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語り手が語るのをやめるとき
Nella Larsenの Passingと Fae Myenne Ngの Boneにおける

語りのレトリック

谷　本　千雅子

1．はじめに
　文学作品を読むとき、その作品が、誰によって語られているかを考えることはと

ても重要である。語りに関する研究は、1961年に発表されたWayne C. Boothの The 

Rhetoric of Fictionに代表されるように、語り手を、一人称の語り手、三人称の語り手、

といった具合に分類する手法が一般的である。ブースによる研究のうち最も有効な概念

は、 「想定された作者」であり、 これによって「語り手＝作者」という図式が問い直され、

特にアメリカ文学に多く存在する一人称の語り手に、作者から独立した人格が与えられ

るようになった。「想定された作者」という概念を受けて、ドイツでは、Wolfgang Iser

が「想定された読者」という概念を打ち出し、受容理論の基礎を作り上げている。

　1968年、フランスでは Roland Barthesが「作者の死」という概念を提出し、作品は、

まさしく作者から独立した視点を持つ語りであるという結論に至った。ところが翌年、

Michel Foucaultは、「作者の死」という概念を基本的に受け入れながらも、“What Is 

an Author”という論文において、文学作品が歴史的産物である以上、作者の機能も歴

史化されるべきであるという考えを打ち出した。しかし、フーコーに頼るまでもなく、

すべての文学作品は、その作品の書かれた社会的背景を踏まえた視点によって書かれて

いるということは、疑う余地がないだろう。本論文では、かたや 1920年代にアフリカ

系アメリカ人作家によって書かれ、三人称の語り手を持つ Passing、かたや、1990年代

に中国系アメリカ人作家よって書かれ、一人称の語り手を持つ Boneを比較する。時代

も手法も違う二つの作品において、語り手が何を伝えようとしているのかを考えると同

時に、語り手がいかなる人物か、いかなるレトリックを用いているか、いかなる時代性

を帯びているか、などについて考えてみたい。その際、語り手が何を語り、何を語って

いないかに特に注目するつもりである。

　なお、本論文では、「黒人」・「白人」という表現が使われている。それらは差別語で

あるという指摘があるが、パッシングという主題やハーレム・ルネサンスという時代を

扱う本論文では、論旨を明確にするために、これらの表現を、あえて括弧内に入れずに

用いることにする。
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2．問題提起
　『パッシング』は、1929年に Nella Larsenによって書かれた作品である。タイトルに

なっている「パッシング」とは、混血によって、黒人でありながら肌の色が白く、白人

としてパスしている状態を意味する。作品に登場する Clareという黒人女性は、肌の色

が白く、過去をかくして、白人として生きており、黒人差別をする白人男性と結婚して

いる。白人の夫との間に女の子が生まれていて、夫はクレアが黒人であることを知らな

い。作品のもうひとりの中心人物である黒人女性 Ireneは、クレアと同じく肌の色は白

いのだが、黒い肌の黒人男性 Brianと結婚し、黒人として生活していて、当時盛んであっ

たハーレム・ルネサンスの中心にいる。彼女は黒人であることと白人としてパスするこ

とを使い分ける女性で、たとえば一流ホテルのカフェでは白人のようにふるまう。物語

は、幼なじみだったクレアとアイリーンが再会し、白人として生きてきたクレアがアイ

リーンとの交流を通じて黒人としてのアイデンティティの回復をはかるという設定であ

る。語り手は、アイリーンに焦点化した視点から物語を語り、クレアを嫌だと思いなが

ら拒絶できないでいるアイリーンの葛藤を、アイリーンに同情的に描いている。アイリー

ンはまた、自分の結婚生活に対しても危機感を持っていて、クレアとブライアンの仲を

疑う。そして、最後は、黒人のホームパーティで白人の夫に見つかったクレアがアパー

トの窓から転落死するところで物語が終わる。

　『ボーン』は中国系アメリカ人である Fae Myenne Ngによって 1993年に発表された

作品である。サンフランシスコのチャイナタウンを舞台にしたこの作品は、中国系アメ

リカ人二世で、三人姉妹の長女である Leilaが、一人称の語り手として、自分の結婚、

母親と父親の関係、妹たちのことなど、 家族の問題を、 レイラ自身の結婚直後の時点か

ら、フラッシュバック形式で語っていく。彼女の家族はさまざまな問題を抱えていて、

なかでも、彼女の妹 Onaが、ビルから飛び降りて自殺した事件が、家族ひとりひとり

に重くのしかかり、そのために家族がばらばらになってしまっていることが、語りの中

で明かされていく。

　『パッシング』の語り手も、『ボーン』の語り手も、語っている出来事について全能で

はない。『パッシング』の語り手は、クレアがどのように転落したのかを語らないし、

『ボーン』の語り手レイラも、妹のオナがビルから飛び降りた理由を知らない。つまり

クレアの死とオナの死の瞬間に際して、どちらの語り手も語るのをやめてしまうのだ。

私は本論文において、『パッシング』と『ボーン』のなかで、「語られているもの」と

「語られていないもの」の関係を考えようと思っている。しかし、それは、クレアとオ

ナの死の真相を究明しようという試みではない。そうではなくて、クレアとオナの死の

真相が、語りの中で、どのように扱われているかについて考察しようと思うのだ。とい

うのも、二人の死についての語り手の沈黙は、実は、語るという行為の限界を、暴露し
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てしまう瞬間であるからだ。この瞬間は、読者にとっては、語りの裏側にあるものを、

垣間見る瞬間となる。つまり、語りを構築している何ものか―それは多分に恣意的なも

のなのなのだが―その何かをのぞき見る瞬間なのである。それゆえその瞬間を捉えるこ

とで語るという行為の意味するものを考え、解釈の可能性を論じようと思う。

3．『パッシング』
　『パッシング』の語り手は、三人称でありながら、決して客観的な語り手ではなく、

むしろ、アイリーンに焦点化している。つまり、アイリーンの心の中に自由に入ること

ができ、彼女の考えや気持ちを言葉で表す語りである。それゆえ語り手は、アイリーン

の知らないことを決して語らない。クレアの転落に関しても、まったく説明しようとし

ない。なぜなら、クレアの転落は、アイリーンの理解を越えているからである。クレア

の転落の状況に関する語りのあいまいさは、語り手の無知に起因しており、それは、ア

イリーンの無知と重なり合っている。

Before them stood John Bellew, speechless now in his hurt and anger. 

Beyond them the little huddle of other people, and Brian stepping out from 

among them.

What happened next, Irene Redfi eld never afterwards allowed herself  to 

remember. Never clearly.

One moment Clare had been there, a vital glowing thing, like a fl ame of 

red and gold. The next she was gone.

[…]

Irene’s wasn’t sorry. She was amazed, incredulous almost. 

What would the others think? That Clare had fallen? That she had 

deliberately leaned backward? Certainly one or the other. Not−

But she mustn’t, she warned herself, think of that. She was too tired, and 

too shocked. And, indeed, both were true. She was utterly weary, and she was 

violently staggered. But her thoughts reeled on. If  only she could be as free 

of mental as she was of bodily vigour; could only put from her memory the 

vision of her hand on Clare’s arm!

“It was an accident, a terrible accident,” she muttered fi ercely. “It was.” 

(111-12)

　対照的に、クレアが転落死する以前のアイリーンは、自分があらゆることを知ってい
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ると自負する人物として描かれている。そして「すべてを知っている」というアイリー

ンの自負に対して、語り手は疑問を全くさしはさまない。アイリーンは、クレアのルー

ツを知っているし、ブライアンがブラジルに移住したいと思っていることも知っている。

さらに彼女は、クレアとブライアンの不倫も「知る」ようになるのだ。特にブライアン

に対しては、彼を理解する特別な才能を彼女自身が持っていると信じている。

A feeling of uneasiness stole upon her at the inconceivable suspicion that she 

might have been wrong in her estimate of her husband’s character. But she 

squirmed away from it. Impossible! She couldn’t have been wrong. Everything 

proved that she had been right. More than right, if  such a thing could be. 

And all, she assured herself, because she understood him so well, because 

she had, actually, a special talent for understanding him. It was, as she saw 

it, the one thing that had been the basis of the success which she had made 

of a marriage that had threatened to fail. She knew him as well as he knew 

himself, or better. (58)

　しかし、結婚生活の破綻に対する彼女の恐怖からは、皮肉にも、彼女がブライアンを

理解する特別な才能など持っていないということがわかる。つまり、彼女が恐れている

のは、実際には彼女がブライアンを全く理解できていないということなのだ。自分の無

知を埋め合わせるために、彼女は結婚生活の破綻の理由を、懸命に特定しようとする。

まず彼女は、ブライアンがブラジル行きにこだわっているせいだと考え、次にクレアが

ブライアンを奪い取ろうとしているからだと考えるのである。

　にもかかわらず、アイリーンも語り手も、クレアとブライアンの不倫の証拠を示そう

とはしない。そのかわり、アイリーンと語り手は、レトリックのレベルで証拠を作り上

げていく。以下はブライアンとアイリーンがこどもの育て方のことで議論している場面

である。

“At the expense of proper preparation for life and their future happiness, 

yes. And I’d feel I hadn’t done my duty by them if  I didn’t give them some 

inkling of what’s before them. It’s the least I can do. I wanted to get them 

out of this hellish place years ago. You wouldn’t let me. I gave up the idea, 

because you objected. Don’t expect me to give up everything.”

Under the lash of his words she was silent. Before any anwer came to 

her, he had turned and gone from the room.
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Sitting there alone in the forsaken dining-room, unconsciously pressing 

the hands lying in her lap, tightly together, she was seized by a convulsion of 

shivering. For, to her, there had been something ominous in the scene that 

she had just had with her husband. Over and over in her mind his last words: 

“Don’t expect me to give up everything,” repeated themselves. What had they 

meant? What could they mean? Clare Kendry? (104)

この場面で、ブライアンは、アメリカ社会における黒人の地位についてこどもたちに話

をしたいという気持ちを強調し、アイリーンに “Don’t expect me to give up everything”

と言う。しかし、この台詞はアイリーンの内面で文脈がすり替えられ、別の意味を持つ

ようになる。アイリーンは、クレアとブライアンの関係について考えながら、この台詞

をブライアンのクレアに対する愛情の証拠として浮上させるのだ。ブライアンが、こど

もの教育についての議論という文脈で話した文を、アイリーンはまったく別の文脈、つ

まりクレアという文脈で読みかえる。そして、ブライアンがクレアをあきらめないとい

う意味の台詞として理解するのである。二人の関係について知りたいというアイリーン

の意志と欲望によって、ブライアンの台詞は不倫の証拠として解釈される。同時に、語

り手は、語りに対して全能を期待する読者に、クレアとブライアンの目に見えない不倫

を読み取らせようとするのである。

　こうした語りのレトリックによって、語り手は、クレアに対するアイリーンの不条理

な怒りを、正当な怒りとして提示する。その結果、クレアは不条理な存在として解釈さ

れるようになる。クレアのハーレムへの回帰、その結果としての彼女の死は、どちらも

謎のまま残されている。なぜクレアは自分が黒人であることが暴露されるというリスク

を犯してまでもハーレムのコミュニティにもどってきたのだろうか？彼女のルーツを知

らずに彼女のことをNigとふざけて呼ぶ白人の夫から受けた屈辱のせいなのだろうか？

それともブライアンとの不倫の恋を貫くためなのだろうか？

　残念ながら、彼女の受けた屈辱も彼女がリスクを犯す理由も、この小説の語り手は詳

細に描いてはいない。クレアの外見的な魅力、身体的な自己顕示性に反比例して、彼女

の内的生活は、物語の中で、完全に沈黙させられている。以下はクレアが突然アイリー

ンの前で泣き出すシーンだが、クレアの内的苦悩を表すこのシーンは、後になって、ク

レアではなくアイリーンの内面で、クレアとブライアンの不倫のさらなる証拠として理

解されることになる。

Clare, suddenly very sober and sweet, said: “You’re right. It’s no laughing 

matter. It’s shameful of me to tease you, ’Rene. You are so good.” And she 
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reached out and gave Irene’s hand an affectionate little squeeze. “Don’t 

think,” she added, “whatever happens, that I’ll ever forget how good you’ve 

been to me.”

[...] 

“But it’s true, ’Rene. Can’t you realize that I’m not like you a bit? Why, 

to get the things I want badly enough, I’d do anything, hurt anybody, throw 

anything away. Really, ’Rene, I’m not safe.” Her voice as well as the look on 

her face had a beseeching earnestness that made Irene vaguely uncomfort-

able.

[...] 

But Clare Kendry had begun to cry, audibly, with no effort at restraint, 

and for no reason that Irene could discover. (81)

語り手は、クレアを自分の生活への侵入者だとみなしているアイリーンの視点からクレ

アを捉えているため、アイリーンの視点から見て、わがままで強情なクレアは、アイリー

ンの視点を完全に引き受ける語りのなかで、沈黙させられている。

　Judith Butlerによると、クレアの死に関して、物語は、考えうる三つの理由を提示し

ている。第一にクレアの夫 Bellewが怒鳴ったせいで落ちてしまったとする説、第二に

アイリーンが突き落としたという説、第三にクレアが飛び降りたという説である。クレ

アの夫 Bellewが、同じ発音を持つ英語の bellowの意味を持ち、その大声によって、ク

レアの命の炎を吹き消してしまったのだろうか？それともクレアの死を願うアイリーン

の気持ちがクレアを死に至らしめたのだろうか？あるいはまたクレアは自分の意志で飛

び降りたのだろうか？バトラーは、クレアの死を、これらのすべての共同作業であると

考えている。しかしクレアの死の解釈に関して、最も注目すべきことは、クレアが自殺

したという可能性に、語り手がまったく言及していない点である。この小説の語り手は、

自分自身の死の行為者であることを、クレアに許していないのである。

　このように、クレアは、語りにおいて、沈黙させられるが、読者である私たちには、

彼女の死への意志を彼女の描写から想像することが許されている。ベロウがパーティー

に突然現れたとき、クレアはまるでそれを予期していたかのように振る舞う。この重大

な事件の前に、アイリーンがクレアに、もしベロウに見つかったらどうするか、と尋ね

る場面がある。

“Clare,” she asked, “have you ever seriously thought what it would mean 

if  he should fi nd you out?”
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“Yes.”

“Oh! You have! And what you’d do in that case?”

 “Yes.” And having said it, Clare Kendry smiled quickly, a smile that 

came and went like a fl ash, leaving untouched the gravity of her face. (105)

この場面では、クレアはただ “Yes”と答えるだけである。ベロウに見つかったときのク

レアの微笑と、アイリーンに対する短い答えは、彼女が死を決意していることをものが

たってはいないだろうか？ “Yes”というクレアの答えは、彼女なりの密かな解決策を暗

示しているのではないだろうか？

　とても奇妙なことであるが、物語全体を通じて、アイリーンがクレアを完全に拒否す

ることはない。かわりにアイリーンは、クレアにハーレム文化を披露し、同時に、クレ

アをそこから阻害しようとする。アイリーンの意図は、社会的に向上してきた黒人のハー

レム・コミュニティに対して、クレアに羨望の気持ちを抱かせることである。しかしな

がら、アイリーンは、自身がはじめに意図したように、クレアがハーレムのコミュニティ

とそこに属するアイリーンをうらやましげに見つめるのではなく、アイリーン自身が嫉

妬と羨望のまなざしでクレアを見ていることに気付く。アイリーンにとって、見る立場

と見られる立場の逆転は、とても不愉快なものとなっていく。にもかかわらず、この逆

転は、実は避けようのない逆転である。つまり、アイリーンが、物語における不安や欲

望や苦悩の主体であるのに対して、クレアのほうは、注目され、欲望され、沈黙させら

れる客体であるからだ。つまり、主体であるアイリーンには常に見る役が振り分けられ、

客体であるクレアには常に見られる役が与えられているのである。

　白人と黒人の混血であるクレアの身体は、黒人にも白人にも属さない。物語は、黒人

社会からも白人社会からも排除されるクレアの身体を、パスした者としての生活を保証

する商品、ベロウ、アイリーン、そしておそらくブライアンの欲望の対象、アイリーン

の嫌悪と嫉妬の源として搾取していく。クレアの死に際して語りが停止する瞬間は、失っ

た声をクレアが取り戻す瞬間である。ここで読者は、語り手が伝えようとしないクレア

の死の真相、クレアの内面を、彼女の死の裏側に、探ろうとするだろう。この意味にお

いて、クレアの死は、彼女を沈黙させる語りに対する反逆であるといえる。何も語らな

いクレアの死体は、物語において、実は最も雄弁に語っているのだ。

　Thadious M. Davisは、ペンギン版『パッシング』のイントロダクションの中で、最

終段落があるほうがいいのか、ないほうがいいのか、という批評家たちの間での議論を

紹介している。問題の最終段落は以下のとおりである。
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Centuries after, she heard the strange man saying: “Death by misadventure, 

I’m inclined to believe. Let’s go up and have another look at that window.” (114)

この段落は、「彼女」というのが誰なのか、「見知らぬ男」というのが誰なのかという、

さまざまな問題を含んでいる。しかし、もっとも注目すべきことは、この段落において、

語り手が、クレアの死を別の観点から見てみようと読者に促していることである。語り

手は、つまり、ここで、この小説をもう一度読むことをすすめているのだ。そして、今

度はアイリーンの視点からではなく、クレアの視点から読むことを促しているのである。

　しかし、それが何世紀もたった後、という記述に留意しなければなるまい。死によっ

てクレアが声を取り戻したということを、語り手が肯定的に伝えていてるのだと私たち

は考え、それを評価すべきなのだろうか。それとも、それが何世紀もたった後でなけれ

ばならないということに、否定的な意味を読み取るべきなのだろうか。この問いは、最

終段落があるべきか否かという問い以上に、考えなくてはならない問題である。

4．『ボーン』
　『ボーン』において沈黙させられているのは、語り手レイラの死んだ妹オナである。

『パッシング』の語り手と同様、レイラはオナの自殺の理由を知らない。しかし『パッ

シング』の語り手がクレアの死によって挑戦を受けるのとは違い、レイラは、語るとい

う行為によって、オナの死を乗り越えようとする。レイラの語りは、真実を知ることな

しに物語がどのように構築されていくのかをドラマ化している。

　オナの死について、家族のそれぞれが自分なりの解釈を持っている。オナの父親で、

レイラには継父にあたる Leonは、オナの死を、彼がアメリカに移民する時に彼自身の

書類上の父親となってくれた Grandpa Leongの遺骨をなくしてしまった祟りだと思っ

ている。姉妹の母親Mahは、彼女自身の不倫が、家族に不幸を招いたと考えている。

一番下の妹 Ninaは、すべてがチャイナタウンのせいだと思っている。レイラは、オナ

の死を、オナ自身の選択と考えながらも、麻薬を吸っているオナを自分が気にかけてい

なかったことを後悔し、自分自身を責めている。そして、オナが死んだとき、彼女が麻

薬を吸っていたという事実を、家族に隠している。家族ひとりひとりが、オナの死とい

うひとつの事実に対して、各々異なった物語を構築している。そして、それぞれの物語

はあまりに違うため、通じ合うものがどこにもない。オナの死は、このように、家族の

メンバーの言語を分解してしまう。また、同時に、家族のメンバーを物質的にも分解し

ている。つまり、オナの死以来、レオンは家を出てホテル暮らしをはじめ、母親はサー

モン小路に住み、ニナはニューヨークに移り、レイラは母親の住むサーモン小路と、恋

人の住むミッションを行ったり来たりしているのだ。しかし、オナの死は、共通の悲し
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みという意味で、家族をつなぐ絆にもなっている。

　物語では、レイラは、確立したひとりの語り手としてよりも、むしろ、離ればなれに

なってしまった家族の仲介者として機能している。それゆえ彼女の語りは、ばらばらに

なった家族の物語を寄せ集めたものとなっている。レイラは、家族の恥や惨めさを読者

が理解できる言語に翻訳していく。英語のできない両親の通訳として、また職場である

チャイナタウンの学校では地域社会と学校の関係をとりまとめる専門家として、そして、

姉妹の中でチャイナタウンにただひとり残った娘として、レイラは常に誰かの仲介者と

して生きている。学校の教師と生徒の親との間、彼女の両親とアメリカ社会との間、そ

して母親とレオンとの間を仲介しているのだ。彼女は自分自身の仲介者としての重荷を、

オナの死と関連させている。

　冒頭で彼女は姉妹を次のように紹介している。

We were a family of three girls. By Chinese standards, that wasn’t lucky. 

In Chinatown, everyone knew our story. Outsiders jerked their chins, looked 

at us, shook their heads. We heard things. 

“A failed family. That Dulcie Fu. And you know which one: bald Leon. 

Nothing but daughters.”

Leon told us not to care about what people said. “People talking. 

People jealous.” He waved a hand in the air. “Five sons don’t make one good 

daughter.”

I’m Leila, the oldest, Mah’s fi rst, from before Leon. Ona came next and 

then Nina. First, Middle, and End Girl. Our order of birth marked us and 

came to tell more than our given names. (3)

レイラは、家族構成を説明しながら、姉妹の生まれた順番が名前よりも意味深いと書く。

レイラにとっては、オナの死は、真ん中の妹の死、つまり中間に位置する存在の死を意

味している。実際、オナは、死ぬ直前まで、彼女の恋人 Ozvaldoへの思いと、彼の父

親の裏切りによって金銭的に窮地においやられた彼女自身の家族への忠誠心との間で引

き裂かれていた。また、中国系アメリカ人二世として、レイラもオナも、二つの文化の

間で苦労しながら、どちらの文化にも完全には属せないでいた。二つの文化の間でさま

よいながら、姉妹の声は、沈黙している。すなわち、オナは死に、レイラは自分自身の

声を失った通訳者として生き残っているのである。

　この物語のパラドックスは、それが自分の声を失ったレイラという人物を語り手に持

つことである。フラッシュバックの連続によって、現在と過去が混在する物語となって
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いるのは、このパラドックスが原因である。このパラドックスについて、レイラは次の

ように書いている。

Leon once told me that what we hold in our heart is what matters. 

The heart never travels.

I believe in holding still. I believe that the secrets we hold in our hearts 

are our anchors, that even the unspoken between us is a measure of  our 

every promise to the living and to the dead. And all our promises, like all 

our hopes, move us through life with the power of  an ocean liner pushing 

through the sea. (193)

この引用は、じっとしていることと動くことの両立というパラドックスを示している。

レイラの語りはこれらの相反する運動を具現化している。つまり、レイラの語りは、フ

ラッシュバックによって、前進したり、後退したりしながら、物語が始まったところと

同じ地点で終わるのである。

　レイラの語りが行ったり来たりするように、レイラ自身も母親やチャイナタウンに代

表される伝統と、婚約者Masonと彼の住むミッションに代表される新しい生活の間を

行ったり来たりしている。この運動は、過去を忘れたいという願望と、それを覚えてい

たいという願望という、相反するレイラの二つの願望のあらわれでもある。過去を忘れ

たいとき、彼女はメイソンのところに行き、思い出したいとき、チャイナタウンに帰っ

ていく。しかし、彼女が語り終えるとき、最終段落は、彼女が人生の新しいステージに

足を踏み入れることを暗示している。

All my things fit into the back of  Mason’s cousin’s Volvo. The last 

thing I saw as Mason backed out of the alley was the old blue sign, #2−4−

6 UPDAIRE. No one has ever corrected it; someone repaints it every year. 

Like the oldtimer’s photos, Leon’s papers, and Grandpa Leong’s lost bones, it 

reminded me to look back, to remember.

I was reassured. I knew what I held in my heart would guide me. So I 

wasn’t worried when I turned that corner, leaving the old blue sing, Salmon 

Alley, Mah and Leon−everything−backdaire. (193-94)

レイラの語りは、中国語なまりの英単語、backdaireで終わっている。以前のレイラ

は、レオンのへたな英語を聞くと、レオンがアメリカ人から受けてきた辱めを思い出し
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て、嫌な気もちになっていた。ところが、最終段落では、全く恥ずかしさを感じずに、

backdaireという中国訛りの英語を受け入れ、自分自身で使っている。この事実は、彼

女が最終的に、アメリカ文化と中国文化のハイブリッドを、彼女の語りを終結させる船

の錨として考えたことを示している。何をはじめても完全におわらせることなくほった

らかしのレオンと違い、レイラは、はじめた語りを終わらせる。はじまりがあり、終わ

りがあってこそ、語りというものが成り立つわけだが、レイラの場合、語りを終えると

いう能力は、実は、彼女が語りを通じて手に入れた能力である。つまり、オナの死を乗

り越え、語りの最後に backdaireというハイブリッド言語を彼女自身の語りという船の

錨にすることで、単なる物語の通訳者ではなく、自らはじめた語りを自ら終わらせる語

り手となるのである。

　物語のエンディングで、レイラは、チャイナタウンとミッションを行ったり来たりし

ていた自分自身の物語を、メイソンとの結婚によって終わらせる。しかし、彼女のプロッ

トにフラッシュバックの形でさしはさまれたオナの物語は、終結することはない。彼女

の家族はオナの死に関する謎のまわりを、いまだ回り続けている。彼らは、レイラの船

の錨として、ときには忘れ去られたり、時には思い出されたりして、backdaireという

場所に置き去りにされる。レイラの語りがエンディングに用意しているのは、つまり、

終結するものと終結しないものとが同時に存在するハイブリッドなエンディングだと考

えてよいだろう。

5．まとめ
　本稿では、『パッシング』と『ボーン』という、発表された時代の違う二つの作品を、

語られることと、語られないこととのギャップに注目しながら、語り手のレトリックを

論じてきた。どちらの作品も、最終段落において、語り手の意図や方向性を暗示してい

るものの、書かれていないことを読み取る作業は、依然として読者の側に残されている。

このことは、文学作品が、語り手と読者の共同作業によって成り立っていることを示し

ている。語り手が語るのをやめてしまう瞬間は、読者の想像力をもっとも刺激する瞬間

であり、読みという共同作業に読者を引き込む瞬間であるといえるだろう。

　＊本論文は、日本アメリカ文学会中部支部の 2001年 11月例会で研究発表した原稿を

一部修正したものである。
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