をしているように見えることから､批評家の間では彼の正体に関して､エドウィ

ン･ドルード臥ネヴィル･ランドレス臥ヘレナ･ランドレス臥グルージャズ臥バザ

ード臥ターター臥新しい登場人物艶などがある.ダッチエリーの関心はジャスパーであ

り､彼が作品後半で重要な役割を担うであろうことは間違いない｡

仲晶の梗概

ジョン･ジャスJトはクロイスタラム(モデルはロンドン南東部の町ロチェスクー)にある大聖堂

の若い聖歌隊長である｡彼はほんの2､ 3歳しか若くない甥で孤児のエドウィン･ドルードの後見

人をしていた｡ところが,そうした責任ある立場にもかかわらず､ジャスパーはアへン常用者であ

った｡エドウィンの方は.彼が雇われている会社の共同経営者に､いつか将来なるはずの見習い技
師である｡彼の父がその会社の所有者の一人だったのだ.エドウィンは仕事がら世界中をめぐり歩

いていたが､叔父ジャスJi-と婚約者ローザ･バッドに会うために､ことあるたびにクロイスタラ

ムに帰ってきていた｡

ローザ･バッドはクロイスクラムにあるトウインクルトン女史の女子寄宿学校で､レディーになる

ための教育を受けている｡彼女の両親は軌こ亡くなっていた.ローザとエドウィンの父親は､非

常に仲のよい友だちだったので､お互いの子供をいいなずけとし､適当な時期に結婚させることを

連嘗で決めていた｡しかし,それから何年かたって､ニ人の若者は自分たちが愛し合っているわけ

ではなく､親たちの願いに従って結婚したいと患っていないことが分かった｡ローザの寄宿学校時

代の最後の年に､ニ人は友達のままでいることに同意する.ジャス′トはこのような二人の間に介

在し､ローザに対して邪恋を抱いており､目による催眠術で彼女を恐れさせる｡そのことにローザ

以外の者は誰も気づいていない｡

ぁる時､エドウィンがクロイスクラムを訪れていると､セイロンの辺境で孤児になったイギリス人

の苦い男女が､この町へやって来た｡その少女.ヘレナ･ランドレスはローザ･バッドと同い年

で､彼女もまた女子寄宿学校に入学する｡一方.エドウィン･ドルードと同い年のネヴィル･ラン

ドレスは大聖堂小参事会長､クリスパークルのもとで勉強を始める｡クリス/トクルはジャス/汁

とエドウィンの友達だったので､自分の生徒であるネヴィルを二人に紹介し,みんなが誠実な友に

なることを望んだ｡しかしながら､若いネヴィルはローザに強く魅せられ､エドウィンの彼女に対

する気ま<れな態齢こいらいらさせられる｡ネヴィルとエドウィンがジャスパーの下宿に居合わせ

た､まさにその晩に二人は喧嘩をしてしまう｡もし自分が止めなかったならば､ネヴィルは怒りの

あまりエドウィンを殴り倒してしまったっだろうとジャス′トは言いふらす｡

ローザとヘレナは親友となったので､ローザは自分がヘレナの兄ネヴィルに恋をしていることを告
白する｡ローザはそうした気持ちをジャスパーに言わなかったが･まもなく彼はそのことに気づい

て非常に嫉妬する｡ジャスJトはアへン耽溺のために､時としてとても不可解で異様な状態になる

ことがあった｡ジャスパーは同じように風変わりな男､石屋のダードルズと知り合いになる｡ダー

ドルズはジャス/トと一緒に大聖堂を探検し､その舌代の建物の地下にある色々な古い基を敢えて
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やった｡ある真夜中､そのような探検をしているとき.ダードルズは泥酔してしまう｡彼が眠って

いる間に､ジャスパーはダードルズのポケットから地下室の鍵を盗み出す｡その鍵で彼がのちに何

をしたかは謎のままとなる｡

次のクリスマスの季節に､クリス/トクルは喧嘩をしたネヴィルとエドウィンを仲直りさせようと

する｡彼は二人がジャス/トの下宿で会い､お互いに謝罪をしてから楽しい晩を過ごすように提秦

する｡二人の若者はこれに同意する｡ところが､クリスマスの朝､エドウィンがいなくなったと叔

父のジャス/トが言い出す｡その前の晩､二人の若者が彼の下宿から出て､川の方へ歩いていった

というのだ｡それ以後､ニ人の姿を見た者はいなかった.クリスパークルが資を現わすと､その日

の早朝ネヴィル･ランドレスが一人で徒歩旅行に出たと報告する｡捜索隊がネヴィルのあとを追

い､クロイスクラムに連れもどす｡ネヴィルは軌こも自分の無実を納得させることができない｡と

はいえ.彼が罪を犯したと決めつける十分な証拠はない｡実際､エドウィンの死体は見つからず､

クリスパークルが)Ilで彼の時計とネクタイピンを見つけただけだった｡

最臥ネヴィル･ランドレスの無実を確信していたのはローザとヘレナだけだった｡彼女たちがす

ぐに自分たちの側に説き伏せたクリスパークルは､ネヴィルがクロイスタラムを#れて､ロンドン

ヘ逃亡するのを助けてやる｡ジャス/トはネヴィルを殺人者として有罪にする証拠を見つけてやる

と誓う｡彼はまたネヴィルが犯人である証拠を持っているとほのめかす｡しかしながら､エドウィ

ンが実際に殺されたことを示す決定的な証拠はなかった｡

2､ 3ケ月後､ジャス/トは女子寄宿学校に現われて､ローザに会いたいと申し出る｡ニ人が校庭

を歩いているとき､ジャス/トは彼女への愛を告白し,自分がネヴィル･ランドレスを絞首台へ送

る十分な証拠を持っていると言う｡彼はまたローザが愛に報いなければ･自分の知っていることを

ばらすと警告する｡彼が立ち去ったあと､ローザは退学してロンドンヘ行く｡そこで彼女は後見人

であるグルージャズに保護を求める｡この後見人は風変わりな男だったが､何年も前に彼女の母に

恋していたという理由で､彼女をかわいがっていた.グルージャズはローザがロンドンの下宿で安

全に滞在できるように取り計らう｡次の日､クリス′トクルがロンドンに到書し･ネヴィルとロー

ザを苦しみから救い出してやる計画を立て始める｡

ぁる日､ダッチエリーという白髪の見知らぬ男がクロイスタラムにやって来る｡彼は余生を平穏無

事に終えるために､静かな下宿を探していた｡古風で趣きのある住居を探していた彼は､地下道の

ぁる古い門番小屋にあるジャス/トの下宿の向かいに部屋を億りる｡通行人たちは彼がドアを閉め

て､その背後に時間ぎめで座っている姿をよく目にしたものだった｡彼はジャスパーについての話

を附くたびに,部屋の戸棚の内側に時には長く､時には短くチョークで印をつけた｡それからしば

らくして､ジャスパーは彼がアヘンを旦っていた老婆に影のように絶えずあとを付けられる｡この

聖歌隊長について彼女は明らかに何かを知っているようで､他にも色々と疑っていた｡ダッチエリ

ーは彼女のジャス/トへの異常な関心に気づき､安ホテルまで彼女のあとをつけて行く｡次の朝､
その奇妙な老婆とダッチエリーは､一掛こ大聖堂のミサに出席する｡この女が自分はジャスパーを

知っているとダッチエリーに言うと､彼は衷に帰って､戸棚のドアの暮につけていたチョークの印

に､もう一つ同じものを付け加える｡

ここで物音は終わる｡ディケンズは1 8 7 0年6月9日に6 0歳で急死し､小敵は未完にまま残さ

れた｡彼がどのように物語を終わらせようとしたかを示す覚書は･彼の書類の中にはなかった｡デ

ィケンズの死の沈矧こよって､この未完小観は文字どおL)態となLJ､その誕の解決について多くの

論文や小観が書かれている｡
(担当:松岡光治氏)
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｢作品｣のサイトにアクセスした人にとって最大の関心は会長の書いた論文であるが､その数は作品に

ょって隔たりがあるので､会長には過去に発表した論文をできるだけ､ HWLまたはPDFファイルで､ワー

クステーションに格納してもらうようにすることが､私の当面の課題である｡それから､現在はアクセスし

た人が自由にダウンロードできるようになっているが､そうした人の無断借用などを防ぐ方法を考える必要

があるという意見もある｡それには前に述べたように､ PDFファイルに変換すればコピー&ペイストを許可

しない設定ができる｡しかし､会長の許可を得てウェップ上に公開される電子版の論文については､全国の

大学図書館などに送られて自由にコピーをとることができる紀要論文と同断であり､悪用されるかどうかは

利用する人のモラル次第なのである｡

文献､翻訳､出版

今臥ワークステーションに格納するために弘が作成したディケンズの文献一覧表には､ディケンズが死

亡した1 870年に出版されたGeorge Augustus Sata, Charles Dv･ckensから､ 1 999年の最新刊Mary Lenard･

preaching Pity: Dickens, GaskeII, arxISentimentah･sm in Victon･an Cultureにいたるまで､ 43 5冊がリスト

アップされている｡さらに､現在も入手できる文献に関しては､書籍のインターネット･ショップ最大手､

amazm.cmlで検索したページに直接リンクが張られている.ディケンズのビブリオについては,ウェツプ

上で質土ともに抜きん出たページであるばかりか､ビブリオ関係の書籍でもこれを上回るものは1 -2点し

かない｡ r文机のべ-ジは､ディケンズのテクスト,手紙､手引き､書店､その他の項目も列挙してあ

I)､ディケンズの文献に関しては,ブラウザの検索機能を使えば殆どがここで分かるようになっている｡

T-Lケコま･フIF)ウ5TサブE]車重事

ディケンズ文献

A Di亡kel古BiL)tit)grapl町

･･附q書Lおょび同姓いや晃霜とし巳Lこ与CL
王で秤-1R下削ほ七D

■ aibl佃grwhu
● Th卓[lbrBndon Dicl相n4

■ Tr[BロIBk･BnB亡□nP8nl DnB

I ｣虹t巳r牢

I DiEk即-S'Jpurmli弓m

■加ロk Set)n:-h Bn'dロr始r
4 MiE;C.Bllar哩

Blbl紬g raPh y

l. G甜rge Aqu5Ius 5ala, mGr7齢md･ELn･£亡LDndw, 1a7D〕

空.Williロm WDlkin5_ nbri田bjGk即貫【Lqndロn_ 187O)

★★★★★

43A GlbHCLJ, FMn, £ri偶肝亡岬姐qJ7 rLllEJ5&n宙D9甜即丹(GreenWE)Bd Pr臼岳･

1pl帽I
435. LenBrq, Mbrg.即印n9 nZg･･ DrEy(印も鮎ま柑JJ, - Em"JWu"aT]-

'?n

粥亡[wl･Gn亡Lntelm岬eter LBrlg,柑匂g)
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ディケンズの葡訳は今までに主要作品1 5#のうち1 3編が出版され･そのほとんどが現在でも文庫本その

他で入手できる｡日本の読者がディケンズの文学に接するのは一般に葡訳からであるし､ディケンズに興味

を持った人が他の件品も読んでみようと患うのも･載訳を通してである｡ディケンズは日本における外国文

学の中でも既に名声が確立した作家であるが, (そうでない作家の場合はなおさらのことだが)知名度を更

に高めるのに葡訳以上にいい手段はない｡いくら優れた研究書が出ても､作品自体が読まれないのであれ

ば､それは存在価値を失ってしまうだろう｡

デすケ-Jま･フェロウシ･}了EI末圭敵

仲島の葡訳

Jar)aneSe Translations

●.q^･ctchEE吋B甜(帽55)
○鹿本隆鹿訳『ポズの薫漏集d (近代文替社､ 19g3)

● Th官FicA･沖･jcA･P甲qrS (1 a36一丁)

o北川韓二訳FElゥゥィサク･ウラブ』全3巷(ちくま文鼠1ggO)
o IL川慨二喜郎ピタウイサク･クラブ』 (三笠書房. 1g71)

o書簡畳退…即ピウウイ.･jクT真壁喜FD〔三笠書房ー柑51〕

● o7iverT沖･ist (18‡71g)

o小池き茄喜即オリブァ-トウイスト』全2巻(ちく£文嵐1990)
○ ]LllI･1希=;即オリヴア･トウイスト』コレクターズ振世界文学全集1

1 〔E)本メ

-ル･オーダー牡､ IgTl)

朝訳は学生たちの英語学習を掛ヂるように思われているが､決してそうとばかりは言えない｡原書を読む

とき､分からないままであれば､その行為は長続きしないだろう｡その意味で朝訳は英語力を高める強力な

手段となりうる｡研究者の場合もまた､すべての的連図‡を原書で読むのは時間的に無理である｡専門から

#れた分野の本であれば､載駅を利用した方が絶対に効率的だと昔えるだろう｡

ここでは載駅の探し方を次のように紹介している｡

l.現在でも購入できるかどうかは､ rBooks10r･jp｣ (http://v-.books10r･jp/)で検索｡

2.古本に関しては､ r日本の古本屋J (http://www･kosho･or･jp/kosho/user/index･asp)または

rインターネット古書店美内｣ (http://kbic･ardour･co･jp/-newgenji/oldbook/sgenji･htmt)で検

索｡

3.学術情報センターのrNACSISWebcat (総合目鼻データベースWWW検索サービス) ｣ (h坤:

//webcat.nacsis.acjp/)で検索｡

日本支部会具によるディケンズの研究書は近年,次々と刊行されている｡
r出版｣の項目では､ 1998年

以降に出版されたものに関しては､その内専を含めて紹介している｡また､ここでは1998年以前に関して

も､過去に国内で出版されたディケンズの研究書62冊はすべて年代順にリストアップし､輸文執筆者のビ

ブリオ作成に資するようにした｡現在でも入手できるものについては､ Books･or･jpで検索されたページと

リンクが張られている｡
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T-1ケン京･7‡ F)ウ-}･･)TE]事支部

会且による出版物

pLJhli(dior15 I)y Japa-亡Di(k亡nSiz)rlS

t]事fJLIl振さ屯たテイサンエ何元酎

ナィケーJよBL点心#fI書

〔1gg己キ以Ii)

● EZ]辺洋子Fディケンズ後期凶作晶研究: r視点Jから脱｢観点Jへd (こびあん書房､

柑99年9月15日発行､ 7-000円)

1.序章

2.第一章: a)e血肋【J甜論:視点の指杭
3.第二章: A T8)eofTn･o亡jtjeぎ拍:視点の稚承

4_第三章: 6re8t EA･PeCt8tjErnS論:視点の交蕗

5.崇四章: Dw仙tu8) FrieJ7d論:視点4)消失
丘.引用喜兄

7.後書き
8. Blbllogr8F)hg

g.索引

10.初出一覧

●川濯英男『ディケンズとアメリカ: 1 9世紀アメリカ事情』 (影充牡L 1998年11月10日

発行. 2-800円)

o序章:十九世紀英米文化変温

o第一章;ボストン上陸

o第二章:ニューヨーク干してフィラデルフィアへ
o第三圭:ワシントンD･〔の⊂･D

o崇田章:アラゲニー山脈を越えるディケンズ
o崇玉章:ディケンズのアメリカ慨
o崇六章:アメリカ再訪
0 あとがき

o蓉考文l式
o索引

I Graham LOW and Adr佃n J. Pjnnngton, eds. 6rleqr EE'P打tJrjqJ7S (New York:

Bro凸dview Press- 19E)8)

日本で出版されたディケンズ粥連図書(作品の載駅を除く)

l.本田顛彰/内藤濯『ディケンズ/ヴェルレエヌ』 (岩波書店, 193-)

2.寺西武夫Fディケンズ』 (研究社出版:研究社英米文筆評仲暮暮､ 1934)

3.竹内道之助/菅谷恒徳(釈)
､ステファン･ツワイグ『三人の巨匠:′1ルザック･デ

ィケンズ･ドストイエフスキイ』 (三笠書房､ 1936)

4.寺島 勧(釈)
､アンドレ･モロア『ディケンズ』

(新生堂､ 1941)

5.中井軌(釈)
､シドニー･B･ウイップル『ディッケンズそのほか‥アメリカ老新叩

紀者の随筆集』. (イヴニングスター社､ 1947)

6. T血Yamamoto, Growth ad System of廿治LagRP Of Charles Dickens

(Kansai University Press, 1 950)
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7.海老池俊治『Charles Dickens』 (研究社:新英米文学評伝叢書､ 1 955)

8.横田国男(釈)
､アンドレ･モロア『ディケンズ削(弥生書房､

1957)

9.宮崎孝一『ディケンズ小説論』 (研究社､ 1959)

10.山本忠雄(他) 『チャールズ･ディケンズの文体』 (南雲堂:作表研究叢書､ 1960)

ll.田辺昌美『ディケンズの文学』 (南雲堂. 1960)

12.天理大草圃書館(i) 『チャールズ･ディケンズ』 (天理大草出版部:善本窯長集､

1966)

1 3.田辺昌美『¶℃ Uncommercia] Traveller研究--Dickens文学の-つの完成-
-

』

(第一学習社､ 1969)

14.桝井過失/田辺昌美(i) 『ディケンズの文学と言語』 (三省堂､ 1972)

1 5. Koichi Miyazaki, The Inner Structure of Charles D'K:kens's L&er Novels

(Sanseido, 1 974)

16.京都外国語大学付属図書館(需) 『チャールズ･ディケンズ:作品と参考文献』 (莱

都外国語大学付属図書館､ 1 975)

17.中西敏一

18.田辺昌美

19.宮崎孝一

20.小池 滋

21.小池 滋

2Z.松村昌泰

23.真田千秋

24.宮崎孝一

(研友社､

25.松村昌泰

26.吉田孝夫

27.滝 裕子

28.小池 滋

29.吉田孝夫

30.鈴木徹郎

『チャールズ･ディケンズの英国』 (開文社出版､ 1976)

『チャールズ･ディケンズとクリスマス』 (あぽろん社､ 1977)

Fディケンズ:後期の小説』 (英潮社新社:イギリス文学作品論､ 1977)

qロンドンーーほんの百年前の物音』 (中央公魚社:中公新書, 1978)

rディケンズ: 19世紀信号制(冬樹社:英米文学作家論叢書､ 1979)

(釈)
､アンガス･ウイルソンFディケンズの世界』

(美玉社､ 1979)

(篇) 『ディケンズを読む』 (南雲堂:志学台叢書､ 1980)

(他駅)
､ジョン･フォースターF定本チャールズ･ディケンズの生涯』

1980)

『ディケンズとロンドン』 (研究社:研究社選書､ 1981)

『ディケンズの笑い』 (異学出版､ 1982)

『ディケンズの人物たち:その精神構造の諸相』 (塊書房､ 1982)

『ディケンズとともに』 (晶文社､ 1983)

『ディケンズのユーモア』 (異学出版､ 1984)

(釈) ､ H･C･アンデルセン『スウェーデン紀行:ディケンズ訪問記』

(東京書籍:アンデルセン小配･紀行文学全集､ 1986)

3l,中西敏一(他幕) 『ピクウィック読本:ディケンズ文学の理解のために』 (東京国

書､ 1987)

32.天理大学附属天理図書館(i) rチャールズ･ディケンズ』 (瞳川書店:.天理図書成

幸本写真集､ 1988)

33.小池 滋/金山亮太(釈)
､ジョージ･ギッシング『チャールズ･ディケンズ漁』

(秀文インターナショナル:ギッシング選集､ 1988)

34.石田敏行/石田洋子(釈)
､セドリック･ディケンズ『ディケンズとディナーを:チ

ィケンズの小就中の食べもの散刺(モーリス･カンパニー､ 1987)

35.石田敏行/石田洋子(釈)
､セドリック･ディケンズ『ディケンズ小配中の楽しい洋

漕のはなし』 (モーリス･カンパニー､ 1988)

36.植松靖夫(釈) ､ A･ジョンソン『イギリス小乱入門:ディケンズからコンラツドま

で』 (高科書店､ 1988)

37.小池滋/石塚裕子(釈) ､ L･K･ウェップ『チャールズ･ディケンズ』 (西村書店･

1989)

38.吉田孝夫『ディケンズ名言集』 (異学出版､ 1989)

39.松村昌泰rディケンズの小放とその時代』 (研究社. 1989)

42



40.小松原茂雄『ディケンズの世界』 (三笠書房､ 1989)

41.藤村公輝(釈) ､ P.A.W.コリンズ『ディケンズと教育』 (山口書店､ 1990)

42.吉田孝夫『ディケンズを読んで』 (あぽろん社､ 1991)

43.渡辺省三(釈)
､エリアス･プレスドルフ『アンデルセンとディケンズ』

(研究社､

1992)

44.小池 滋/金山亮太(釈) ､ G.K.チェスタトン『チャールズ･ディケンズ』 (春秋

社:チェスタトン著作集､ 1992)

45.榊 正子『イギリス小説:その伝統と特質』 (弓プレス､ 1992)

46.小池 滋『チャールズ･ディケンズ』 (沖積舎:ちゆうせき叢書､ 1993)

47.谷田博幸Fヴィクトリア朝挿絵画家列伝:ディケンズと｢パンチ｣誌の周辺』 (国書

出版社､ 1993)

48.田辺洋子Fチャールズ･ディケンズ作｢大いなる遺産｣研究』 (広島経済大学地域経

済研究所:広島経済大学研究双書､ 1 994)

49.藤村公輝(釈) ､ ｣. L.ヒューズ『教育者ディケンズ』 (青山社:立命館大学経営学部

研究叢書､ 1994)

50.篠田昭夫『チャールズ･ディケンズとクリスマス物の作品別(渓水社､ 1994)

5 1. Risa Kotera, Another Side to Char一es Dickens:帥ard Sm to Our

M止ual Friend (Eihosha, 1 994)

52.伊藤度量『ディケンズ文学の旅』 (桐原書店､ 1994)

53.松村昌泰(蕪) 『ディケンズ小事典』 (研究社:小事典シリーズ､ 1994)

54.三ツ星堅三『チャールズ.ディケンズ:生涯と作品』 (創元社､ 1995)

55.寺内 孝『チャールズ･ディケンズ｢ハード･タイムズ｣研究』 (あばろん社.

1996)

56.藤村公輝(釈) 『ディケンズの教育観』 (芙宝社､ 1996)

57.古土川和男『みなし児の遍歴:ディケンズとヴィクトリア朝小配』 (桐原書店､

1998)

58.西偉隆雄『ディケンズの文学:小艶と社会』 (英宝社､ 1998)

59.松村昌泰(需) qチャールズ･ディケンズr大いなる遺産｣ :読みと解釈』 (美玉

社､ 1998)

60.篠田昭夫『塊の紡復:ディケンズ文学の一面』 (漠水社､ 1998)

61.川澄英男『ディケンズとアメリカ: 19世紀アメリカ事情』 (彩流社､ 1998)

62.田辺洋子『ディケンズ後期四作品研究: ｢視点｣から脱｢視点｣へ』 (こびあん書

房､ 1999)

ディケンズ関連のウェップ･サイト

ヴィクトリア朝文学研究のワークステーションのディケンズ部Flを支えるディケンズ･フェロウシツプ日

本支部が提供する最後の項目は､ディケンズ｢関連｣のウェップ･サイトのリンク集である｡これは弘が運

営･維持している･¶eDickensPage" (24のページをプルダウン形式で選ぶことができる)をはじめ､世

界の主だったディケンズのサイトだけでなく､ディケンズ･フェロウシツプの支乱電子テクスト､日本に

おけるディケンズのサイトなどとリンクが張られている｡

ちなみに､世界長大のサーチ･エンジンであるAhaVbtaで.1Charles DickensTlを検索すると､ 38･427

ものサイトがヒットする｡これらの中から比較的重要な情報を提供しているサイトを整理するのは､並大抵

のことではない｡この4年臥弘は"TheDickensPage･･でディケンズに関するサイトをできるだけ多く整

理してきたが､日本支部のr関連｣ページでは更に峻別されたサイトのリンク集構築に心がけている｡
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デ･<ケ.-J王.フェロウシ+}TE]車重評

ディケンズ関連のウェップ･サイト

Dickens on the Web

+ Dickens HomBPE]geS

o Dicken昏Page, The (Mj15uharu Plat5uOka･ J叩8n)

o CHIARLES DICKENS (Rjtvaに. Rae5maZ), Finland)
o ⊂harle弓Dickens LIVE! (Klrk H. Witmer)
a ⊂h8rle写Djckens page,The 〔David Perdue〕

o DIckens 6日□■sH‖1 ApPe引

o Dickens House rluseum, The 〔4日Doughtu Street, London)

o Dickens Project,The (U⊂ S8nta ⊂ruz)

ロI'The Dj⊂kens LJniverse, Univers叫ロf ⊂日=fロrni8,

s8nt己Cru2: August 2一日. 1明日●■(r即ロrted叫rlonic日

日口妄言On)

ロ1'The Dickens Universe, U⊂ 5日n18亡ruz. AILJgu51 1gg7●-

(reported b臼rlロnica E5ossロn)

o Dickens Web.The (George P. LandロW. Brown UnlverS叫)

o Dis亡OVering Dickens! (Lucy D附is)
o Fr紬nd岳of Dicken毎日80k DiscuLS:Biロ.n 6二rO.LJP-The (Pljke J,

ロuinn) -- a lite･｢8rg, Cultural and educational club that

meet5 tO read. di5Cu55, act Out and to enj叫the
掛Cltement, the humor, the FIathos and the gen山sロイon申Of

the world'5 greBIe5t Buthor5
- ⊂hBrle5 Di亡ken51

o Lilt om Charles
･Di.ckens

(NロrW鞘)

o RIver5ide Dほken5 Fe5t川引〔Rich H凸‖en亡旭亡k〕

★★★★★★★★★★★★★
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第二部

マルチメディアテクストの開発研究



t.序

これまで英米文学の分野では様々なプロジェクトによって作品や資料が電子化され､それらがWWWや

FTPを通して英米の大学などから直接ダウンロードできるようになった｡しかしながら､大抵の場合は作

家･作品に関する基礎的な情報を提供するだけに留まっている｡これだけでは活字テクストの域を出ること

はない｡自分で電子化した文学テクストを他所からの制限なしに加工し.文字や画像や音声や映像ファイル

をも取り込んだマルチメディアテクストにすることによって､ウェップ上の読者は従来にない読みを経簸で

きるはずである｡特に音声や映像を取L)込んだ文学関係のハイ/て-テクストはまだ皆無の状態であるが,育

声や映像ファイルの重さを軽減する新しいソフトが使える昨今では.そうしたマルチメディアテクストの作

成は十分に可能であり.近い将来かならず読書行為の主流の一つを形成するであろう｡

私はこれまでディケンズ.ギッシング､ギヤスケル､プロンテをはじめ多くの作家のテクストを電子化

し..世界中で共有できるようにウェップ上に公開してきた｡ここではディケンズの人口に胎鼓した作品で､

これからもキヤノンに入って種々な解釈がなされるであろう『ク.Jスマス･ +ヤロル』の電子テクストをマ

ルチメディアテクストとして加工した手順を紹介し､そうしたテクストが持つ多角的な読みの可能性を説明

したい｡

1TIE KING FtNGUIN ⅨXXS
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Editor N. B. L. Pevsner

Technical Editor R. B. Fbhenden

PUBLISHERS NOrTt

THE first edkion of A Chn･stmas Carol appeared in 1 843; variants in tk title-page ard訂d

papers establish tk existence of more trv3n粥Tissuel of this edition, of which a facsimile

reprint was published in 1 922, A REAmNG EDmON appeard in 1 858･ Of Later =ustrated

edkions the principa一 are trN3Se Of S･ Eytinge, Boston, Mass･, 1 869; Char一es Pears･ LnYkTted

(1 905); ard山治Chard Barnard, 1 907.

Akho喝h the King Penguin edkion is n仇facsimiJe, an attempt hasおl- ma由to retain the

style of the original ed托ion mentkxNd above, in which tlc copper-p一ate iIIustrations were

hand-coloured･ ln this edkion tryy have tx5gl reproduced ard printed ty John Swain a Son･

Ltd･, Bamet, whilst廿把neareSt approach to try5type in which tk text was set was fd to k

MqlOtyFX Modem. ¶e text page Were Printed ty卑和一由woode, Bauanyne a Col Ltd･,

Lqxh 11℃ cover design was軸from tb original binding ty Wi/Iiam Gr7'mmond訂d

printed ty C/arke & SherweI/, Ltd･, NtNthamptm･ ¶e paper was supplied ty Spicers･ Ltd･･

LαⅦbl

PUBuSHED BY

PENGUIN B(X)MS UMITED

HARMONDSWOm, MIDDLESEX

ENユノ小D

PENGUIN B(XXS INC.

245 FIFTH AIM

NEW Y()RK

ll. 『クリスマス･キャロル』の電子化

『クリスマス･キャロル』の電子テクストは既に5-6種類がインターネット上に公開されているが､そ

れらは基本的にはぺ-/トバックと同じように単に読むためのものである｡電子テクストの形態をとってい

るので検索には役に立つが､版権の同席もあってベーパーJiックのような注釈はどれもついていない｡既に

幾つも存在するt子テクストに同じようなt子テクストを付け加えても意味がないので､私は一般の人には

入手しがたいrクリスマス･キャロル』の初版本(JohnL.点℃hによるカラー版の挿し絵つき)をt子化し､

それに対して独自に作った専門性の1机l注釈を数多く加え､読者のユニークな読みを誘発するような多種多

様な文字､画像､音声､映像のファイルをリンクさせたマルチメディアテクストを開発した｡更に､読者を

テクストの生産者にまで高めるために､このマルチメディアテクストに書き込み可能なフォームを幾つも埋

め込んだ｡こうした試みは､従来の読書行為に変化をもたらし,また将来に向けて新しい読みの可能性を生

み出すに違いない｡

『クリスマス･キヤE)ル』の電子化に使ったのは､巻末に"Printed in Engbrd at111E BAumE

PRESS, SPOT¶SWOODE, BALmE & CO. LTD. L.… 良 CaCHESTm‖とあるTb King Penguin Books

の初版本である｡これは前に紹介したAJan Shelston教授から､私がマンチェスクー滞在中にいただいたち

のだ｡この本の特徴は先ほど述べたジョン･リーチのカラー版の挿し絵が4点と白黒の挿し絵が4点あるこ
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とだが､版権が消波していることから画像ファイルとしてウェップ上に再現することができた｡

まず最初に.上の原文の第l章(STAtCl)における最初のぺ-ジをスキャナ(Hewlett Packard ScanJet

5p)で読み取LJ､ 孤(TextBridge)で認識させ､出来あが.'たテクストフ7イルをワープJ=ソフト(MS

Word)で開くと､次のようになる｡

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

皇

A C日日m GへROL

STAhC ONE.
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MARLEYS GHOST.

出血盟was dead: to begh wM1. There is ry) dd蜘atxd that･ 1lle

register of his burial
was軸ned

ty tk clergyman, trN= Clerk, the undertaker,訂d the chief

mourner. scrwge軸ned it:ard Scrooge-s rm was gxxI LP TChange, for anythhg k cho託

to p止his皇些垣to･Okl MarLey was as由ad as a door-n姐

Mind! l dmtt rTW tO Say that l know, of rTV own knowkdge, what there is

particular&血d血t a doornaiT. I mbht have由inclined, myseW, to regard a coffin-nail

as the deadest piece of bTOnmOngery in tk trade･ But加dsdom of our ancestors is in加

simile; ard nv unhafbwed hands shal一塵disturb it, or the Country's ck-for･ Ym wiII

therefore permit m! to repeat, emphaticaL少,that
Marley was as ck!ad as a由卜n盛･

Scr{xge krw ryewas dead? Of course k dk]･堕些

些些itト把Otherwise?Scrooge ard k were partners for

塁

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

次に､スキャンしたテクストに対してワープロソフトのスペルチェック機能を使うと､上の例のように下

線部がすべて拾われてしまう｡それは普通の辞書には見られないスペルだけでなく､ -TScroogeTtや

I.Marley"のような特殊な固有名詞をはじめ､ ･･what-everT-の中に見られるような特殊文字も含まれる｡も

ちろん､これだけでテクストの電子化が完成したわけではない｡二重下線部のように,単独のアルファベッ

トや辞書に掲載されている単語であれば､文脈に合致しないものでも､スペルチェック機能では拾われな

い｡従って､ワープロソフトを使ってスペルチェックしたあと､自分自身の目を使って校正しなければなら

ない｡これが電子テクストを作る上で最も骨が折れ#'Llの注意力が要求される作業である｡その軌こは､

･band"やHnet‖のような単語が入ったコンテクストだけでなく､ "How… could..のようにレイアウトの崩

れも修正していかなくてはならない｡これまで250以上の電子テクストを作成した経験から､私は証よりも

速く仕上げる自信はあるが､やはり英語を母国語とするボランティアの人に再度･校正してもらう必要があ

る｡私が単独で完成させたギヤスケル､ギッシング､プロンテ姉妹,それぞれの全集の電子テクストは､そ

うした校正が世界中のボランティアによって進行中である｡

スペルチェックしたテクストをWWWブラウザに表示させるためには､それをHITMLファイルに変換す

る必要がある｡ HTML (HyperText Markup L3Pge)とはタグ(区切り配号)を使ってWWWブラウザに

表示方法を指示する記述書語で,通例ホームページを作る場合に使用されるものである｡上のテクスト

ファイルを修正し､次のように書き換えてみる｡

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

dm札>

d馳

<m11t Hyper-Media Text of ‖AChristmas Carol'■(l)<〝lTLE>

州♭
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mY BGCOLOR=‖#FFFFCC.1>

く凸>

d♭

MARLEY was dead: to begin with･ There is no dd whatever atxxJt that･ ¶鳩

regjster of his burial was signed ty the clergyman･ the clerk,廿℃

undertaker, ard the chief moumer. Scrooge sbned it･Ad Scrooge's rm was

gxxJ L叩- 'Change, for anything l℃dh岱e tO Put his rd to･ O一d Marley was

as cbad as a door-nail.

<U>

Mind! I d00It l一個n tO Say that L know, of rTV OMl know一edge, what there is

particularly由由atxd a door-nail･ Imight have tx,en inclined, myself･ to

regard a coffin-nai一 as tk deadest piece of ironmongery in廿治trade･ But

tk dsdom of our ancestors is in廿治Simile; ard rTV unhallowed旭化b shalt

ry)t disturb it, or the Countryls dcrt for･ YcLJ W川therefore permit m: to

repeat, emphatically, that Marley was as血as a door-naiI･

■血♭

scrooge knew ryeWas dead? Of course k did･ How coukl it b otherwise?

Scrooge ard rN3Were Partners for- -

dCL>

〃唱00Y>

く什汀ML>

***.**********************

そして､ ,Icarol-l.htm].･というファイル名でテキスト形式として保存し､ WWWブラウザで開くと､次の

ように表示される｡各Jlラグラフのタグについて､よく使われるマーク付きリスト(<u>- 〃u>)では

なく､等号順リスト(d>… 〃n>)を使っているのは､ブラウザに段落の寺号が付いた方が､前に述べ

たようなメーリングリストを使って読書会などをする際に､問題の段落を指摘しやすいからである｡しか

し､個人で読む場合は､この事号はかえって目障りとなるかもしれない.そもそも電子テクストの第一の存

在価値は検索などの研究用にある｡たとえディスプレイに液晶モニタを使っても､紙のテクストを使う場合

より､はるかに目に対する負担は大きい｡しかし､絶版の書物が電子化されている場合や､メ-リングリス

トによる読書会で使う場合など､電子テクストの存在は確かにありがたい｡
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今回の新しい企画は､ 『クリスマス･キャロル』の初版本を電子化するだけでなく､読者がヴィクトリア

朝特有の語句や社会背景を知るための助けとして､ハイ′{-リンクを電子テクスト内に無数に設定したこ

と､そして音声や映像ファイルに加え.読者が他の読者の解釈を読み､かつ自分の解釈を書き込むことが可

能なフォームを拡張機能としてリンクさせる､いわゆるマルチメディアテクストとして開発したことにあ

る｡

まず､テクストの注釈については､次の例のように(青色の)太字となっている箇所がテクスト内に陸続

と現われる｡

S珊E ONE

M人RLEY●S GHOST

1.料紙LEy wEf9舶8d: t8 bcg踊醐tb･ ThEEre 19 nO doubt whE)t肘er 8b8LJt

signed bg the cler;旧man, the clerk･that. The

the urndert

s上er oT hls bLJ｢181 was

ef m…rner_ Scro喝e S相ned it. And Scrooge's

name wE3写g由d upon -Ehn坪e.紬r 8嶋坤ing
he chose tO Put his h那d to･

Old Mす｢1eg was 8S dead 8S a door-rlail･

2. rll･nd! I dロntt mean tO Sag that I know, Of mg own krlOWtedge, what

there福田戸日cu]Irlg de出細別t t)加or-n蛸･ ]佃ght佃ve b粥n

incl紬ed, mg5e-f, tD re即rd a coffin-rwil a5 the deadest pjece of

ir帥nOngefTg柵the t閏de_日ut t佃w持加m Bf Bur鮒亡e5軸r5 i5紬t鮎

告im亨1e; 8舶rng IJ柵甜owed nE"dき9r181] not dj岳turb lt･ Dr the Countr臼■s

dDr[e for. YOU Wjll therefore permit me to repeat, ernPh8t托811g.
that

Har]eg was aS [旭舶as a door-n岳托

3. Scrooge knew he was dead? Df cours=e he dld･ How could it be

r一名

otherw7se苧Scrooge

臼田∈S. 5G印喝8 Wa寄

8SSlgn, his盲81さ

Arld 8V･8n

that he

funer古l, and

4. The n

from.

rLelz)te_

re lS n

Or nD

We Were n

古nd he were partners for l dDnlt know how m8ng

ロ18脈E?GutOrJ h由so18 admjnj6t｢8tt】｢. hjs sol昏

h薫岳so18 f摘end, 古nd sロ)e m亡Iurr)er･

cut叩bもI
the s8d8Vent, but

sonthe ve｢ud鞘Dfthe

8n undoLJbted b

8nVlnced th

lln.

tne担8il托f豆tBrted

mus‡ be亡田stjnctlg

stDrg 1 8m gOir19
tO

E)n]et.s Father died

be†ore the I)1叫begian
taking ia S;t 1atnlg

1d be nothing more remarkable紬hls

terlg yylnd- upon hls Own ramparts ,

ヨt一】rning

例えば､第1段落のTl･Change"をクリックすれば､同じページの最後に設けられている"Exp一anatory

Notes･･へとジャンプし､そこで読者は注を読んだあと､また''TChange･Tをクリックすることで､ジャンプ

する前に自分が読んでいたパラグラフに戻って.読みを再開できるようになっている｡第4段落にある

-･Hamlet.1は.この悲劇の電子テクストを提供しているウェップ上の外部のサイト(http://www･gh･cs･

usyd.edu.au/-matty/Shakespeare/texts/tragedies/hamletJ ･html)にリンクされていて､
Bg,♭のある読

者はそこに7クセスし､ブラウザの検索機能を利用して鼓当箇所を読むことができる｡

ハイJトテクストの硬朝味は､なんといっても朕撫/逸脱の楽しみにある｡その最大の特徴である聞テク

スト性を高めるために､ヴィクトリ7朝文学的連国書を用いて､できるだけ多く文字と画像lこよる注釈ファ

イルを作L)､単に注釈の参照に留まらず､知能欲旺盛な読者のために､数多くのハイ/トリンクを埋め込ん

でみた｡例えば､このt子テクストでl･Bedlam"をクリックして下の.IExplanatory NotesITに果た読者は､

･Bedlam"の項目でlJンクが張られた青文字の‖the Hosipkal of St Mary of BetMekm"をクリックすること

で､米国テキサス大学オーステイン校のEM Scoggins教授が英文学31 6Kの授業でKlngLearを取L)上

げ､学生たちの理解に役立てようとして作成したページの一つ(http://v-･cwrI･utexas･edu/
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Dog-Star; noted from 8nCjenま蛙由e5 aS the hotte51 and mD5t

unwholesome period DI the gear. (DEEP )

+印nf曲rt8r: A long Woollen sc8rf worn round the thm8t aS叩rBteCt紬n

from凹1d.亡君.ヨ出癖cDmfQ琉er: 8 PmVert)i81 I坤r耶e紬r One W佃inends

ロr Professes t8 Cロm紬rt, but塊es the叩POSite (s;ee Job蜘i･ 2)I (EtErl)

● EIedlt)m: rlE.日edlem = Bethlem, Bethlehem; E)PPlied tD the HDSPj181 of Sし

H8r臼ロf Beth一ehem. in London, founded粥8 Priロ｢g in 1247･ with the
■

sp由81 du軸of rTeCejyjng 8nd entenBinlTlg the bishop of St･ Mary of

8ethlehem, and the凹nDnS. etC. Of tMsJ the m瓜hBr亡hurch. a昏Often 8卓

theg nlght cometロEng18nd. fn 13きO ltほment紬med 8S疎n no印1tB].I

zmd in ]4O2 as a hQS:P托al fE)r lLJnat陀s=節mbs); 1n 1546 it朋S r白C由v8d

under the pr8teCt柑m oT the c軸of Lomdcn, and E)n the Dissolut紬n oT the

M8Iu5teFies, jt w85 9rBflted tB the m叩8r凸nd citi=em5- Bmd jn 1547

incorporated 8S E) rOU81 founde)tjDn for

e modern

士hs rBC印tiロn Df lunatics. Thence

Pear ea 相1丘‡h亡. 亡ErEC)

.25:2き.
'-Wロe Untロ

-scoggins/31 6british/kinglear/beth.html)へと行くことになる.そこではBetMehem Roya川osphlの歴

史が詳しく書かれていて､ Bedlamの名前の由来が知らされる｡また､このページには"Medicineard

lnsanky.■というシェイクスピア時代の狂気に対する一般的な考えを紹介したページがIJンクしてあって､

更にそこには中世医学の体液(humours)や‖Astrology ard SupematuraI Forces"に関するぺ-ジがリンク

として用意されている｡読者はウェップという名の学術的な迷路に入って､そこで知能欲を好きなだけ満足

させることができるわけである｡

このようにリンクの迷路をどんどん進んで行くと､いつしか読者はディケンズの『クリスマス･キャロ

ル』を読んでいたことを忘れてしまうかもしれない｡もとの場所に戻るには､ブラウザの｢戻る(Back) ｣

キーを押し続けるしかないように患えるが､面白いことに､迷路を進み続けていると.関連するテーマを無

意織的に追っている自分が､出発したサイトにいつの間にか戻っているのに気がつくことがある｡もちろ

ん､このような偶然はウェップ上に開設したサイトが有名になり.いろいろな所でリンクを張られているよ

うな状況になっている蝿合である｡実態,前述のスコギンズ教授は'-Dickens. Great軸tations"という授

業を持っていて､そこにある1-Related WWW Sites.T (http://www.cwrI.utexas.edu/-scoggins/

31 6british/GreatExpectations/related. htm[)では､私のディケンズのページにリンクが張られているの

で､ディケンズに関係するページを辿って､弘のlクリスマス･キャロル』のマルチメディアテクストのサ

イト(http://www.1ang.nagoya-u.ac.jp/-matsuoka/cgi-bin/caroL/hmt/carol.html)に戻ってくる可能性

は十分にある｡このように考えてみると.インターネット上に張られたウェップの世界､それ自体が一つの

大きなテクスト､しかも不特定の読者に無尽蔵な読み方を提供するテクストということになる｡
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lll.音声ファイル

マルチメディアテクスト『クリスマス･キャロル』には幾つかの音声フ7イルが入っている.ここでは例

として博美歌第二碍1 28香=世の人忘るな｣ ■■GodRestY山Merry, GentJemen'lを取LJ上げてみたい｡作

品の第l章(STAVEl)第67段落には､主人公スクルージの事務所の鍵穴をのぞき､クリスマス･
+ヤロル

を歌ってチップをもらおうとした少年が､追い払われるという次のような場面がある-

Foggier yet, and co[der! Piercing'searching･ bking cold･ lf the gxxI Saint bnstan had hJt

njpped the Evi一Spirit･s r- with a toud1 0f sudl Weather as that･ instead of using his familiar

weapons, then indeed旭wou)d have roared to lusty purTm. The owner of α℃ scant ycLTg

nose, gnawed and mumbkd ty the hungry cold ash代s are gnawed ty dogs･ st∞押】 down at

･
scroogeTs keyhole to regale him with a Christmas carol: hJt at the first sd of

- -

■■Gcdbless you, merry gentleTTlan!

May nothing ynJ dismay!"

scrooge seized the ruler with such energy of action that the singer fled in terror･ leaving the

keyho[e to廿肥fog ard even more congenial frost･

このキャロルは作品のタイトルになっているにもかかわらず､これまで『クリスマス･キャロル』を編集し

た研究者やEI本語の翻訳者( ｢葡訳｣の項目に盲己載されているように､少なくとも10種類の8)訳がある)

は､この少年が歌うキャロルになぜか注釈をつけなかった｡

その理由はともかく､ここでディケンズがr賛美歌第二幕128番｣を想定していたことは間違いない｡そ

こで､マルチメディ7テクスト『クリスマス･ +ヤE)ル』のホームページのHTMLファイル(carol･htm[)

の冒頭に､

<EMBED SRC="/-matsuoka/cgi-bin/carol/sound/carol-l
･mid'1

WIDTH-.. 1441. HEIGHT=" 1 5"

cormoLS=..smalLconsole-I AUTOSTART=.1true" LOOP=-I l
■■

>

というタグを入れて､この音声ファイルをBGMとして埋め込み､次の画面のように"God
RestYouMerry･

GentJemen■'を聴くことができるように設定した｡

S3



ThrI C.1T打I rrrモ;rlJf;弓innFhnrd

FL閃柑丁耶1 Tr耶tq Wrltg lrqlhlrly Pq lLkq Tw th l･irF● dl二CJ[G[:n･

】N PROSE
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A Ghost Story of Christmas

また.ここのrPDF｣のボタンをクリックすれば､ 545KBのPDFファイルが開くので､そのままディスプ

レイ上で､またはディスクに保存して読むことができる｡このPDFファイルは文字と画像だけからできて

いるが､単なる電子テクストと違い､ジョン.リーチのカラー版の挿し絵の入ったペーパー′てックと全く変

ゎるところがない｡更に､ズームイン･ツ-ルを使えば､電子テクストと同様に､自分の視力に合わせて､

フォントの大きさを自由に調節できる｡音声や映像フ7イルを入れたマルチメディ7テクストもまた､しよ

ぅと思えば定期的にPDFファイルに変換してアップロードできるのだが､マルチメディアテクスト自体が

絶えず新しいファイルの追加や読者の書き込みなどで進化し続けるので､ここではあえてPDFファイルに

はせず,文字と画像のファイルのみをPDFファイルに変換した｡マルチメディアテクスはウェツプの上に

HTWLフ7イルとして置かれ､常に膨張を続ける運命にあるのだから｡

1996年以来.私は専門のヴィクトリア朝の作家や日本の菊池寛をはじめ､いろいろな作家の作品を電子

化して､ウェップ上に公開してきた｡このボランティアの活動については､データ検索とコンコーダンス作

成のための基盤整備という学術的な貢献が評価された｡しかし･弘は俗に"senior citizen"と呼ばれる視力

の衰えた英語圏の年輩者たちから時どき電子メールをもらうことがあるが､そこではフォントを自由に大き

くできる電子テクストの件成に対する感謝が述べられていることが多く､そのことは学術的な貢献以上に社

会的価値があると個人的には思っている-
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CHARLES DICKENS

WITH LLLUS

I HAVE ende8VDured in

8f 8n Idea. Whi毛R sh8]

themselves, with e匂e

TED 8Y JOHN LEECH

PRE FACE

臼re

Other,

haunt lhelr houses:.Pleas:antl

1t11e book. tO rE)15e the 6hoSI

E)derS Out Of hurnOur With

ith the SeELSOn, OrWith me.円8日it

no one wish tO旭日托､

Their f郎Ihful F肖end and SerWBntJ

⊂.D.

I)E亡Ember
,

1843.

CONTENTS

+ STAVE I

MARLEV-S 6H田ST

● STAVE ll_

THE F]RSTロFTHETHETHREE SPIRITS

● STAヽJE llI.

THE SECOND OF THE THREE SP[f%[T5

● 5TAVE IV.

THE THIRD 8F THE THREE 5P帽IT5

+ 5TAVE V.

THE END日F IT

♯These a-texts and their HTHL曲cunlentS肝e SD d粥isBd that th鞘C8n

afford 8 PrDDf of mg Dun m虎ing. An rights are resBmed･ ThB許可re O喝for

帥ur Pri帽te use- No partロf them m閏he repr血ced on the Internet 8r arfg

other media withDut th印emissl'on E)f同紙su細田円at芸u8臨

The Hype｢-mediz) Text of
b

hristmas Cz)rol-■: Contents

話を最初に戻すが､このマルティメディ7テクストは育顕の青文字I'Gd Rest Y血Merry, GentLement.香

クリックすることで､問題の第l章兼67段落へジャンプし､更に注釈としての太い青文字T'Godblessyou,

merry gentJeman! May ry)thirg ym dismay!"をクリックすれば､以下のようなページに来る｡
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● 6Dd bless gDu. merry gBntlemBn!:
''6od Rest VDU Merr臼一

Gentlemen''

[Sound 1) [Sound

[SDund 8) [58und

2】
封

【sound3] tS凸und 4) (Sound 5) [SDund 6】tS凸und了)

6od re5t臼Ou merrgJ gentlemen,
Let nothing g8u dism閏,

Remem臼er Enr指t Our S日VjDr

Wa5 E)o｢n on巳h巾stm8S dab,

TロS耶e u妄封1 from5酌arl-s l叩W-r

When we were gone aBtra虹

托HロRU5)

8 tidings of comfort 8nd jo臥
⊂omfo｢t 古nd jロ凱

ロt榔n野Of亡Omfort and j唱･

SnIJrld ]0 (with E) SiRgjng yDice3

The Husit=al Score of -God Rest VDU Herrg. Gen1]emen-

~God Rest YotJ Merr9. 6entlemen~ F!elded Sites

O HiB軸r生やf馳日髄5t粕rqBrru 6entlErn丘n

o www_1stmarketplace.com

0 WWW.nl

ここでは1 0種類の‖Gd RestY仙Merry, Gentkmen"の曲を準備したが､ "S仇一nd 1 01.をクリックすれば拡

張子‖.m‖が作動してt･Real P一ayer"などが立ち上がり､歌声つきのキャロルが流れる｡また同時に¶e

Musical Score of "God Rest YaJ Merry, Gentlemen‖をクリックすれば､次のような楽譜の画像ファイルの

ページ(http://vw.[ang･nagoya-u･ac･jp/-matsuoka/cgi-bin/caroVhmt/score.htm[)が現われるので,

それを見ながら一緒にキャロルを歌うことさえできるようになっている｡
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TAbn晋恕t志,.P..iTs: _

f!:d'_晋
Tnf濫二,T;!.I.

Tbi智 fBur[d hirh

And with truo

bl A rrT:P -

g叫≡肌色FA& zKK
･蜘

IdVO and br8_thor-hdod Each Dlh
･ dr

Christ-rn出 血y.

Bt由一モd rniTTY;

Df the 3ame.

p脚1Ir'i>rrd rni9蝿
stow. and wihdl

ktd 也R b甲;

now BrT[- brace:

J ｣基-

このように.音声フ7イルを聴くだけでも､作品の雰内気を味わう助けとなるが､同時にマルチメディア

テクストは文字フ7イル(歌詞)や画像フ7イル(菓甜)を提供することによって､読者に内容をより深く

理解させるのに大きく役立つ｡これまで注釈者や8)訳者が読み飛ばした小さな問題でも､仲春の暗示を読み

取って拾い上げ､そこに上のようにマルチメディア的な仕掛ナを施せば､読者は文字､画像､音声､映像の

ファイルを開くことによって､作品のテーマに通じる新たな読みに気がつくはずである｡

57



1V.映像ファイル

近い将来､ウェップ上でのヴァーチャル･コンファレンスは,音声ファイルと画像ファイルを別々に開く

という面倒はなくなってしまい､映像(ヴィデオ)ファイルだけで実現できるようになるという予測は既に

述べたとおL)である｡しかし､研究発表や講演のように30分を越えるものは､ 1 MBを越えないような軽い

映像ファイルにするのは､まだ現段階ではむずかしい｡それで､ 『クリスマス･キャロル』のマルチメディ

アテクストでは､ 1分前後の短いヴィデオ･クリップを幾つか作って､ウェップ上でリンクを張った｡

現在､最も広く使われているムービーの形式はQuickTimeで､これはCD-ROMにおける標準フォーマッ

トとなっているばかりか､インターネットのデジタル･ヴィデオの半数以上は､このフォーマットで保存さ

れている｡しかし､ QuickTImeは単に音声と映像を扱うだけのものではなく,テクスト､ヴィデオ､サウン

ド､静止グラフィック､アニメーション､ 3D､ VR (VirtualReality)をlつのプラットフォームに統合でき

るマルチメディア･アーキテクチャとなっている｡

ここでは一例として､帰宅したスクルージの目に､自宅の扉のノッカーがマーレイの顔に見えるという日

常の非日常化現象の場面(第1章第78段落)を取り上げてみよう｡

(緑色の)太字の‖Mar[ey-s face‖またはQpickT[meのアイコンをクリックすれば､ 1 970年製作でAlbert

Finn町主演のミュージカル映画､ Sdqeから取った66抄のヴィデオ･クリップ(拡張子は･mov)が､

QuickT[meに付属のアプリケ-ション(MoviePlayer)を通して作動する｡今回はヴィデオとオーディオを

圧縮し､再生時に解凍するCO旺C (CnTTWeSSion &旺Compresbn)の機能を使い､あまL)音質と画質を落

とさずに.このヴィデオ･クリップを533KBにまで軽くした｡
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以下､引用した4枚のクリップを連続して見れば､テクストだけを読んでいたのでは思いつかないような

新しい解釈が浮かんでくる､読者にとってはそういった契機rこなるかもしれない｡

(3) (4)

作者ディケンズは作品の冒頭で､ ･･Scrvoge had as littleof what is called fancy abd him as aTy rTW in the

cityofLDndm･…"と確言してはばからないが､そのような読者の注意をそらす作者のレッド･ヘリングに

惑わされてはいけない｡ここでは､スクルージが功利主義社会を｢生き抜く｣ために､本来であれば｢息抜

き｣を与えてくれる想像力を抑圧せざるを得ない,いわば社会の犠牲者だという解釈は不可能であろうか｡

彼の想像力は､単に記憶の再現や連想の働きだけでなく､自己を改心させるために積極的に独自の世界を構

築している生産的･創造的な点にこそ､その最大の意義があるのではなかろう机想像力の抑圧に対する人

間としての死の意識がクー)スマス.イヴに刺激され､朝晩見慣れていたドアのノッカ-が.ヴィデオ･ク

リップ(1 ) - (4)のように一臥マーレイの盈に見えたという日常の非E]常化現象は､彼が想像力を媒

体として自分で自分を改心させようとした結果であるように患えてならない｡このような解釈を私が思いつ

いたのは､このミュージカル映画を最掛こ見たときであった｡

新たな解釈というものはテクストの文字だけではなかなか生成されないものである｡それが画像,音声､

映像といった人間のBや耳を刺激するもの､更には人間の兵乱味覚､触覚などを刺激するものによっても

生み出されることは､認知心理学で実証されている.そういった人間の五感を刺激するものをファイル化

し､マルチメディ7テクストの中に組み込むことができるならば､たとえ軌こ多くの論文が書かれて､すべ

て言い尽くされた感のある『クー)スマス. +ヤロル』といえども.まだ幾らでも新たな解釈を生み出すこと

は可能であろう｡
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V.フォームと読者の書き込み

これまで英米文学の分野では様々なプロジェクトによって作品や資料が電子化され､それらがWWWや

FTPを通して英米の大学などから直接ダウンロードできるようになったが､大抵の場合は作家･作品に関す

る基礎的な情報を提供するだけに留まっている｡これだけでは活字テクストの域を出ることはない｡自分で

電子化した文学テクストを他所からの制限なしに加エし､画像や音声や映像ファイルをも取り込んだマルチ

メディアテクストにすることによって､ウェップ上の読者は従来にない読みを経験できる｡特に音声や映像

を取り込んだハイ/トテクストはまだ皆無であるが､音声や映像ファイルの重さを軽減する新しいソフトが

使える昨今では､そうしたマルチメディアテクストの件成は十分に可能であり､近い将来かならず読書行為

の主流の一つになるはずである｡

ウェップ上で公開するために開発したマルチメディアテクストは､従来の読書行為を変えうるような､読

者をテクストの生産者にしうるようなテクスト､開かれたテクストとしてポスト構造主義的藷概念を具現す

るテクスト､間テクスト性を持つシステムとしてのハイ/トテクストである｡それで､ 『クリスマス･キャ

ロル』のマルチメディアテクストの中に､読者が自分の意見を新たな選択肢として書き加えることのできる

フォームを拡張機能としてリンクさせるために､ここではウェップを利用したBBS/会議システムを採用し

た｡ BBSとはBulletin Board Systemの略で､電子掲示板とも訳され､ Jてソコン通信などにおいて､一人か

ら不特定多数の人に対してメッセージを伝えたりする情報提供システムである｡主として伝言板や討論など

に使用され､インターネットにおいては､ CGt処理を駆使したBBSが多数存在している｡

今回は､マルチメディアテクストの一環として､ t.The Caro/Discussion BoardtTと称した次のようなペー

ジを件成し､世界中のディケンズ研究者や愛読者に対し､まず特定のテーマを提起して麓論を始めるための

意見を書き込んでもらうために､幾つかのメーリングリストや知り合いの個人に参加を呼びかけた｡新しい

テーマを提起してくれた人には､ BBSのプログラムを使って新たな電子掲示板を作L)､ウェップ上に置くよ

うにしている｡この企画のタイトルは･,llle CaroIDiscussion Board"であるが､実際には電子掲示板は一枚

ではない｡ r随よL)始めよ｣という故事にならって､まず最初に企画した者として私が'¶℃mesfor

Discussion川の項目にあるように5つのテーマを圭んで意見を境涯した｡その後, i&論のテーマ数は徐々に

ではあるが着実に増えている｡
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1香の‖Time･･というテーマの電子掲示板に使用したBBSのプログラムは次のように書かれている｡他の掲

示板も大体が同じで､必要箇所だけを書き換えている｡

#-- ここから---#

#!/usr/一ocal/gnu/bin/perl

Stitle - ･<center><img src="/-matsuoka/cgi-bin/caroVimage/cd-carol･gifl'border='.
l

"

align-"middle.･> -Tlle<[>Carol</T> Discussion Board <irTlgSrC- H/-matsuoka/cgi-

bin/caroVimage/cd-caroI･gif" border=
't

l
"

align=..middle"></center>T;

‡mesage - l<center>dont size=T'6
‖

co一or-"green‖> l ･ 1lme</font></centeT･>-;

ireload - '/-matsuoka/cgi-bin/caroVcarol-1 /carol-1
･cgi';

‡modoru - I/-matsuoka/cgi-bin/caroVhmt/caroLhtm[T ;

‡叫- T叫bgcolor-.1#ccffcct'>T;

Stitle_back ≡ -#ccffcc';

‡s_mai一 - 0;

SmaiLto - Tuser@maiI.host';

Ssendmail = I/usr/lib/sendmair';

Stag=0;

@kyohi-(

'くtable(.I¥n)★>',

-くmeta(.1¥n)★>-,

-くPre(.1¥n)★>',

'<form(.1¥n)★>',

tくembedり¥n)★>■,

-くSCript(.1¥n)★>-,

■<frame(.1¥n)★>■,

-<a(.]Yn)*on(.*)≡(.1¥n)*>l,

-<img(.1Yn)eon(.～)=(.t¥n)'>',
ll

l

ll

I

Il

l

'-);

‡msgJOPl ≡ '■;

‡msgJOP2 - ‖.;

‡msgJoP3 ≡ ‖;

‡msg_midl ≡ l'After ym post a me宍age With your password, your rm ard e-mail

addr%<br> w= appear with伽suppr-ed pasword on your own browser for a specified
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period. <br>T;

‡msg_mid2 =
I

'Retum to a HREF="/-matsuoka/cgi-bin/carol/hmt/caroLhtml">The

Hyper-Media Text of l'AChristmas Cart)[TT</A>･<br>l;

‡msg_btml - l'Ycu can de触e your message ty ckckir唱the t-Deletion1.肋- at tk top of

the message ard tl- pressing the "Delete Now't h此m･ Type in your password if加

sup叩SSed耶is ry)t dispJayed･ <br>T;

‡msg_btm2 =

- I
E-mail for fdback: a HREF--TTmaiko:matsuoka@Iang･nagoya-

u.ac.jp‖>matsuoka@Iang.nagoy計u.aC･jp<〃か- ;

‡ref_axs - 0;

‡max_size - 5000;

‡def-50;

‡max= '100t;

require I./jcode.pr;

SfiLe - I./bbs.datT;

(‡sec,‡min,帥our,‡mday,‡mon,‡year,Swday,‡yday,‡isdst)
≡ localtime(time);

(isecg,Sming,Shourg,Smdayg,Smong,Syearg,Swdayg,Sydayg･Sisdstg)
=

gmtime(time
+

30★24★60★60);

‡m改lld- l ;

@wday_array = ('Sun',TMonT,'TueT:Wedl:Thu.,TFri',TSatl);

Sdate_now =

sprintf(.T%Old/%Ol
d (%s)%02d:%02d.I,Smon

+l
,Smday,Swday_array[Swday],ihour,imin)

;

Sdate_nun -
-

sprintf(I.%02d%02d%02d%02d%02d'',Smon

+1
,‡mday,Shour,‡min,‡sec)

;

if (Smethod eq -l
I

&& SENVi･QUERY_STRINGri [t -I)i &error(-Errorl･-There is a possibility

ofiIIegaL use/); i

if (imetPd eq
･

l I) i Sme仙- -postl; read(STDIN,‡buffer,SENVl-CONTENT-LENGTH.i);
i

else i Sm仙- lget-; ‡buffer - SENVilQUERY_STR)NGli; i

@pairs =

split(/&/,Sbuffer);
@pairs = (grep(/^action=/,@pairs),grep(!/^action=/,@pairs));

foreach Spair (@pairs) i

(‡name, ‡value)≡

sp一it(/-/,‡pair);

‡value ≡- tr/+/ /;

ivalue =-

s/%([a-fA-FO-9][a-fA-FO-9])/pack("C.I, hex($1 ))/eg;

&jcode'convert('vaLue,lsjisl);

if (Svalue =- /(.★)¥‖¥,¥"(.～)/)i &error(TErrorT,川,l'c31nOt由recorded･T); I

‡value =-

s/<!1-(.1¥n)*-->//g;

if(Stag)i

breach (@kyohi) i

if (/^i/) i next; I

if (ivalue =- /S_/i) i &error(TMistakeT,TThere is抑unreCOrdable descnption of tag/); I

i

i

e一se i ‡va山e ≡- s/く/&lt;/g; ‡value ≡- s/>/&gt;/g; i

if (Ss_mail && ‡rumeeq Tvalue')i

‡mail_value ≡ ‡value;

if (‡maiLva)ue I- /¥r¥n/)i imaiLvalue -- s/¥r¥n/¥n/g; I

62



if (‡mail_valueニー/¥r′)i ‡mail_valueニーs/¥r/¥n/g; I

i

if (SFORMITactionTi eq Tregistl)I

if (‡value -- /¥r¥n/)i ‡value ≡- s/¥r¥n/¥r/g; i

if (Svalue -- /¥n/) i Svalue王- S/¥n/¥r/g; i

if (SFORMi-how.i eq ･l.) i Svalue =-

s/¥r/ibr,¥r/g;I

I

if (Sname eq.name･ H Sname eq.emaiI,) i SvaLue =- s/¥;′′g; Svalue -- s/¥://g; Svalue

-- s/¥,//g; i

if (Sname eq Ttarget')i push(@RM,‡value); i

e一se i ‡FOR叫‡name‡≡ ‡value; I

i

if (!open(DB,.･Sfile"))i &error(･Set-up Mistake.･‖Sfileis rd in its set-up PIace.'l);i

@rlneS -

<Ⅸさ>;

close(DB);
Spassword I

shift(@Lines);

chop(‡password) ;

(Sheader,Spassword) =

split(/:/,ipassword)
;

if (Spassword -- /^¥$l¥‡′)i ‡salt- 3; i e一se i Ssalt= 0; i

if (SFORMllaction'i eq 'password.) i &encode; i

if (-z ifile) i Sfirst - 1; &password; exit; i

elsif (Sheader ne.MiniBBSv8,) I &error(.Data Error.･‖The date form of Sfile calrd tx,used

in this simple bbs.‖);I

‡cookies = SENVl lHIW_COOKIET i;

@pairs -

split(/;/,Scookies);
foreach Spair (@pairs) i

(Sname, Svalue) =

split(/-/, Spair);

‡name -- s/ //g;

‡DUMMYi‡name‡ - ‡value;

i

@pairs -

split(/,/,‡DUMMYlSreloadl);
foreach Spair (@pairs) i

(Sname, Svalue) =

split(/:/,Spair);

‡coOKtEi‡name‡≡ ‡value;

i

if (SFORMi.adminTi eq TchangeT)i &password; exit; I

if (SFORMi'action'l eq lremovel) i &remove; I

elsif (SFORMi'actionll eq 'regist.)i &regist; i

&html;

exit;

subhtmll
#-- Input------------------#

print HContent-type: text/htmt¥n¥nTT ;

print ･･く比mb<ry!ad>-lTye Carol Discussion Board (6)</t-de></head>¥n" ;

print -■‡body¥n";

print --<hl >‡也Ie</hl >¥n‖;
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print..や><b‡m如b中¥n'T;
print --‡msgJopl ¥n-■;

print ‖‡msg_top2¥n‖;

print --‡msg_top3<p>¥n1.;

print ‖<form m成h∝臣事m曲d action=¥■-‡reload¥.■>¥n..;

print ‖<input type-hidden name=¥.･action¥.I value=¥-■regist¥''>¥nTT;

print.･<cent-Sender <inpJt tyPe=teXt name=¥t.nameYT. size-60

value=¥‖‡COOKIEi
Tname. i¥--maxlength-1 9><br>Ynt. ;

print
=

E-mail <hpJt type-text name=¥.1emaiI¥" size=60

value=¥‖‡COOKIE!
-email.i¥.'><br>¥n";

print ‖Subject<input type=text name=¥..subjectY･.size=
5 9 maxlength=69><p>¥n";

print I-Message - size--l ><input type=radio name-¥‖howY‖ value=¥T. 1 ¥‖

clded>AAJtOqdrq
T.

;

print ･,<input type-dio name=¥l･howY" value-¥･- 2¥‖>Astyped in</font><br>Yn" ;

phnt
t･

くteXtar!a name=¥nvalue¥= rows- 5 cols=60></textarea><P>¥n.T;

pnnt "Link (URL) <inpJt type-text name=¥･･uHYt･ size-57 value=¥"http:/ルーt><p>¥n‖;

print
=

<hFXJt tyPe=Subm･A value=¥‖Send
NodY.1><input type=r6et

value=¥.1Rewrite¥川>.I ;

print I,Password --> dnpJt tyPe=PaSSWOrd name-¥llpwd¥-- size- 1 0

value=¥-･‡COOKLEi･pwd.i¥"'加size=-l ,(necessary
for your 一ater

dek!tion)</font>く〝orTTl><P>
‖

;

print --‡msg_midl ¥n";

print
‖

‡msg_mid2<p>¥nく/center>" ;

#--叫t--------=~‥‥~‥ _______-----#

釧nes ≡

reverse(@伽es);
if (SFORMi.page.I eq..) i Spage= 0; i else i Spage- SFORMITpageli; i

Spage_end = Spage+ Sdef - 1 ;

if (Spage_end >i#Iines) I Spage-end - S#Lines; i

print "<form m或-Smetrd action=¥TlSreload¥■->¥nlT;

print.T<咋止type=hkkkn name=¥‖action¥1. value-¥n remove¥t->¥nl- ;

foreach (ipage " Spage_end) i

if (‡‖nes【‡_】…-

/∧¥･･(¥d+)¥‖¥,¥･･(･★)¥･･¥,¥tt(･★)¥･･¥･¥･t(･★)¥‖¥･¥t･(･★)¥‖¥･¥‖(･★)¥‖¥･¥‖(･★)¥"¥･

¥--(.I)¥‖¥,¥"(.I)¥tt,¥-t(･★)¥tソ)i

‡number- ‡1 ;

‡pwd= ‡2;

‡rm- i3;

‡email ≡ ‡4;

Shost= $5;

idate I $6;

Ssubject = $7.,

‡value ≡ ‡8;

‡url=‡9;

‡how= ‡10;

print ‖くhrsize=5>くP>¥nI-;

print ‖dable width- 1 00% border-0><わ4d bgcolor=StNeiback>dont
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size=+2 > <b> ‡subjectくル>dfbnt> dtd> </tr> </tabte>¥n
"

;

print 'Tく♭d>bte:db> Sdate -I;

if (Semail) i print ‖<b>SerKkr･db>匂href=¥-･maiko:Semail¥･.>Sname</a> [Shost]
I-

; I

e一se i print ‖Sender ‡伯me 【‡host]‖; I

print ‖<input type=chedkbox name=¥ ･･targetY.. value=¥.I SnumberY" >DeLetion<p> </i>Ynt- ;

print TT<比軸>く触s'[ze=+ l>Yn.I;

if (‡how ≡- 1 ) i print --‡valueくP>¥n‖;i

else i print ''<pre>ivalue</pre><p>¥n"; i

if (Sur)) i print ･･匂href-¥"Sur[¥･･target-¥.I-tOP¥",Sd'/a''p'¥n.T; I

print
-■

</font><ルIockquote>¥nI. ;

i

i

#-I- Page仇a咽e----------I-------------------~--~--

ipage_next = Spage_end + 1
A,

Si = Spage+ l･,Sj = ipage_end+ l;

print "d冊や>d曲border= l cellpadding=2 ce]Ispacing-2><tr>¥n‖;

print ･･dd>Pa矧〟Ord <hpJt tyPe=PaSSWOrd name-¥‖pwd¥H size- 1 0

vaLue=¥‖‡COOKIE!Tpwd.i¥.T>.I;

print ･･<i叩ut tyPe=Subm托value=¥･･Detete NowYTT>dtd></foml>¥n.. ;

if(S#[ines >--0) i

if (Spage_end ne ‡#Iines)i

print ■■dd>Message No･ Si ¥- ij</td>¥n";

print ‖<form methd=Smethd action=¥‖ Sreload¥‖>¥n..;

print ‖<input type=hidden name=¥･･page¥‖ value-¥.I ‡page-next¥-->¥n.I;

print ･･也♭<叫type-submk va一ue-¥.･Next PageY.1></td>dform>¥n";

i

else I print一也♭ Message No･ ‡i¥-&gt; Enddtd>¥n"; i

i

print "<也>Maximum of m6SageS: ‡maD(</td>¥n‖;

print ‖db加size=+0><a href=¥.1‡modoru¥"

target=¥. ･JOP¥=>Finish</a> </font></th>¥nll ;

print ‖く∧r></tabk><p>¥n¥nn ;

print ‖‡msg_btml ¥n";

print ■■Smsg_btm2<p>¥n.I;

print ･Tdabk borders 1 ceIlpadding=2 cellspacing=2>4r>¥nH ;

print T･<form m鵬‡met,a acti10n壬¥.-Sretoad¥‖>¥n'l;

print ll<input type=h舶即name三¥tladminY1. value=¥‖change¥‖>‖;

phnt ‖也♭dryxJt tyP5Submk value=¥･.For tk FXlge-OWner,s use on岬->く佃></forTn>Yn";

print ‖く∧r></tabk!>q)>¥n¥nt. ;

print ‖<h4 align=nght><a href壬¥"/-matSuOka/Dickens
･html¥tT

target=¥Tl-top¥lT>The

Dickens Page</a></h4>¥n‖ ;

print ‖〟叫y>く/html>¥nI■;

Ⅰ

subregist i

if (Sref_axs) i

Sref = iEPNi.HTTP_REFERERTi;
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Sref_url - ‡reJoad; Sref_urI I- s/¥-/.★/g;

if (!(Sref =- /iref_url/i)) i &error(■Notavailable-,"No postirq hJt from SreJoad Gm h:

received}.);i

I

if (SFORMi'nameli eq H) i &error(tErrorT,TPleasefifHn your name.I); i

SFORMI'nameTi --

s/</&Jt;/g; iFORMiTname'i --

s/>/&gt;/g;

if (SFORMiTemai['i rc‖ && !(‡FORMi-emaiI-I-- /(.I)¥@(.★)¥.(.★)′))i

&error('Error',.Your e-mai一 address has somethirq wrong in form/); i

SFORMI'emaiJ'i =-

s/</&rt;/g; iFORMiTemail') =-

s/>/&gt;/g;

if (iFORMi-pwd'i eq
-.

H SFORMi'pwdTl I- /¥W/ l‖ength(SFORMi'pwdTi) > 1 0) i

&error('ErrorT,lPlease never fail to give your password necessary for your Jater deletion.T);

i

if (iFORMi'subjectli eq ''&& iFORMi'vaJueTi eq TT)i

‡COO和EiTnameTi - H;

SCOOKIEi'emailTi = rl;

‡COOK旺i'pwd-i ≡ ‖;

&cookie;

print -'Set-Cookie: Sre(oad=¥n--;

&html;

exit;

i

if (SFORMi-subject'‡eq -I)i &error('Error',TPJeasefil=n tk subjectof your message..); ‡

SFORMi'subjectTi --

s/</&Jt;/g; SFORMiTsubject'l =-

s/>/&gt;/g;

if (SFORMi■value-I eq 'T)i &error(-Error',-P一easewrite your message/); i
if (‡max_size) i

‡value_size = length(SFORMi■va(ue'l);

if (Svalue_size > Smax_size) i &error(-Error.,"Your message (SvaJue_size) has exceeded

t旭maxium (Smax_size).''); I

f

if (SFORMi■urJ'l rd'&& !(iFORMilurI.i =-

m#(.～)tp(.')://#)) i &error(lError-,'The
URL has somethirq wrong in form.I); I
if (SFORMi'urITi --

m#^(.～)tp(.')://S#) i SFORMITurlTi - "; i
&cookie;

‡cook-'Tname¥:SFORMi-namel l¥,email¥:‡FORMilemaiJ.i¥,pwd¥:iFORMiTpwdfi--;

print.TSet-Cookie: ‡reload=Scook; expires=Sdate_gmt¥n.I ;

Shost = iENVi'REMOTE_HOSTTl;

‡addr -- SENVi-REMOTEmDR-I;

if (Shost eq Saddr) i Shost ≡

gethostbyaddr(pack('C4',spJit(/¥./,Shost)),2) II Saddr; I
if (!open(DB,t■‡fiJe"))i &error(TSet-up Mistake',■■Sfile窃mrd tx: fdund. Confirm your set-

up.‖);i
@Jines = <Ⅸi>; ‡password =

shift(@Jines);

c一ose(DB);

&encode2(‡FOR叫'pwd-I);

if (Smax <-S#Jines + l ) i shift(馴nes); i

push(馴nes,‖¥"idate_num¥"¥,¥t■‡pwd¥‖¥,¥--SFORMi
-name- I¥‖¥,¥"iFORMilemajJ'l¥.'¥,

¥''ihost¥-'¥,¥--‡date_now¥"¥,¥‖SFORMi■subject-i¥n¥,¥--‡FORM!lva[ueTl¥l'¥,¥l'SFORMiT
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url-i¥'■¥,¥t-‡FOR叫-how■‡¥-■¥n");
if (!open(DB,Tl>Sfile"))i &error(-Set-up MistakeT,'lYou cannot write on ‡file.Confirm your

permission.-り;‡

print DB ‡password;

print DB馴nes;

close(DB);
‡COOKIEi'name-I ≡ ‡FOR叫'name-‡;

‡COOKJEiTemai]li= SFORMiTemaiI'i;

SCOOKIEi.pwdTi - iFORMi'pwd'i;

if (Ss_maiJ) i &占_mai一;i

i

subcookie i

if (‡yearg<1 0) i‡yearg - ‖0‡yearg-I;i

if(Ssecg<10) i Ssecg = I.0SsecgH; i

if(Smjng<10) i Sming = '10Sming'l; i

if (ihburg <10) i Shourg= "0Shourg■'; i

if (Smdayg <1 0) i Swdqyg=.'0Smdayg"; i

‡yO=‖Sunday"; ‡yl
-‖Monday--; ‡y2-‖Tuesday-I; ‡y3=ttWednesday‖ ; ‡y4-"Thursday‖;

‡y5=‖Friday‖;‡y6=--Saturday-I;

‡youbi≡ (‡yO,‡yl
,‡y2,‡･y3,‡y4,Sy5,‡y6)

[‡wdayg】;

SmOニー-｣an--;‡ml =‖Febt■;‡m2-"Mar‖; ‡m3=-tApr‖; ‡m4ニー-May‖;‡m5=■-Jun‖;

Sm6ニー-｣ul■■;‡m7-"Aug‖; ‡m8-‖Sep--; ‡m9="Oct"; ‡ml O=-tNov-I; Sml 1 ≡--Dec■';

‡month - (‡mO,‡ml
,‡mZ,‡m3,‡m4,‡m5,‡m6,‡m7,‡m8,‡m9,Sml

0,‡ml 1 )

[‡mong】;

‡date⊥gmt - ■'iyoubi,‡mdayg¥-‡month¥-‡yearg ihourg:‡ming:‡secg GMT‖ ;

i

suberrori

print "Content-type: text/html¥n¥n■■;

print
‖

<html><h飽d>d允k>itkle</t拍e><八田d>¥n" ;

print '-‡body¥n‖;

print "<hl
>‡_【0】</hl>¥n";

print ‖くh3>‡_【1】く/h3>¥n■';

print "Go to tb previous page ty c一ickingthe back key of your browser.<p>¥n‖;

print "</body>く/htmJ>¥n";

exit;

I

sub remove i

Starget I join(TrT,@RM);

if (crypt(SFORMi'pwd'i, substr(Spassword,Ssalt,2)) eq Spassword) i Sadmin = l ; i

foreach SIine (@]ines) i

if (SIine =-

/<¥-I(¥d+)¥t-¥,¥lt(.★)¥-'¥,¥"(.*)¥.'¥,¥‖(.★)¥"¥,¥TT(.★)¥.-¥,¥‖(,*)¥"¥,¥t■(.I)¥‖¥,

¥'.(.*)¥"¥,¥"(.*)¥",¥'.(.*)¥-T/)i

‡number= ‡1 ;

‡pwd= ‡2;

if (Snumber -- /Starget/) i
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if (!Sadmin &&
crypt(SFORMi-pwd'i, substr(ipwd,‡salt,2)) rn Spwd) i

push(伊NEW,‡line);I

I

else i push(伊NEW,‡‖ne); i

i

I

if (!open(DB,‖>ifile"))i &error(.Set-up Mistake-,-■You GmrY)t Write on ‡fi暮e.Confirm your

permission/.); i

print DB "MiniBBSv8¥:‡password¥nTl;

print DB 伊NEW;

c一ose(DB);
@lines ≡ @NEW;

I

sub password i

print -■Content-type: text/html¥n¥n-- ;

print
‖

<htmL> <head><駄k>‡tkLeddde></head>¥n
Tl

;

print --‡body¥n'-;

print -■<hl>Set-up/Change of Your Master-key</hl >¥nfT;

if (‡first&& ‡message eq H) i print "Register your password as bbs owner to delete

postings.<p>¥n‖; i

else i print ‖‡message<p>¥nT';i

print ‖<foml metYyx♭‡rTletrd actjon=¥1. Sreload¥‖>¥n‖;

print "<input type=hidden name-¥-'action¥‖ value=¥‖password¥lT>¥n‖ ;

if (!Sfi rst ) i print T10Id Password dryxJt tyPe=PaSSWOrd name=¥■■password_o[d¥"

size-1 0><br>¥n-I; i

print ''New Password <irvxJt type-Password name=¥-■pwd¥-I size=1 0><br>¥n..;

print --New Password <i叩t tyPe=PaSSWOrd name=¥‖pwd2¥■'sjze=1 0>(Once more for

confimation)<p>¥n'';

print ‖<input type=subm辻vaJue=¥]. Register ¥">dforTn><P>¥n'';

print
T

lく/body></html>¥n";

I

sub eryxxJe i

if (Sheader eq lMiniBBSv8') i if (crypt(SFORMi'password_o]d'l,

substr(Spassword,‡salt,2)) rc Spassword) i Smessage = lYour okl password is wrong/;

&password; exit; iI

elsei
if (!open(DB,.TSfile"))i &error(-Set-up Mistakel,"SfiJe cannot tx!fund. Confirm your set-

up.‖);i
@lines

-くⅨき>;

c一ose(DB);

i

if (SFORMi.pwd-I ≡- /¥W/ Il‡FORMilpwdTi eq =) i ‡message = -Arv character tLJt

numbers or alphabets is jnc[uded or no characters.I; &password; exit; i

if (SFORMiTpwd-I rt SFORMiTpwd字'i)i Smessage = Tllle new Password ycLJ gave for

confirmation js wrong.T; &password; exit; i

&encode2(‡FOR叫-pwd'I);
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if (!open(DB,.->ifiJe.'))i &error(-Set-up Mistake',--You canrK)t Write on Sfile･ Confirm your

pemission.-I); i

print DB ■'MiniBBSv8¥:‡pwd¥n■■;

print DB @Iines;

close(DB);
&htmJ; exit;

sub er血e2 i

‡now - time;

(‡pl, ‡p2) -

unpack("C2", ‡now);

‡wk-Snow/(60★60★24★7) + ‡pl + ‡p2- 8;

@sa(tset = (Tat...zl,TAT./Z',lot./9T,I.T,I/I);

‡nsalt ≡ ‡saltset【‡wk% 64】. ‡saltset【‡now% 64】;

if (!eval -‡pwd =

crypt(‡_【0],Snsalt);I) i &error(.Error','The cypher dealing cmyTWd

GmrY)t由used/); i

‡

I

I

sub e_mail i

if (!open(OUT,"T Ssendmail SmaiJto''))I return; i

print CLTT--■To:‡mailto¥n'';

if (SFORMl.emailTi rc H) i print α∬ ‖From: SFORMiTemail'i¥n'-;I

e一se i print α∬ "From: ‡mailto¥n-I;I

Ssubject
=.'[Stitle]

What.s New?";

&jis(--Subject:‡subject‖);print α汀.1Smsg¥n-I;

print α∬ "Content-Transfer-Encoding: 7bit¥n";

print CLJT 'Content-Type: text/plain; charset-iso-2022-jp..
■'¥n¥n¥n--;

&jis(I.Subscriber:‡FORMilname'i‖);print CLTr --‡msg¥n--;

&jis(-■E-mail:‡FOR叫-email-I--);print α∬ ‖‡ms9¥n■■;

&jis(--Subject:‡FORMilsubject-i");print α∬ "imsg¥n";

&jis("¥nimail_value.-);print CLJT "‡msg¥n¥n";

&jis(--URL:‡FORMi-urI■i.I);print 那 -TSmsg¥nT';

c一ose(OUT);

I

I

I

subjis i Smsg - i_[0]; &jcode'convert(*msg, Tjis.);i

_END_

#-- ここまで---#

このCGlプログラムを名古屋大学昔悪文化部のWWWサー′iに送って､保護モードを設定したあと､指定

されたサイト(http://www.Jang.nagoya-u.ac.jp/-matsuoka/cgi-bin/carol/carol-1 /carol-l
･cgi)に7ク

セスすると.次のような画面が現われる｡
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私の呼びかけに応じて最初にテーマとコメントを送ってくれたのはErnory UniversityのJack Howard氏で

あった.早速.私がrテーマ6Jとして"ChangeofHeart'.というタイトルのBBSを設定すると,数人のT-

イケンジアンが議論に加わった｡以下､その議論を引用するが､内容はT-ィケンズの愛読者だけでな<一般

人にも非常に興味あるもので､この種のボードには今後も不定期的に書き込みがあるはずである.この種の

議論の仕組みはメーリングリストと同じであり､違いはリストが登録した人しか参加できないのに対し,

BBSを使った電子掲示板は辞でもアクセスして, (たとえ自分の意見を言わなくでも)議論に耳を傾ける

(実際には日で読む)ことができる点である｡いずれにせよ.このようにして読者は自分の読みと解釈を書

き込むことによって.マルチメディアテクストの製作自体に参加し､そのテクスト内で多方向に解釈のシー

クエンスを作ることで､他の読者に読みの選択肢を与えることになる｡換言するならば,読者はもはやテク

ストの消費者ではなく生産者なのである｡
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Date: 12/1 3 (Mon)15:21

Sender: Jack Howard

Subject:軸of Heart

J Christmas CaroL seems to tx!00e of廿℃ purest examp一es of a ‖tract.T

which appears mt merely in Dickens,山t in rTq Other authors
I Carlyle

ard Ruskin cm immediateレto mind. 1b message hardly me(虫

repeating: if ym wish to preserve the hierarchica一 status qJ3 (and your

place jn jt), recognize that tk upper classes旭Ⅳe a moral obligation, w托h

political consequences, of course, to care for the lower orders. Jt's based

cn an organic m∝はof t旭society, ard enforced ty unexpected ard often

disasterous links betww social classes: consider Carlyle-s lrish widow or

(among numert)us examp一es in Dickens)叫bdl∝k. There is a carrot as

wel[ as a stick, of course: the wonderful joy of believing that a dl訂一声Of

heart, as OrweIJ pointed out, is trN: Onレtrue rTm Of reform. More

important, tk weH-to-do keep their institutional positions ard tk poor

are SO gratefu一.

Bah! Humbg! 1grini

Jack Howard (who loves廿℃ story ard for whm a teary-eyed viewing of

the MGM version vjas for m叩yearS a Christmas
ritual)

Emory University

ikw7gwi@emory.edu

Date: 12/14 (Tue)1 5:54

Sender: James Moore

Subject:Re: Ch叩Of Heart

Jack Howard (tongue in cheek?) implies that Dickens, Carlyle, ard Ruskin a]l

the9reticalレnaivein suggestirq that tk o叫way to true social reform is

via a dⅦ･ge of heart -

toward more compassbnate adjust behavior - in all

hJt Particularly ty tl10党With riches, power, ard prestige in ah血e･

(Hence Scrooge■s transformation after hard Jesor6 ard suffering.)A" three

just m即t地reserved their mα洗sathing attacks on tlⅧe of privilege

加‖were bom to set it right" (B一eakHmse) hJt dkl mt･ Accepting the

difficulty of cha咽i咽…ETS heart unless src or k wishes廿℃ change,
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what dn Jack or arv other oF this gr仇P Of eminent Victorianists, suggest

as an alternative?

l`k Marxist attempts have, w托hout exception, tumed totalitarian in

extremis ard there is the associated quesbn of whether it is EVm

possible to have a compJex social order w托hout hierarchies-i.e.,

differential allocation of prestige power 3d y6 tO Sm degrt!e (but ry)t

so egregiousレas now- D, C, ard R a" agree qlthis) m叩. 1s it possible

to have a USA wkhout a president? A classroom in arv SUBJECT vdthout a

teacher
-

whether in mechanics, sociology, or ‖AH Aspects of 1 9th-Century

Britjsh Culture ard Society"? IsnTt tk k町tO Such hierarchies their

t■givingness‖rather thn their "takingness■■-

i.e,, how their heart is

aligned? whether to self (Scrooge before pajnful visitations)
or needAJJ

other (Scrooge after)?

｣im Moore

University of Washington

Date: 1 2/1 6 (Thu)07:38

Sender: Robert E Wh托man

Subject:Re:軸of Heart

mxs arサme nOWadqys sti" surmise that comp一ex social relations exist

w托hout hierarchies? But where, within arv hierarchy, must the叫
for glVlngneSS tX! b∝托ed save within trt individual hrTW heart, jf trt

hierarchy is to remain organic ard giving? Systems can never cb it alone,

anymore廿旧n People an organize brQadレin order to defd themserves

ard secure their needs. Social gstems [allhjerarchical】are objectWiedfor

a purpose that can run arTWCk if individuals do mt keep active tk

diaJectical relationship between themserves ard the social apparatus

which co=ectively, as a consthency, trwy prduce. Perhaps it is in tr℃

nature of hierarchical appa柑tuS tO汀旧Ve towards calcjfication, ard in tk

nature of individuals to smal暮for廿杷WOrld to re一inquish control
-

unless

thx)gh dialectical negodatbn activated ty t旭individuaJ ard a一lowed

within trN! apparatus they cotlecth(ely create cmsta叫ser,ve to keep

soft tk hierarchy ard keep firm tk individual in order to restrain tr℃

extremist terdendes inherent in each
-

terderyj6 Which cm from tl℃

necessary separatk)n of hJTWl d短pos托ions ard山nctbns into tb

objective,co"ectiveJy pqduced apparh of hierarchy, ard廿治Pathetic ,

jndividually00mpelled rTIOVemntS Of廿℃ heart. When this relationship

breaks down, strange things rl抑n. Peop一e G訓aCt like the dLrTb

apparatus jtself, or t旭appa柑t旧CZn血T℃ irrationally emotionaJ,功n

fight or take f一ightto save廿℃ life that it dcxs mt aJone posses or

unde髄nd･ Hgy3e aS ym note, tk sad plight of communist countries such

as China, which Mao inaugurated触1
,
1 949, tytrN! light of tk following

phrase:
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Jet a thα月and bl6SOmS b一oom,

Ad a truJSard fields of thnqht conterd

Robert E Wh托man

v山itman@marw.tc. umn.edu

University of Minnesota, Eng一ish

Date: 12/16 (Thu)1 1:33

Sender: Jack Howard

Subject:Re:仇岬Of Heart

AsJames M∞re suggests, I was speaking somevdlat tory in cheek in nv

pd atxd Dickens ard a dww of heart. 1'he key text here, of course, is

OrweMTs essay, ard Orwell's gmpatrly With Dickensl poskjon is clear from

tk conclusion (I know the passage is we" known to m∝托here):

‥. in tr℃00se of Dickens I党e aface that is Pyx qu托e t,tface of DickensTs

photographs,叫it resemb一es it.1t is tkface of a rTW Of forty, with a

sma" bc9rd ard a high colour. He is 一aughing, with a b此h of anger in his

Jaughter, hJt rY) triumph, ry) malignky. 1t is the face of a n甘川血o is always

fighting against something,山t who fights in tk q方1 ard is ryX

frightened, tkface of a rTW Vdu is
_generously

angry:-in other words,

of a nineteenth-century Iiberal, a free intelligence, a type rded with equal

hatred ty all the sme"y 一ittleorthodoxjes which are now conterdi喝for

oursouls.

But another, pe汁IaPS 一esser known passage ty OrweJL deserves to tx:FXJt

LP against this (itt∞ is remarkably
_V[ctorjan_

in sorTC Senses). 1t

expresses廿℃ type of criticism that can tx!held (naively,perhaps) against

the Vjctorian "dunge of heartT. position:

When crc thinks of aJl tk peode whlO Support Or have supported fascism,

α七stands訂†1aZed at their diversity. What a crew! Think of a programme

which at arv rate for a while could bring Hitler, Petain, Montague Norman,

PaveJitch, WiJliam Rando跡目earst, Streicher, BuchrTlan, Ezr13 Pound, Juan

March, C∝丈eau, Thyssen, Father Coughlin, TTy Mufti of JerusaJem, Amold

Lunn, Anton6Cu, Spengler, Beverley Nicols,叫Houston, ard Marinetti aH

into the sarTW bat! But tk clue is rea"y very simple. ¶喝/ are a" people

with sorTdirq to lose, or peode vdu 一ongfor a hierarchical society ad

dread trN!Prospect Of a world of free ard equal rm beirqs. Behind aI)

the baJレh∞that is talked atxxJt ‖godles■- Russia ard tb "matehalism-I of

the working class lies廿℃ simple intention of tho党With m那y Or

privileges to cling to tkm. Dkto,廿叫1 it contains a partial truth, with all

tr℃talk aLw trc worthlessness of social reconstrtJCtion rd accompanied

ty a --c旭rge of heart.‖ 1be pious ones, from tk Pope to the yogis of

Californja, are great on tk.1c旭nge of heart,■Tm血more reassuring from
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their point of view than a加岬in tk cmk: system. Petain attributes

the fa" of France to the cm people-s ‖love of pleasure..I α℃ se岱this

in its right perspective if00e stops to wonder how m∝h pleasure the

ordinary French pezkSant-s or workingman's fife would contain compard

with Petainls own. 1be dawd impertinence of the紀POliticians, priests,

literarymen, ard what-not v山o 一ecture tk working-class socialist for his

--materiaJism"! All that the working-man denwyJs is what the㌍ others

would consider trc indbpensable minimum w肘10ut Which h代n Iife GmnOt

h: Iived at all.E叫1 tO eat,触dom from the haundng terror of

unempbyment,廿把krwwkdge that your children wilt get a fair chance, a

bath m a day, clean linen帽a氾nabレoften,a roof that血e訂11t 一eak, ard

short叫1 working rws to 一eave ynJ With a littJeenergy wlhen the申y

is dcrN3･トb【me of trN3Se山Ⅶ p陀aCh against llmateria]ism‖ wou一d consider

一ife]ivable w托hout these things. ATd how easily that minimum cm(d b

attained if we dⅧe to set our minds to it for onレtwenty years! To raise

tk standard of living of廿杷WhoJe wor一d to that of Britain would ry)t Lx a

greater undertaking than廿℃ war we havejust fqht. I dm-t claim, ad I

血Tt blow Vdu do怨, that t拍t woukJ sob/e anythirq in itself. 1t is mere一y

that privation and brute labour have to Lx abolished before the real

problems of hurTWhy G肌tX! tackled. ~lb major prt)bJem of our time is tk

cbcy of the belief in persona一 immortality, ard it calrY)t Lx dea比 with

whi一e tk average h∬Ⅶ1 beirq is ekher dNdging rLke an ox or shivering in

fear of tk secret po)ice. How right廿℃ working classes?re in their

‖materialism"! How right tryy are to reaLise that trc belly ∝m岱before

廿℃sou一, rd in廿把SCale of va一ues hJt jn point oftime! AJl tk

considerations that are likely to make00e falter1-the siren voices of a

Petain or of a Gandhi, trN! ines00pable fact that in order to fight00e has to

由grde oneself, the equivoca一 moral position of Britain, with its

dem∝ratic phrases ard its coolie empire, tk sinister由叫nt of

Soviet Russia, tk squalid farce of left-wing politics-all this向des awqy

ard00e se岱Onb廿℃ strtJggle of try!gradualレawakening cm pe叫e

against tk 一ords of property ard their hired liars ard bumsuckers･ 11℃

quesbn is very simple. Sha"
peode

ljke that Ita一iansoldjer tx!allowed to

live廿把decent, fully hnTWl life which is nα〃 technicaIレachievabJe,or

shantt they? Shall trc mrTm rTW tX!Pdl由bad( into廿℃ mud, or sha" k

not? l myse肝believe, perhaps cn insufficient grt)unds, that the ml

rTW Wil一win his fight sooneror 一ater,h止I want itto h! s∞ward mt

一ater -

sm time within try!next hundr由years, say, ad rd sm time

within t旭next ten tJuJSard years. That was廿℃ real issue of廿治Spanish

war, arKJ of trt 一astwar, ard pe山a四Of other wars yet to cmc ("Looking

Back ontb Spanish War," 1 943).

1 guess nv own posidon is somewhere between the two: I t∞ yTI Skeptjca]

of instjtutional "reform" in a heart一ess society, td ) also know that such

conservative arguments are often used in the manner tk more

expehenced Orwel( recognized.
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Sorry: this is gettjrq pretty tangential.

｣ack Howard

Emory University

ikw7gwi@emory.edu

′iルトやフーコーが記述しているような開かれた､インタラクティヴな多数の網目からなる読みの回路を
持つテクストは､ネットワークを舞台とするウェップ上でこそ最も理想的に構築できる｡今回作成したマル

チメディアテクストの一番ユニークな点は､音声や映像ファイルをリンクさせることだけでなく､不特定多

数の読者が自分の注釈および解釈を新たな選択肢として書き加えることのできるフォームを拡張機能として

リンクさせることであった｡これによって､伝統的な読書習慣から赦れてウェップの迷路lこ入った読者は､

枝分かれした多くの電子リンクを自由な選択によって辿るだけでなく.自らが新たな注釈および解釈を書き

加えることでテクストの生産者になることができることになった｡そこでは独自のサブウェップが構成さ

れ､読者の読む行為と読まれるテクストの性質自体までが根本的に変化してしまうのである｡
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