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Q. D. Leavisが、“While Dickens was a colourful personality David is colourless and intentionally uninteresting in 

himself—only a type” (46)と述べているように、ディケンズの代表作 David Copperfield において、主人公がやや

存在感に欠ける人物であることは否定できない。自分の人生について語るという行為を通じて自らのアイデン

ティティを模索しているにも関わらず、物語が進行するにつれて、強烈な個性を持った登場人物たちが次々と

現れることもあって、徐々に語り手の影は薄くなっていき、主人公というよりも観察者・傍観者といった性格

が強くなっていく。しかしながら、登場人物としてのデイヴィッドが物語の中心から追いやられ後景に退いて

いるときにも、この「自分自身について語る」という行為は作中で一貫して重要な意味を帯びている。一人称

の語り手による「自伝」という作品形態と重なり呼応するかのように、作中ではデイヴィッド以外のさまざま

な登場人物がいわば劇的独白のような形で自らの本心や過去について語る場面がいくつも用意されている。自

分がどのような人間で、どのような人生を送ってきたかについて雄弁に語る人物たちが作中に多数登場し、そ

うしたいわば「自伝的な」語りを主人公であり観察者のデイヴィッドが自らの自伝の中に記録しているという

意味で、小説 David Copperfield は、自伝という作品の形式について非常にメタ的、あるいは自意識的であるよ

うに思われる。本発表は、様々な登場人物によってなされる自己を語る試みを、自伝としての David Copperfield

そのものの作品形態に読み手の注意を向けさせる自己言及的な装置として分析し、自伝作家としてのデイヴィ

ッドについて新たな視点で考察するものである。 

観察者としてのデイヴィッドは、他者の内面や人格を判断するときに、しばしば致命的な誤りを犯すが、そ

うした不正確あるいは偏った判断を修正するうえで重要な役割を果たすのが、言語による自己表現である。例

えば、周囲から従兄との不貞を疑われていたアニー・ストロングは、第 45 章で夫であるストロング博士への

変わらぬ愛を明言することで疑惑を払拭し、第 56 章ではローザ・ダートルもスティアフォースの死に激昂し

て抑圧してきた感情をさらけ出すことで、それまでの印象を大きく変えることになる。自己について語ること

は、いずれの場合も自分自身がどのような存在であるかを他者に伝えるうえで不可欠な手段として機能し、同

時にデイヴィッド自身の一人称の語り、自伝的な試みに対する間接的な擁護としても捉えられるように思われ

る。 

同じことが、主人公の敵役であり分身でもあるユライア・ヒープについてもあてはまる。自らとの類似性ゆ

えにデイヴィッドはユライアに強烈な嫌悪感と潜在的な脅威を覚え、彼を犬や魚、蛇などさまざまな動物のイ

メージと結びつけることで自らとの差異化を図ろうと試みる。しかしながら、おそらくは無意識的なデイヴィ

ッドのこの企ては、第 39 章でユライア本人から自身の出自をつぶさに聞かされることで無効化される。ユラ

イアは、自分に対して根深い嫌悪感を抱き続けるデイヴィッドに対して遜りながら抗議しつつ、自らの過去を

打ち明ける。この場面においてはじめてデイヴィッドはユライアの猫かぶりが、その生い立ちに起因するもの

であったことを知らされ、自分がユライアの判断に関してあまりに早計で思慮に欠けていたということに思い

至る。デイヴィッドは、ユライアが生まれながらの偽善者ではなかったという事実、そしておそらくはデイヴ

ィッド自身でさえも生まれ育った環境次第では彼と同じようになっていたかもしれないという事実と向き合

わざるを得ない。興味深いことに、この場面以降はデイヴィッドがユライアを動物のイメージと結びつける回

数は大きく減る。こうしたデイヴィッドの「成熟」は、“I said he was a hound, which, at the moment, was a great 

satisfaction to me” (David Copperfield  429)という箇所のように、現在のデイヴィッドが過去の自分と微妙に距

離を置こうとしている姿勢からも伺える。 

さらに、このユライアをめぐる一連のエピソードは、自伝におけるデイヴィッド自身の自己像の提示という、

作品の根幹をなす部分とも結びつく。ユライアがデイヴィッドの用いる比喩によって動物へと卑しめられたよ

うに、若き日のデイヴィッドもまた義理の父親マードストンによって文字通り動物のような扱いを受けていた

という点は無視できない。親子の間柄を主人と獣の関係になぞらえる義父に威圧され、彼の手に噛みついた結

果として送られた寄宿学校では、“Take care of him. He bites” (David Copperfield 130)という看板をつけられるな

ど、デイヴィッド自身も非人間的な扱いを受ける辛さを幼いころに身をもって経験している。そしてすでに見

たように、他者からそのように扱われることを免れるには、ユライアがデイヴィッドに対してしたように、自

らの行いについて自らの言葉で釈明することが必要であるとデイヴィッドは学んでいる。だからこそ、第 4章

でマードストンへの反抗を回想するにあたって、大人になった語り手デイヴィッドは、どのような事情が幼い



彼をマードストンにかみつくという行為に駆り立てたのかを、あたうかぎり詳述することによって、自らの行

いを正当なものであると示そうと試みている。マードストンへの反抗の一件について語り始める箇所において

挿入された、“The reader now understands, as well as I do, what I was when I came to that point of my youthful history 

to which I am now coming again” (David Copperfield 106)という一文は、自伝を公表する意図を繰り返し否定する

語り手が“The reader”という言葉を用いる唯一の箇所であり、デイヴィッドのアイデンティティをめぐるぬぐ

いがたい不安の表れと解釈できるように思われる。存在するはずのない読み手の目をデイヴィッドが意識せざ

るを得ないのは、大人になったデイヴィッドの中に他者によって誤解されることへの恐怖が今なお根深く存在

しているからではないだろうか。自己像を適切に提示することに失敗すると、周囲は彼の人間性について誤っ

た判断を下すことにつながるが、それはとりもなおさず、デイヴィッド自身がユライアに対してしてしまった

ことに他ならない。こうした意味で、ユライアの語りと、デイヴィッド自身の自伝執筆とは、アイデンティテ

ィの問題をめぐる本質的な部分でつながっているように思われる。 

ローザ・ダートルとユライア・ヒープいずれの場合においても、他者のアイデンティティを深く理解するこ

とが、植物のメタファーを用いて表現されている点は興味深い。ローザはスティアフォースの堕落の元凶がス

ティアフォース夫人にあり、自身はその被害者であるということを強調する際に、‘She has sown this. Let her 

moan for the harvest that she reaps today!’ (David Copperfield 872)と述べ、ユライアへの認識を改めたデイヴィッド

も、‘I had seen the harvest, but had never thought of the seed. (David Copperfield 639)と、同様の語彙を使って反省し

ている。似たような植物のイメージはデイヴィッド自身のアイデンティティの重要な転換点においても象徴的

に用いられている。マードストン・アンド・グリンビー商会から逃げ出してドーヴァーのベッツィーのもとに

たどり着いたデイヴィッドは、大叔母が“she marched to a corner of her garden, and stooped to dig up some little root 

there” (David Copperfield 247)と、庭で小さな根を引き抜こうとしているところを目にするが、これはまさに彼

女がデイヴィッドの人生において果たす役割――彼の古いルーツを引き抜き、新たな種を植える役割――を象

徴するものに他ならない。こうした一連の植物のイメージは、作中における作家としてのデイヴィッドの分身

あるいは比較対象とされるストロング博士が執筆するギリシア語の辞書と結びつく。いつまで経っても完成せ

ず、おそらくは誰にも読まれることのないストロング博士の辞書は、デイヴィッドの自伝のある重要な側面に

注意を向けている。すなわち、書き手の「ルーツ」への執着である。 

 

Also, how the Doctor’s cogitating manner was attributable to his being always engaged in looking out for Greek 

roots; which, in my innocence and ignorance, I supposed to be a botanical furor on the Doctor’s part, especially as he 

always looked at the ground when he walked about, until I understood that they were roots of words, with a view to a 

new Dictionary which he had in contemplation. (David Copperfield 294) 

 

このように、図らずもストロング博士とデイヴィッドは“roots”への関心を共有している。前者はギリシア語

の言葉の語根を解明することに明け暮れ、後者はその回想録の中で自己や他者の出自について執筆している。

ストロング博士の辞書は作中で日の目を見ることはないが、一方でデイヴィッドが最終的に自伝を完成させる

ことを考えると、デイヴィッドの自伝作家としての成功が、ストロング博士のギリシア語の語根の実りなき探

求によって対比され引き立てられているといえるだろう。 

以上みてきたように、David Copperfield では、デイヴィッドだけでなく数多くの登場人物が積極的に言語に

よる自己表現を行うが、作中に描かれるいくつもの劇的独白は、作家デイヴィッドの一人称の語りによる David 

Copperfieldという小説の形態そのものに読者の注意を喚起する自己言及的な装置であり、デイヴィッド自身に

よる一人称の語りについての、いわば注釈として機能しているとも言える。アニー・ストロングやローザ・ダ

ートル、そしてユライア・ヒープの自伝的語りによってデイヴィッドの偏見や誤解が訂正されたことが示して

いるように、自己という存在が自分自身の言葉によってのみ誤りなく表象できるとすれば、同じことが David 

Copperfieldというテクストそのものにもあてはまり、この意味でデイヴィッドの「自伝」を執筆するという自

らの行為の価値を定義し、その正当性を間接的に補強することになっているといえるのではないだろうか。 
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