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Fanny Burney の日記 

―The Witlings の出版差止めをめぐって ― 
 

 

中 川 道 子 
 
 

 1778 年、初めての小説 Evelina を世に出して以来、Fanny Burney は、4 篇の小説

と膨大な日記や手紙の書き手として知られた存在であったのに、戯曲作家として

は、今世紀に入るまで殆ど知られることはなかった。実際には、およそ 8 篇の戯曲

をものにしているのだが、どれも生前には出版されることがなかった。(1)  原稿の形

で、ニューヨーク市立図書館（Berg Collection の中）に所蔵されたままになってい

た。Joyce Hemlow が、その中から抜粋でではあるが世に出したのは、1950 年代に

なってからであった。(2)  唯一、悲劇 Edwy and Elgiva は、1795 年 3 月 21 日に Drury 

Lane で上演されたものの、不評で一夜にして葬り去られてしまうという屈辱を味わ

う結果となったという。(3)  The Witlings（「小才子」：タイトル和名は筆者訳）をはじ

め、その他 2・3 の作品がそこここで小規模ながら上演されるようになったのは、

1990 年代になってからのことである。 

小説家として、またダイアリストとしては知られる Fanny Burney の、戯曲家と

しての一面が長年埋もれたままになってきていたのは何故なのだろうか。そのスタ

ートを切るはずであった戯曲の第一作 The Witlings (1779 年原稿完成) が、印刷され

ることもなく、勿論、上演されることもなく、200 年余の長年、原稿のまま眠って

いたのはどのような理由からだったのであろうか。本稿では、大成功をおさめた小

説 Evelina に続く、注目の作であった喜劇 The Witlings の、起稿から出版中止に到

るまでの経緯を Fanny の残した日記によって辿り、この一件が、Fanny のその後の

創作活動に与えた影響を探ってみたい。 
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（１） 

 

1778 年 1 月に出版された Evelina は、直後から回覧文庫（会費は 1冊 1 ペニー、 

Evelina は 3 巻本なので 3 ペンス）の会員の関心を集め始めていた。Fanny が作者

であることは、はじめ、兄弟姉妹と、口が堅いと見込まれた 2 人のおば（どちらも

父 Dr. Burney の系累）だけが知っている秘密だったが、評判が評判を呼び、作者不

明のゆえに返って人の話題となるという具合だった。Fanny は、とにかく、当初は

この秘密ごとを露呈させないことに懸命になって、数ヵ月を過ごしていたようだが、

6 月のある日、Evelina への書評を読んでいた父 Charles Burney が、親の直感からそ

の作者は自分の愛娘であることを覚る。(4)  そして、父 Charles Burney を通して、

Mrs. Thrale と、彼女の Streathamの館の客人であり、ここで展開される文学談義の

パーティになくてはならない存在である Dr. Johnson が、このことを知るまでに、

それほど時間を要さなかった。 父 Dr. Burney は Streatham の常連であり、 Mrs. 

Thraleの娘にピアノを教えるという立場にもある、親しい関係にあったからである。

この後、父を通じて Streathamでのパーティに招かれると、Dr. Burney の愛娘とし

て、Evelina の作者として、Fanny はすぐにMrs. Thrale と Dr. Johnson の心を捉え

る存在となっていった。Dr. Johnsonはすでに 69 歳に達してはいたが、Fanny は、

難しい第 2 作への出発点で、またとない確かな二人の支援者を得たことになる。 

 1778 年 8 月下旬のある夕方、Streathamの館では、嬉しいことに、Dr. Johnaon が

ディナーの時には外出先から戻ってきた。食事を終えると、Mrs. Thrale とこの文学

界の大御所の 2 人だけがいる場に、Fanny が同席するという一時が巡ってきた。 (5) 

Mrs. Thrale の夫もその場に座を占めてはいたが、お茶の後はいつもそうなのだが、

眠り込んでいた。 

 Dr. Johnsonは上機嫌で、「詩人伝」(Lives of the Poets) の Dryden についての部分

を書き終えて、それが印刷に回っていること、そして今は、Butler の Hudibrasにつ

いての論文に取りかかっている、と語り始めた。更に、活躍中の 2・3の女流作家に

ついて、エピソードを交えて紹介し、文壇時評を楽しんでいる様子だった。Mrs. 

Thraleは、適宜言葉を挟みながら、聞き上手。そして、まだお互い会って間もない

Fanny の真価を Dr. Johnsonに知ってもらって、庇護者の役を担わせようと、ブルー

ストッキングの主として、その好機を計っている。 

 談話は進んで、その時が巡ってきた。Mrs. Thrale が、今日の午後は、Fanny と
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Hogarth の、美についての、結構骨のあるものを読んで過ごしたと言うと、Dr. 

Johnson は笑いながら、何故そんなものを選んだのか、Fanny が読んで分かるよう

なもの、童話くらいがよかったのではないかと、まるで小娘と思っている風である。

普段から、読むことも充分にできない女性がものを書いていると、女性を一段低く

見ているきらいのある Dr. Johnson ではある。 

 

  “ And what book did you get for her ? ” 

  “ Why, what happened to lie in the way, Hogarth’s Analysis of Beauty. ( 6 ) ” 

  “ Hogarth’s Analysis of Beauty !  What made you choose that ? ” 

  “ Why, sir, what would you have had me take ? ” 

   “ What she could have understood―――Cow-hide, or Cinderella !” 

                               ( DL- I, p 89 ) 

 シンデレラ物語でも読んでいればよい、と言われては、いかに慎み深く、恥ずか

しがりやの Fanny でも口をはさまずにはいられなかった。これを機に、Mrs. Thrale 

は話題を Fanny の第 2 作のことに変える。Mrs. Thraleは、Fanny は喜劇を書くのが

よいと思っていて、Dr. Johnson も同じ考えであることを期待した。二人とも、  

Evelina に登場する人物が持つ喜劇性や、その風刺の要素を高く評価していて小説

であるより、戯曲がよいということであった。 

 Mrs. Thrale から同調を求められると Dr. Johnson は続ける。 Miss Burney は、人

物を産み出す名人・人物の売り込み屋(character-monger)で、もし、Richardson や

Fielding が生きていたら、彼等が怖れる存在だったに違いない。それに、我々が心

配しなくても、もう既に書き始めていると思われる。Evelina の時も、誰も知らない

間に書き始まっていたではないか。 

 

“Richardson would have been really afraid of her ; ．．． Harry Fielding , too,  

would have been afraid of her; ．．．” Then shaking his head at me, he exclaimed, 
“Oh, you little character-monger, you !” 

 Mrs. Thrale then returned to her charge, and again urged me about a comedy ; ．．．

“Why, madam,”said he, laughing, “she is writing one.  What a rout is here, indeed !  

she is writing one upstairs all the time.  Who ever knew when she began Evelina ?  
She is working at some drama, depend upon it.” 
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 “True, true, O king !” thought I .              ( DL - I, p 90 ) 

 

 確かに、この時すでに Fanny は、プロとしての威信をかけた、問題となる第 2 作

The Witlingsの執筆に着手していた。Evelina の出版から 7 ヶ月程が経過した頃であ

った。 

 

（２） 

 

繊細な感性の持ち主で、並み外れた恥ずかしがりやの Fanny は、このように密か

に 2 作目に手を着け始めてはいたが、それは、自信に満ちての着手ではなかった。

誰かに抱きかかえていてもらいたいほどの心細さと怖さの中に身を置いてのことだ

った。自分の手を離れると、どんどん一人歩きをして行く第一作 Evelina。自分が作

者であることが徐々に露呈し始めている状況の中で、次作こそが自分の真価を問わ

れる作品になることを思うと、とても怖くて不安で、もう書くことには永遠にさよ

うならをしたい気持ちだ。今が頂上で、これから先さらに上に向かって登る力はな

いから、動けば必ずや下り道。ここでは何もしないでいるのが最良の策だけれど

も、しかし、そのようなことが許されるべくもない。 

 

 I am now at the summit of a high hill ; my prospects on one side are bright, glowing, 

and invitingly beautiful; but when I turn round, I perceive, on the other side, sundry 
caverns, gulphs, pits, and precipices, that, to look at, make my head giddy and my heart 

sick. I see about me, indeed, many hills of far greater height and sublimity; but I have 

not the strength of attempt climbing them ; if I move, it must be downwards.  I have 
already, I fear, reached the pinnacle of my abilities, and therefore to stand still will be 

my best policy.                      (DL-I, pp 40～41 ) 

 これは、Fanny が、第 2 の父と慕うMr. Crisp が住まう Chessington の館から、最

も信頼する 3 歳下の妹 Susanna に宛てた手紙の一部である。Chessingtonは、Fanny

にとって心身の癒しの場所であるが、実際この時は、肺炎からようやく回復して、5

月から 7 月をここで過ごし、病後の体をやすめていた時期である。 

 この手紙の発信は 7 月 5 日で、Streatham に出入するようになるのは、少なくと

も 1 ヵ月後である。このおよそ 1 ヵ月の間に、父から Mrs. Thrale に、さらに Dr. 
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Johnson にと、Evelina の作者の名前は明かされて行くのだが、Chessington で隠遁

生活の Mr. Crisp は、しばらくこのニュースから疎外されて過ごす。尤も、この逗

留中に、著者が自分の作品をどう扱おうと自由とばかりに、信頼する Dear Daddy  

の反応を試してみたいという、ちょっとした悪戯気が起こって、自分で彼に読んで

聞かせた。露呈しそうな、ヒヤヒヤした場面もあって、第 3 巻は姉の Hetty に委ね

ざるを得なかったが、先を先をと熱心に促す Daddy の様子を目のあたりにして満足

だった。Chessington に来てから一月経った頃のことで、(7) 名を隠したままで、そこ

ここで口にされる好意的な批評を密かに耳にするのは快かった。それから一月も経

たぬ 7 月の初旬、日記は上記の不安に満ちたものに様変りしてしまった。ことある

事に助言を仰いできた Dear Daddy にも、自分の作であることを隠しているという

事情から相談できない状況にあった。 

 

 Dear Daddy から、Fanny が喜劇を書くことの難しさについて述べる手紙が届けら

れたのは、12 月のことだった。第 2 作を書き始めてから、およそ 5 ヵ月が経過して

いた。Streathamの人々に勧められる少し前からすでに書き始めていたのだが、Mr. 

Crisp の助言は、これらの人々とは異なる角度からのものだった。Streathamの Mrs. 

Thraleは、Miss Burney が喜劇を書いたら、Dr. Johnson に前書きを、Mr. Murphy
に後書きを書いてもらうことにしよう、という考えのようで、Arthur Murhpy は、

Drury Laneの観客の好みを知り尽くしている作者であり俳優なのだから、鬼に金棒

の後ろ楯を見つけたことになるわ、と野望を膨らませている。しかし、Mr. Crisp は

慎重だった。 

 

 ．．．in most of our successful comedies there are frequent lively freedoms ．．．that 

give a strange animation and vigour to the style, and of which if it were to be deprived 

it would lose wonderfully of its salt and spirit.  I mean such freedoms as ladies of the 

strictest character would make no scruple, openly, to laugh at, but at the same time, 
especially if they were prudes (and you know you are one ), perhaps would shy at 

being known to be the authors of. (8)   

  
 成功を収めた喜劇というのは多くの場合、何にも束縛されない自由かっ達なもの

言い( lively freedoms )で不可思議な活気・活力を産みだしていて、これがないと、
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喜劇に特有の、ピリリとしたスパイスの味が感じられない気の抜けたものになって

しまう。ご婦人方は、とても厳格なタイプの方々であったとしても、この種の束縛

されない思いのままの言動には、声をたてて笑う側になることには何の抵抗も感じ

ないだろうと思われる。でも、逆に、その書き手の側であるという場合には、Fanny

のような慎み深い女性(prude)だと、自分がそんな作品の著者として名前を知られる

ことには耐えられないと思うに違いない。さらに、小説の場合と大きく違うのは、

小説では、作者の思うままに取捨選択、好きなだけ綿密に描写することが許される

が、喜劇の場合は、書き始めたとたんから、いかに切り詰めるか、どうスピーディ

に会話を運ぶかが勝負の決め手となる。Fielding が喜劇でうまくいかなかったのも

これが原因であると説く。これでは、Evelina での長所が喜劇では全く通用しない無

用のものだということではないか。まるで、Fanny には喜劇は書けないと言わんば

かりに。Mr. Crisp は、手紙の最後の部分では、Fanny ならできると思うから書いた

までで、Fanny 以外の誰にできるというのだろう、しっかりやりなさい、と結んで

はいるが、とってつけたような不自然さが感じられる。 

 Mr. Crisp への返信は、年が明けて 1779 年の 1 月を迎えてから出された。このお

よそ 1 ヵ月の間に Fanny は、不安と恐れからの脱出を試みていた。自分からという

よりは、周りの善意の人々から ― 父 Dr. Burney、Dr. Johnson に、Mrs. Thrale、さ

らに後に述べる Mr. Sheridanからも ― 押し出されるようにではあったが。 Mrs. 

Thrale は、わざわざ手紙を書き、これまでのあまりにも控えめで、内気で、自分の

名前がちょっとした印刷物に書かれて明らかになったくらいで (9) 、そんなに動転す

るほど神経が細くては駄目だ。つまらぬ風刺詩で暴露されたことは気に障るかもし

れないが、それでも不利に働く面ばかりともいえない。2 作目の執筆については現

段階では、もうあとに引く態度は許されないのだから毅然と立ち向かうように、と

諫めたのである。このような温かい励ましを無にすることはできなかった。並々な

らぬ決意を表明する返信となった。 

 Dear Daddy の親身の助言はまったくその通りで、震えを覚えながら受け止めま

した。確かに、天真爛漫な、と言ってもいいような、まったく束縛のないものの言

い方（ the salt and spirit of gay, unrestrained freedom ）は、喜劇には不可欠の要素

で、これがなければ致命的であり、やじられることは免れたとしても退屈から観客

は眠ってしまうことでしょう。それが分かっていても逃げるわけにはいかないので

す。でも、女性だから、嘲りや非難は必至と構えるのではなくて、一人の作家とし
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てのすべてをかけてやるのだと思う気持ちが強いのです。一か八かやってみます。

名声が欲しいなど考えたこともありません。私のことを、‘prude’だと御承知の Dear 

Daddy、これをお聞きになって、驚かれたり、怒ったりなさいませんよね。 

 

 Every word you have urged concerning the salt and spirit of gay, unrestrained 
freedom in comedies, carries conviction along with it, ―a conviction which I feed, in 

trembling ; ．．．I cannot, however, attempt to avoid this danger, though I see it, for I 

would a thousand times rather forfeit my character as a writer, than risk ridicule or 
censure as a female.  I have never set my heart on fame, and therefore would not, if I 

could, purchase it at the expense of all my own propriety.  You who know me for a 
prude will not be surprised, and I hope not offended, at this avowal, ．．． 

( DL-I, p 162 ) 

 

 こうして、喜劇 The Witlings は、書き進められていった。 

 

（３） 

 

1779 年 5 月、喜劇 The Witlings は原稿の完成にこぎつけた。当時の劇場で、大

当りするのに必要なすべての要素を備えていて、Streatham で後押しをしてくれる

人々の期待を裏切らない出来栄えとなったと思われた。Cecilia と Beaufort という

若い恋人達の恋の物語をプロットの中心に据えて、Mrs. Wheedleが切り盛りする婦

人帽の仕立て屋と、Lady Smatter の館とを舞台に出入りする一群の人々が ― とき

には少々風変わりな人も含めて ― 会話とその関係の中に投影する様々な人間の姿

が、綿密な計算の下に描き出される。Fanny は‘character monger’だと言って

Evelina の出来栄えを褒め、次の作は、‘Streatham―a Farce’がいいと言っていた

Dr. Johnson(10) の期待に十分応えるものであった。 Lady Smatter の館での文学談義

の場を借りて、ブルーストッキングを風刺することは、サブプロットであったが、

その調子は十分に痛烈だった。風刺あり茶番劇の要素ありで、Fanny を知る人がま

さに望んでいた通りの、Fanny だからこそ書くことのできる喜劇だと思われた。

Fanny とほぼ同世代の Hannah Moreが書いた悲劇が£400 を稼ぎ出したというけれ

ど、その上を行ける、と言って Fanny に喜劇の執筆を勧めたMrsl Thrale (11) の予想
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を決して裏切らない出来上がりとなった。 

 その上この間に、Fanny には Dr. Johnson と Mrs. Thrale に次いで強力な支援者が

現われていた。  

 一人は先の Arthur Murphy である。 時は少し戻るが、Mrs. Thrale が Fanny への

手紙の中で(12) Streathamに出入りしている Mr. Murphy が、Evelina の、特に滑稽な

部分・可笑しみの要素を高くかっている、と書いてきてくれて以来、Fanny が最も

会いたいと思う人になっていた。 

 初対面の機会は、程なく巡ってきた。日付は定かではないが、1779年 2 月のある

木曜日 Streathamでのことである。Dr. Johnson、それに Fanny の父 Dr. Burney も居

合わせたところで、Mrs. Thrale が紹介してくれた。恥ずかしくて挨拶もそこそこに

座をはずしてしまった Fanny を Mrs. Thrale は、役にたつ人だと思うからもっと愛

想よくしなさい、とたしなめる。そして、前述の、「後書き云々」のくだりとなる。

お茶の時間に、また席を同じくしたMr. Murphy から、Evelina を読んだ時、この小

説の強みは可笑しみの要素にある。これの作者は、次はぜひとも喜劇を書くのがい

いと思ったものだ。もしそうなれば、自分はできるだけの援助は惜しまない、と信

じられないような言葉をもらって、身も震える思いであった。 

 
．．．I speak what I really think ; ― comedy is the forte of that book.  I laughed over it 

most violently : and if the author ― I won’t say who (all the time looking away from 

me) ― will write a comedy, I will most readily, and with great pleasure,  give any 

advice or assistance in my power.                ( DL-I, p 204 ) 

 

 Mr. Murphy は、言葉通り構想を吟味してくれ、きまりごとを教えてくれた。5

月に入って原稿が出来上がった頃には、Streatham や、時には Brighton の Mrs. 

Thraleの別荘にまでやって来て、時間を見つけて、第 1 幕から順に目を通してくれ

た。会話の部分がよい、特に第 2 幕がよい出来と褒めてもらった。第 1 幕では、少

し膨らませるとよい箇所を 2 ヵ所指摘してくれて、上演すればきっと当たると励ま

してくれたのである。Mr. Murphy  が、Fanny と二人だけで親しく話し込んでいる

場面が人目を引くほどで、Mrs. Thrale が何度か、カモフラージュのために二人の会

話を遮ったという。 

 この二人の状態を、Dr. Johnson が気に懸けていた様子が記録されている。初対面
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の日、二人の傍らには Dr. Johnson も Mrs. Thraleもいて、Mr. Murphy からの全面

的な支援の申し出があったところで Dr. Johnson が、さあ、そこらでいいだろう、

何ら異議があるわけではないがもう十分だろうと口をはさみ、まだ続いている会話

の流れを止めてしまう。( p. 205 )  Mr. Murphy は、敬慕する博士の言葉に即座に話

題を変えた。    

 このことがあってから Fanny は、Dr. Johnson の気持ちに逆らわないよう心配り

をしなければと思うようになる。 Mr. Murphy の助言の方をより大切に思っている

と受け取られてしまうのではないか。 そうなってはよくない。やがて、Streatham 

で Mrs. Thrale も席をはずし、Dr. Johnson と二人だけになるという好機に恵まれた

ので、もし自分が皆さんに勧められているような喜劇を書くことになったら、原稿

ができた段階でお出かけの時の馬車の中にそっと入れておくので、見ていただけな

いだろうか、と頼んでみた。そして、Mr. Murphy  にも最後には読んでもらいたい

と思っている、彼も最後になってみるのがいいといっているので、と付け加えた。

Dr. Johnsonはとても気をよくした様子で、次作のことは当分内緒にしておくように、

すべてはこの私に任せるように、と言われ、更に付け加えて、是非とも私にまず一

番に読ませてほしいと、この大御所が乞われたのだ。 

 

  What shall I do, I know not, for he has, himself, begged to be the first.  Mrs. 

Thrale, however, shall guide me between them.           ( DL-I, p 208 ) 

  

 このような二人の間で、どうしたらいいかは、Mrs. Thrale にうまく舵取りをして

もらわなければ、と贅沢な悩みを妹 Susy に打ち明ける Fanny に、更にもう一人の

強力な助人があった。それは、Fanny とほぼ同世代でありながら、24歳の若さで既

に Drury Laneの支配人（manager）にもなっていて、1775 年上演された処女作「恋

がたき」(The Rivals)を始めとして、矢継早に当たりを獲っていた Richard Brinsley 

Sheridan であった。 

 Mr. Sheridan は、水曜日の（1779 年 1 月中、日付不明）Mrs. Cholmondeley の館

で開かれたパーティに一足遅れてやってきた。 Fanny は、両親と共に参加してい

た。月曜日に、Dr. Burney の方から水曜日には伺いたいと申し出てあったことを考

えると、Mr. Sheridanが参加することを予め耳にしていた父が親心を働かせたのか

もしれない。父と話し込んでいたMr. Sheridan が突然、それまでには面識のなかっ
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た Fanny に言葉をかけてきた。すっかりどぎまぎしてしまって細かいことは全く記

憶に残っていないのだが、とにかく Evelina を高く評価してくれ、もう書かないな

どとは言ってもらいたくない (“But I hope, Miss Burney, you don’t intend to throw 

away your pen?―p. 192)、と付け加えられた言葉を覚えている。このあと、他の客

人もいるところで、書くなら喜劇がよいと勧められ、また父 Dr. Burney に是非それ

を舞台で見たいものだと繰り返し言ったということである。Drury Lane で次々に成

功作を打ち上げている Mr. Sheridan である。これ以上確かな判定者がありえようか。

Dear Daddy , Mr. Crisp からの重みのある忠告や、自分自身の自信のなさから、迷う

気持ちに区切りをつけたのは実はこの夕であった、と心の内を述べている。高い確

率での成功を予感させる、人も羨む順風満帆の船出であるように思われた。 

 
（４） 

 

 1779 年 5 月の上旬には稿了した喜劇The Witlingsは、出版前の原稿を読むことを

許された Streatham の限られた人々の間では、いたって好評であった。 

 しかし Fanny には、是非読んでもらって、お墨付をもらいたいと思う人が、あと

二人あった。それは二人の父、即ち、実父 Dr. Burney と、父と呼んで敬慕するMr. 
Samuel Crisp ( Dear Daddy ) だった。そして、この二人の父が、読後に相談の上導

き出したのが、出版を差し止めるようにという、Fanny にとっては予想だにしな

い、まさに晴天の霹靂とも言うべき結論であった。特定の箇所を修正しなさいと言

うのなら、それは何千箇所あっても可能なことだけれども、出版差し止めとは何と

いうことだろう。作品そのものが全体としてその価値を否定されるとは。 

 この間の経緯を物語るのは、1779 年 7 月 30 日に始まる日記とその後に挿入され

ている 3 通の手紙である。この二人の‘daddies’から直接差し止めを告げる手紙が

届けられたことは、Fanny から父に宛てて出した返書に書き止められているが（ ．．．

when my two daddies put their heads together to concert for me that hissing, groaning, 
catcalling epistle they sent me, ．．．p. 260）、その手紙そのものはこの日記の中には

見当たらない。二人が智恵を合わせて、Fanny の受ける打撃をどうすれば少しでも

和らげることができるだろうかと心をくだき、苦心して書かれたこの申し渡しの手

紙は、一説では届けられて間もなく焼却されたという。(13) Mr. Crisp の、出版中止

の経緯に関わることは一切世間には公表しない方がいいという後で述べる忠告に従
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った結果であろうか。すべては、上述の Fanny が自ら書いた日記と手紙の中に映し

出された事柄から推し量るほかはない。 

 7 月 30 日の日記によれば、 Mr. Crisp に The Witlingsの原稿を読んでもらう時に

は Fanny が自分で持参したいと思っていたのだが、父が自ら持っていきたいとのこ

と、それに Dear Daddy も早くととても急いておられるようなので、自分が行く時

に持って行くという計画を諦めざるを得なかった、という。 

 父 Charles Burney は、これより先にすでに原稿に目を通していて、自分の感じる

懸念について、数年先輩で青年時代からことある毎に頼りにしてきた無二の友人で

(14)、その上、娘 Fanny が全幅の信頼を寄せていたMr. Crisp の元へ急ぎ助言を求めた

のである。Mr. Murphy とMrs. Thrale からは、推奨の言葉を得ていたことで Fanny

は少し心強かったし、この時点では、父の中に大きな懸念が生まれ、自らMr. Crisp
の住まう Chessington に急ぎ足を運んだのだとは思い至らなかったようである。ま

してや、出版の差し止めを申し渡されることになろうとは考えつきもしなかった。 

 この後に続く 3 通の手紙は日付不詳である。次に日付が明らかになるのは 8 月 24

日付けの Mrs. Thrale 宛の手紙であり、以下に挙げるものは、7 月 30日以後 8 月 24

日までの約 3 週間の間にやり取りされたことになる。 

 Fanny が父 Dr. Burney に宛てた手紙には、この差し止めに関して、率直に言って

全く予期していなかったことだったと言っている。間違いの部分がたくさん指摘さ

れるだろう、そして更に多くの変更するとよい点が出されるだろうとは考えていた

けれど、そのもの全体が作品として没にしなければならないとは予想の域を越えて

いた、と。 

  

 You bid me open my heart to you , ― and so, my dearest sir, I will, for it is the 

greatest happiness of my life that I dare be sincere to you.  I expected many objections 
to be raised ― a thousand errors to be pointed out ― and a million of alterations to 

be proposed ; but the suppression of the piece were words I did not expect ; ．．． 

( DL - I,  p 257 ) 

 また、この手紙の中で、Dr. Burney が出版中止の結論を下すに至った直接的な要

因が、主にこの喜劇の第4 幕にあったことに言及している。Evelina の作者として名

を知られてしまって以来、文字にしたことは手を離れると一人歩きを始めて、予期

せぬ波紋が予期せぬところに及ぶことにもなりかねないことは自覚していたので、
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自分の見解・意見といったものを極力出さないように気をつけなければと心に決め

てきたのだが。もっと前に、お父様が第 4 幕に待ったをかけられた時に、この部分

は焼き捨ててしまうべきだったのです。Mrs. Thrale に、最後まで書き終えてお父様

に全体を読んでいただくまでお待ちなさいと言われて、そのままにしておいたこと

が悔やまれる。 

 

I would long since have burnt the fourth act, upon your disapprobation of it, but that 

I waited, and was by Mrs. Thrale so much encouraged to wait, for your finishing the 
piece.                          ( DL - I, p 257 ) 

  

 The Witlingsの第 4 幕は、Lady Smatter の館の読書室での、Lady Smatter が仕切

る文学談義の場面で始まる。特にこの中に見え隠れするサブプロットとしてのブル

ーストッキング批判が、Dr. Burney の懸念を募らせた。莫大な財産の所有者で、

Shakespeareをこよなく称え、甥の保護者でもある Lady Smatter は、細心の注意を

払って、抑えて描き出されたはずであったが、Dr. Burney には、‘Esprit Society’

の大御所である Mrs. Montagu の姿そのものに見えてくるのだった。これが原因で

絶大な勢力範囲を誇る Mrs. Montagu の庇護の輪からはじき出されることになれば、

Fanny だけでなく自分の立場も脅かされることになる。Fanny が、父のこの懸念に

発した出版差し止めの結論を受け入れたのは、自分のこともさることながら、敬愛

する父に多大の迷惑が及ぶことを思うと耐え切れなかったからであった。 

 Mr. Crisp への手紙では、二人の‘daddies’が出した差し止めの論拠が、もし出

版されれば世評から Fanny が受けるダメージは小さくないはずだという、作家とし

ての Fanny の今後への深慮から生まれたものだと説明されていたことが明らかに

なる。そして、このことを私に伝えるためにどれほど心を砕いて下さったかを思う

と、私の友人であるへぼ詩人 Dabbler (15) にあなたのことを気むずかしがり屋のつ

むじ曲がり呼ばわりさせることもできませんと、これまでと変わらずに‘my dear 
Daddy’と呼びかけ、ありのままを虚心坦懐に伝えてくれた心配りを謝している。 

 この Mr. Crisp への感謝と信頼の気持ちは、父 Dr. Burney に対するそれよりも

深いように感じられる。父の方には、窮余の一策として、この二人の間にある日頃

からの深い信頼関係に頼って、事態の打開を謀ろうという意図があったのではない

かと考えられても、不自然ではない面がある。確かに、Mr. Crisp を利用したと言え
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るのかもしれない。(16) 

 これに続くMr. Crisp からの返信は、愛する‘Fannikin’を思う心情に溢れたもの

ではあった。 

 この件については、一切口を閉ざした方がいい。 周りの人々は真相を聞きたがり、

親切気に本当のことを明らかにした方がよいとしつこく迫るだろう。でも、聞き出

してしまうと態度は一変して、見境もなく妬み、陥れ、悪意の虜になって、殆どの

人が真実を曲げて理解するのが落ちだから。自分の悲劇 Virginia (1754)が世に出た

前後はまさにそうだった、と。この助言が、Fanny に差し止めを通告する二人の父

からの手紙を焼き捨てさせたのだろうと思われる。 

 Mr. Crisp もこの手紙の中で、出版差し止めの理由について間接的に言及している。

もともと Mr. Crisp は、Fanny の様に繊細な感覚を持った‘prude’には、喜劇を成

功させるのは難しいと言っていたのだが、成功しそうもないから止めなさいという

のではなかった。以前呈示した条件とは無関係の、新しい観点からの説得だった。

あの条件に照らせば、むしろそれらは十分に充たされていたので、Streatham の

Mrs. Thrale や Mr. Murphy のような肯定的な評価となるはずであった。 

 Mr. Crisp は、自分が Streatham の、はるかに聡明な頭脳の持ち主である方々と見

解を異にすることが恥ずかしいが、と断わった上で、取り上げようとする題材と、

その具体的な取り上げ方について説く。 

 

 ．．．there seemed to me an inexhaustible fund of matter for you to work on, and the 

follies of the folks of so general a nature as to furnish you with a profusion of what you 

want, to make out a most spirited, witty, moral, useful comedy, without descending to 

the invidious and cruel practice of pointing out individual characters, and holding up to 
public ridicule.  Nothing can be more general than the reciprocal follies of parents and 
children．．．                         ( DL-I, p 263 ) 

 
 登場させる個々の人物の特性を、容赦のない勘に障るようなやり口でいちいち挙

げつらい、人々の面前に突きつけなくても、人間の持つ一般的な属性としての愚か

さや愚行を描き出せば、ウイットの利いた、しかも、ためになる喜劇が書けると思

われる。例えば、親子の間で相互に繰り広げられる馬鹿げた言動など、もってこい

の材料になるのではないか。裏を返せば、Fanny が風刺の標的として登場させた、
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Lady Smatter をはじめとする The Witlingsの登場人物の一人一人が、ひどく覚めた

目で観察され、特定され、あまりにも生々しく描写されていて、そのことが不都合

の因であることを説いたのである。Dr. Burney が抱いたと同様の危惧を、Mr. Crisp

もまた、感じたのであった。Dr. Burney に助力を請われて同調したという面もあろ

うが、むしろ Mr.Crisp の真の気持ちだったのではないかとも想像される。 

 これら 3 通の書簡には日付が付されていない。また、最初の手紙（Fanny から父  

Dr. Burney へのもの）の末尾には、Fanny の姪であり、この日記の編者である Mrs. 

Barrett が付した注によれば、Fanny が後になって手書きで書き加えた部分があった

とのことである。（p 259n）それは、Mr. Crisp は、The WitlingsがMolière 作の喜劇

「女大学(Femmes Scavantes)」に酷似していると言われるけれど、とても奇妙なこ

とだ、何故なら The Witlings 執筆の時点で、この作品を読んだことは全くなかった

のだからと、父に宛てて述べ、Mr. Crisp の論拠が成り立たないことを明らかにする

ものであった。後年になって書き加えられたが、しかし、活字にはしなかったとい

う、Fanny の複雑な心情が見え隠れする。  

 Fanny は、この 3 週間後の 8 月 24 日には、この件には全く言及しない、普段と変

わらぬ書簡を、Mr. Crisp の住む Chessington から Mrs. Thrale宛に書き送ってい

る。何事もなかったかのようであった。 

 

（５） 

 

 もし The Witlingsが差し止められずに出版され、或いは上演されて、その結果、

Mrs. Montagu が Lady Smatter のモデルは自分であると感じて機嫌を損ねたと仮定

すると、おそらく Fanny は痛い目に逢うことになったのであろう。第一に、絶大な

勢力を誇る Mrs. Montagu が、一族朗党・友人・知人にも呼びかけて、更にその友

人・知人がそのまた友人・知人を誘い込んで、Drury Lane に足を運ばないという事

態になることが予想される。そうなれば、座元のMr. Sheridan がいかに奮闘しても

興行としては失敗である。当時は、作者への脚本料は、3・6・9 晩目の興行収益か

ら支払われたということで、脚本料を前払いすることはなかったので、Fanny が受

け取れるのはほんのわずかだったであろう。後の Edwy and Elgiva のように一晩で

興行打ち切りの憂き目にあって、1 ペニーも手にできずに一晩で葬り去られたとい

う恥辱だけが残ることになったかもしれない。Hannah More は彼女の悲劇で£400
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を稼ぎ出したというのに。そして、Fanny の手厳しいブルーストッキング風刺が、

関係する文士・文学者たちを怒らせる。その結果は、続く小説Cecilia, Camilla の評

判や売り上げに、間違いなく悪い影響となって現われよう。 

 Camilla は、後年、版元による原稿丸ごと買い取りではなく、一部予約出版の形

で発行されたが、この時の予約名簿には、名立たるブルーストッキングの面々が名

を連ねていたという。Mrs. Montagu の名前も勿論あった。(17) もし、上記の件で

Mrs. Montagu の不興をかっていたと仮定すれば、この時の予約出版が成り立って

いたかどうかは疑わしい。 

 尤も、登場人物のモデルについては、別の見解がある。Lady Smatter のお抱え詩

人 Dabler は、Fanny の父 Dr. Burney の化身で、したがって、Lady Smatter は Mrs. 

Montagu ではなく、彼の妻であり Fanny の継母である旧 Mrs. Allen を連想させると

いう。(18) 筆者もどちらかといえばこの Thaddeus と同じ見解を持つ。Dr. Burney、

Mrs. Allen 及び Fanny とこの両親との関係については前篇で詳述した(19) が、この

仮説を裏付ける要素は充分あると考える。さらに、いかに世間知らずの Fanny であ

るとしても、ブルーストッキングに君臨する Mrs. Montagu を意識しながら、知っ

たかぶりの小才子、見かけ倒しの知識人などと痛烈に風刺することができるであろ

うか。筆者には肯定し難い。 

 それならば、もし印刷され、上演されていたら、Streathamの Mrs. Thrale や Mr. 

Murphy の予想のように、誰の機嫌を損ねることもなく大当りとなり、新しい人気

女流喜劇作家の誕生となっていたのであろうか。いずれも仮定の話である。 

 実際は、しかしながら、出版・上演の差し止め・中止であった。この衝撃的な経

験が以後の Fanny の創作活動に与えた影響は多大であった。 自分への作家として

の評価は、作品がどう受け止められるかということだけで決まるのではない。それ

は、自分を取り巻く周りの人々にまで及ぶ。読者が、それら自分の周りの人々に対

してどんな印象を持っているのか、更に、それらの人々と自分がどのような関係を

保っていると読者は看做しているのか。人々の現実的で、一筋縄では測れない反応

の怖さを思い知らされる結果となった。 

 この思いは、脅迫観念にも近い影を落とし(20)、以後長年に亘って Frances Burney
の創作活動の足枷となる。登場させた‘the witlings’は、生活の中で自分の目が見

た人達をそのまま写し出したものではなかったが、作家として名前が明らかになっ

た今では、Lady Smatter は Mrs. Montagu を年頭に置いたのではありません、お父
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様・お母様のことを意識したのでもありません、と釈明したとしても、湧き起って

しまって、すでに感知された人々の連想や懸念を消すことは不可能であった。  

 経済的な自立の面からも、Evelina が忘れ去られないうちに次の作品を世に問わ

なければならない状況にあったが、世評と背中合わせの戯曲を書くことからは、と

もかく遠ざかることにした。捨て難い風刺の手法をも避けることにした。Fanny は

未婚で、27 歳になっていた。 

 Fanny Burney の日記は、もともと自らの心の奥の葛藤や煩悶を吐露するものでは

なく、Diary and Letters では特に、後年の出版を意識して、姪のMrs. Barrett と共に

取捨選択をした際に、問題となりそうな部分を割愛しているので、この期間におけ

る Fanny 自身の、自立を模索して揺れる心のうちを日記を通して窺い知ることはで

きない。しかし、当時は日の目を見ることのなかった喜劇 The Witlingsの最終幕（第

5 幕）で、Beaufort が最後の締めに口にする、何よりも自立が大切、というくだり

は、Fanny の心情そのもののように心を打つ。あたかも、この喜劇の出版差し止め

という耐え難い試練を受けた後の Fanny が、自分への痛烈なアイロニーを込めて後

から書き加えた台詞であるかのように。 

 

 ．．．That Self-dependance is the first of Earthly Blessings ; since those who rely 

solely on others for support & protection are not only liable to the common vicissitudes 

of Human Life, but exposed to the partial caprices & infirmities of Human Nature. (22) 

 

 2002 年には、その生誕 250 年を期して、Fanny Burney の功績を称える銘板が、

ウエストミンスター寺院の“Poets’ Corner”に掲げられるという。Dr. Johnson のモ

ニュメントの傍にであろうか。その下方に填められた Jane Austen の刻板の横にで

あろうか。それとも、Dr. Johnson の庇護の下を離れて、まったく別の場所にであろ

うか。Frances Burney が、The Witlingsの差し止め事件を発端に、終生過剰なまでに

意識し、怖れ続けた世評が今、誇らしい一枚の銘板という形をとることになる。 

 

[注] 

 

( 1 ) この 8 篇とは、以下の喜劇 4、悲劇 4 篇。括弧内は、完成年を示す。 

comedies: The Witlings (1779) ; Love and Fashion(1799), A Busy Day (1800) ; 



Fanny Burney の日記 

 - 17 -

The Woman Hater (1801) ; 

tragedies: Edwy and Elgiva ; Hubert de Vere ; The Siege of Pevensey ; 

Elberta (4 作とも 1791) ; 

ただし、Index of English Literary Manuscripts によれば、なお 2・3 篇のタ

イトルが挙げられている。 

( 2 ) Hemlow, Joyce, Fanny Burney Playwright, 1950（Index of English Literary 

Manuscripts による） 

( 3 ) 前年末に 40 歳をすぎてからの高齢出産で長男 Alexを得たこともあって、

1795 年の日記は極めて手薄だが、1795年 4 月 15 日付けの手紙で、この作

品が、全く上演を視野に入れたものではなかったこと、Mr. Kemple→ Mr. 

Sheridanの間で急遽進められたことで何の準備もなく表舞台に出てしまっ

たことを釈明している。（Diary and Letters vol. V pp 249～251） 

( 4 ) Diary and Letters, vol. 1, p 32（以後、この場合のような、Diary and Letters

からの引用箇所については、各引用文末に DL- I, p 32 のように記す。） 

( 5 ) ibid, p 87,  1778 年 8 月 26 日の日付が記されている日記の中に、それはそ

うと昨日のこと、とあるので同月 25 日の夕刻ということになろう。

Streathamへの初めての訪問、そこでの‘library circle’の様子を伝える日

記の一部である。 

( 6 ) 戯曲的風刺絵画を描いた William Hogarth (1697～1764)の手になるもの。

1753 年刊 

( 7 ) DL-1, pp 28 ～30 6 月 18 日の日記 

( 8 ) ibid, p 150, 12 月 8 日付け 

( 9 ) ‘Warley : a Satire’と称する小冊子の中で、Streathamの常連であり、Fanny

をよく知る画家Sir Joshua Reynoldsとの関連でFanny の名が明らかになっ

てしまう。（DL－I, p158, p158n, p161,参照）これに対して Fanny が過剰に

思えるまでに動揺、動転したことが、Mrs. Thrale や Mr. Crisp 等の心配の

種なのだった 

(10)‘．．．and then suddenly commanded a pomposity to his countenance and his 

voice, and added, “Yes!‘Streatham ― a Farce !’“‘(DL = I, p102) 

(11) ibid, p 148, 因みに、Evelinaに対して発行元 Thomas Lowndes が Fanny に

支払ったのは、総額で£30、しかも最後の£10 は 3 版が発行されてからだ
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ったという。これには Fanny の謙遜過ぎる人柄が禍していると Dr. Johnson
などはみている。この度外れた慎み深さが、自分の産み出した作品の価値

を正当に評価させないのだと。（p 247） 

(12) ibid, p 159, 発信の正確な日付は不明、1779 年 1月の日記の途中に挿入さ

れている手紙 

(13) Doody, M. A., Frances Burney, p95 

(14) 中川道子、「Fanny Burney の日記」（ディアロゴス 5 号）, p 85 

(15) Fanny が The Witlingsに登場させた Lady Smatter のお抱え詩人 
(16) Doody は、‘It is hard not to feel that he used Crisp, and made the Chessington 

reading into a dramatic final judgment.’(Frances Burney, 1988, p 95 )と言っ

ている。 

(17) Delery, Clayton, Fraces Burney THE WITLINGS, p 20 

(18) Thaddeus, J. F. , Frances Burney, p  58 そもそも Doody が提示したことだが、

Thaddeus は殊に Mrs. Allen について詳細に分析し、Mrs. Montagu 説を凌

ぐのではないかと言う。 

(19) 中川道子、「Fanny Burney の日記―初期のものを中心に」pp76~7, pp84~5 

両親の結婚、継母のひととなり、その後の Fanny と継母との間の関係、わ

だかまりの気持ち、等の詳細については、The Early Diary of Frances 

Burney 1768 ~1778, vol. I& II を参照のこと。 

(20) Adelstein, M. E., Fanny Burney, p61 

(21) 中川道子、「Fanny Burney の日記」,  p79 

(22) Fanny Burney The Witlings , p155 

 

[原典] 

 

Diary & Letters of Madame D’Arblay , vol I～vol VI, ed. by Charlotte Barrett, 

Macmillan, London, 1904 

TheWitlings, ed. by Clayton J. Delery, Colleagues Press, East Lansing, USA, 1995 

 

 

 



Fanny Burney の日記 

 - 19 -

[参考文献] 

 

Adelstein, Michael E., Fanny Burney, in Twayne English Authors Series, Twayne 

Publishers, Inc., New York, 1968 

Bilger, Audrey, Laughing Feminism, Wayne State University Press, Detroit, 1998 

Darby, Barbara, Frances Burney Dramatist, The University Press of  Kentucky, 

Kentucky, 1997 

Delery, Clayton, ‘Introduction - Frances Burney : Playwright’in The Witlings, 

Colleagues Press, East Lansing, 1995 

Dobson, Austin, Fanny Burney, Macmillan & Co., Ltd., London, 1903 

Doody, Margaret A., Frances Burney―The Life in the Works, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1988 

中川道子、「Fanny Burney の日記―初期のものを中心に」（ディアロゴス 5 号）、

ドルフィンプレス、1999 
Smith, Margaret M.,‘Fanny Burney’, in Index of English Literary Manuscripts, 

vol. III (pp83 ~ 92) 

Thaddeus, Janice F., Frances Burney―A Literary Life, in Literary Lives Series, 

Macmillan Press Ltd, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fanny Burney の日記 

 - 20 -

 

 



つきの姫のかたり 

 - 21 -

つき
月

の姫のかたり
語り

 

なよたけ，サロメ，天守物語―憑かれた魔性の女性たち 

テクストに現前する不在 その５ 

 

藤 田 敏 明 
 

｢真理とは何だ｣――ヨハネ福音書 

 

はじめに――2000 年 4 月 13、14 日 初台 

 

2000 年 4 月、東京、初台の新国立劇場において、「月」をモチーフとして描かれ

た二つの演劇が同時に上演された。 

一つは、戦時中に日本人、加藤道夫によってかかれた｢なよたけ｣である。初上演

は 1950 年代でありその後も何度か上演されているが、今回は装いを一新して上演さ

れた(1)。 

今ひとつはオスカー・ワイルドの代表作｢サロメ｣の、リヒャルト・シュトラウス

音楽によるオペラ版。バイエルン劇場版の新演出である。前者は中劇場において 11

日から 26 日まで、後者はオペラ劇場においてやはり初日は 11 日から 17 日まで､同

時に重なるように上演された(2)。もしや新国立劇場として何らかの意図があったの

では、と問い合わせてみたが、二つの劇場の企画はおのおの独自に上演準備されて

おり、そのような連動するものではないという回答を得た。 

まったくの偶然、とはいえ、演劇の上演は時代を映す鏡にもなる(3)。この二作品

の上演の同時性に世紀末から 21 世紀を見つめる今日における意味付けを試みたい｡ 
 さらに、この二作品の合わせ鏡のように筆者の記憶に浮かんで来たのが、この時

期に先立つこと一年、1999 年 4月に歌舞伎座にて上演された泉鏡花原作「天守物語」

であった(4)。これは「サロメ」同様、首を抱えた美しい女性の物語であり、次いで

「なよたけ」「かぐや姫物語」と同じく、人間界より上方にすむ、気高き女性の物語

である。これら三作品について、「月」「憑き物」にかかわる女性のパトス､そして｢物

憑き 騙り 
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語｣が｢騙り｣によって生成するという二つの側面から考察したい｡ 

 
第一日 「なよたけ」のカルト的現代性 

 

竹やぶの子供たち――カルト的「洗脳」 

 

まず第一日目は「なよたけ」であった｡ 

加藤道夫本人も｢あとがき｣で書いているが、かなり｢若気の至り｣が多い作品であ

ることは否めない。きつい表現をすれば、相当にいびつな部分の多い作品である。 

実のところ、開幕して数十分は｢な、何じゃこれは｣と言う印象であった｡何しろ

主人公、平安貴族であるはずの石
いそ

の上
かみ

文麻呂が父親に向かって｢お父さん｣と呼びか

ける。政治抗争に敗れ都を後にする父親が、寺の鐘の音を聞いて旅立とうとするの

を引き止めるのに、「お父さんとの大切な別離の時間が坊主の鐘の音で決められるな

んて、僕あ悲しいなあ」「からすなら正確に時間を伝えてくれます｡僕は自然という

ものには信頼を置くんです」というせりふである(5)。 

 おそらく、執筆当時――第二次大戦末期の出征兵とその家族の別れの状況をその

まま移しているのであろう｡しかし、これではやはり、平安貴族のせりふではない。

これを演じているのがいわゆる新劇役者ではなく歌舞伎役者の中村橋之介であるか

ら、余計に違和感がある。本人も、さぞかしいつもの歌舞伎調子で演じたかったの

ではあるまいか｡父が政争に敗れた敵の名を、息子に何度も繰り返して呼ばせるのも、

非常に生硬に聞こえた｡わかれるにあたって文麻呂が父に「万葉集」をわたし、父親

がそれを「よろずはあつめ」と読み間違えるなどは噴飯ものであるし、それを「雄

渾な本当の日本の心です」と力説するなど、当時の時代制約があるにはあるのだろ

うが、こういう舞台で青臭い文学論議をするのはやめてくれ、といいたくなる｡ 

 文学論はさらに続く｡場面変わって友人の清原秀麻呂との対話になるが、二人は互

いに「君、僕、で呼び合う上に、姓で｢清原
きよはら

｣｢石の上｣と言い合っている｡当時の書

生たちの論議をそのまま写したような青臭い文学論を交わし、恋愛論をぶったりす

るわけであるが、まあこのあたり、作者の当時の気分がそのまま出ているところな

のだろう。文麻呂が父の政治失脚のおかげで大學寮を追われ、私学に移ったうんぬ

んというところも、その当時における作者の境遇というか、鬱憤をそのままぶつけ

ているというところだろう｡ 
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清原が竹の精のような少女への恋を告白し、たまたま政敵である大納言が恋敵で

あることを知った文麻呂が友人を助け､敵にダメージを与えようと｢僕、いいことを

思いついた｣と叫んだ時点で、このままでは時間つぶしにもならないからニ幕以後は

見ずに帰ろうかと、真剣に考えたほどであった。いくら「古典的な日本の新劇の復

活・保存を目ざす」にせよ、こんな時代遅れ、見当はずれの作品を上演して、新国

立劇場はいったい何を考えているのか、と、企画意図を疑った｡ 

が、なよたけが登場するや、俄然様相が変わり、古色蒼然としていた舞台が、強

固に現代的な価値を獲得する。竹やぶの中で琴を弾き、小さな子供たちを集め、彼

らと歌を歌ってすごす可憐な少女――という設定は、それこそ「自然志向」であろ

う｡彼女は、都会にあこがれる少年をいさめる。町の子供たちと争う少年を嫌がるの

は暴力の否定であり、虫を踏み潰してしまった少年をいさめ小さな生き物にもその

生命の大切さを教え諭す、というところも、戦争の中でかかれたゆえであったろう｡

しかるにそのやり方、というより、やり口が、きわめて今風――カルト的なのであ

る｡ 

登場以前から、なよたけは「あんなあな」という奇妙な言葉で呼ばれる｡ 

童たちが遊びに誘うのに、引きこもって琴を弾いているなよたけに対し、子供た

ちは「なよたけはあんなあなだ」と叫ぶのである｡「あんなあな」という奇怪な言葉

の意味が説明されないままに、物語は展開する｡彼女自身は「あんなあな」を嫌って

いるらしい｡「あたしのことをあんなあなだなんていったのは」と怒り、「そんなこ

とを言うのは都に近いせい」で「都の子はみんな悪いあんなあなに取り憑かれてい

る」と糾弾する｡どうやら「あんなあな」というのは、人に悪事をさせる、物の怪の

ような憑き物であるらしい｡ 

「あんなあな」をめぐって、彼らの語り合いは展開する｡都が好きな男の子、け

らおを一人置き去りにして、なよたけと童たちは楽しげに歌うのだが、それにむく

れたけらおは、もう一人の男のこ、こがねまるをそそのかして毛虫を踏み潰させる｡

するとなよたけはほかの子供たちとともに、大悪人を見るような目で彼を非難する｡ 

「どうして、そう、罪のないものを殺そうとするの、毛虫が何か悪いことをおま

えにしたの」「おまえには毛虫の言葉が聞こえたの、毛虫が殺してください、ていっ

たの」と、立て続けに糾弾は続き、とどめが、「こがねまる、おまえにもわるいあん

なあなが取り憑いてしまったのね」の一言である｡こどもたちは「けらおのあんなあ

な」「こがねまるのあんなあな」と、二人を疎外し、薄気味悪い視線で見つめる｡ 
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さすがになよたけは、非難するばかりではない｡「毛虫は大きくなったら何にな

るんだったかしら」「蝶々」「こがねまるは蝶々が好きじゃないの」「好き」「じゃあ

その蝶々をなぜ殺したのーーかわいそうに、蝶々になれないままで死んでしまった」

と論理的に教え諭し、罪の意識に絶えられずに泣き出した彼を、今度は「わかれば

いいの、蝶々を殺したのは、こがねまるじゃなくて悪いあんなあなだったのよね」

と、慰める｡ここに突如蝶々の群れが現れ、子供たちは「こがねまるをうらんで仕返

しに着た」と騒ぎ立てる｡そして彼が「おらあ、あんなあなにだまされたんだ」と認

め、改心すると、毛虫は生き返る｡なよたけは「おまえが悪かったことに気づいて本

当の事を白状したからお天道様が生き返らせてくださったのよ」と、許しを与える

のである｡ 

長々とこのシーンを書いたが、これは現代的カルト宗教の「洗脳」の手口の典型

的なものに他ならない｡ 

外の世界から隔離された、一人の中心人物を絶対的にあがめる小さな世界・集団｡

の形成｡その集団の中での、些細な事態を指摘しての、罪の糾弾、集団からの疎外、

罪悪感を募らせ、奇怪な威嚇がある｡罪を認めれば今度は寛大に許しが与えられ、小

さな奇跡が起こる｡そしてその際、この集団にだけ通じる奇妙な概念・用語を使用す

る――こう考えていくと、「あんなあな」なる単語がオウムの呪文であるかのように

聞こえ、竹やぶの中がサティアンに見えてしまう｡余談ながらひとことつけくわえれ

ば「わるいことをしたのはこがねまるじゃなくてあんなあなだったの」というせり

ふは「悪事を働いたのはハムレットではなくてハムレットの狂気だ、いわばハムレ

ットも狂気の被害者に他ならない」のせりふを思い起こさせる｡ 

カルト宗教的洗脳はさらに続く。なよたけはそこにいる子供たち全員に対して

「みんなも白状してごらん、あんなあなに取り付かれて、どんな悪いことをしたの

か、思い出してすっかり白状してごらん」と迫る。子供たちは「去年」「いつだった

か」「以前」、かえるの皮を向いたり、蓑虫の皮をはいだり､蝶々の羽をむしったり螻

蛄に糸をつけておもちゃの車を引かせたりしたという小さな悪事をそれこそ取り憑

かれたように白状し、なよたけは一つ一つ「恐ろしいこと」「無慈悲なこと「まあ、

むごたらしい」と糾弾し続ける｡彼ら全員がすべてを告白し終わり､罪を認めて泣き

出すと「おまえの中にあんなあなはもういない」「みんなの心は今とても透き通って

いる､お天道様の光が差し込んでいる」と､許しを与える｡ここで集団全体のカタルシ

スによって洗脳が完成することになる。 
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なよたけは、こどもたちが「あんなあな」に取り憑かれたといい、その災いをと

りのぞいていると主張している。しかし、これを見たものは、ほかの誰にも増して

何者かに取り憑かれているのはなよたけその人であるといいたくなってしまう。彼

女の主張が真実なのか、子供たちを洗脳しているカルト的｢騙り｣なのか、ここでは

判別するすべはない｡呪文のように繰り返される｢あんなあな｣という言葉も定義不

明所以にカルト宗教の経文を思い起こさせる(6)。初演の時期にどういうイントネー

ションを使っていたかは不明だが、現代的にわざとその類のもの連想させるような

イントネーションになっている｡オウムの教祖のむすめが「アーチャリー」なるコー

ドネームで知られていることと、偶然ではあるまい。 

 

子供たちとの戯れ、あるいは洗脳実験が終わると、今度は大人同士の争いになる｡ 

都から、なよたけにあこがれた大納言が現れ彼女を誘い出そうとする｡貴族が平

民の娘をほしがるにしては異常なほどに｢憑かれた｣口説き方である。竹取の翁は、

最初は相手の正体を怪しんであわせたがらないが、相手が大納言だと身分を知ると、

急に卑屈になり、聞かれもしないうちに彼女の素性を語り始める。彼女は｢竹林の中

に捨てられていた｣捨て子だったという。それが物心ついてからは｢あたしはお天道

様の子だ｣｢お月様の子だ｣と言い出して、不思議な娘になってしまったと｡彼からす

れば、なよたけは異常なことばかり｢騙る｣｢憑かれた｣娘なのである｡｢あんな子を、

そんな身分の高い人にもらってもらうなんてもったいない｣｡まあ、俗物といえば俗

物、常識的といえば常識的反応ではあるだろう｡この俗物が、実は第二幕ではなよた

けの素性については打って変わって不思議な物語を語り始めるわけであるが、どち

らが真実でどちらが｢騙り｣なのかはわからぬままとなる｡ 

そしてそれを止めようと、文麻呂、清原の二人が現れる｡｢大納言には、すでに奥

方がいる｣と――これは平安時代においては全く障害にならないことではあるが―

―なよたけを説得する｡子供たち、あるいはなよたけも、｢都の人たちはみんなあん

なあな｣という共通認識を持っている。大納言は迎えを約束して退散し、ついで若い

二人が懸命に彼女に愛を語ろうとするが、それをしも「あんなあな」とひとくくり

にする。最初から彼女字にほれ込んでいた清原、次いでこのとき始めてあった文麻

呂が憑かれたように彼女をたたえる言葉を語るが、清原の言葉は上滑りしてしまい、

なよたけの心は文麻呂に傾きかけている様相を示す｡そこで突然太陽が隠れ驟雨と

なる｡二人の男にはさまれて、なよたけが｢この人たちが誰なのか私にはわからない｣
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と苦悩し、子供たちが｢あんなあなだ｣と断言、文麻呂が｢何なんだ､あんなあなって｣

と訝るところで、一幕はおわる。彼の叫びは､そのままわれわれ観客の疑問でもある｡

「憑き物」「あんなあな」とは何か――しかしその解答はテクストの中では与えられ

ていない｡ 

 
幻想の都大路――異形の預言者 

 

第二幕は、いっそう、世紀末ムードが満点となっている。始まりは京の都大路、

葵祭りの喧騒のさなかでさまざまな階層の人々が断片的に近況を物語っているが、

その内容は現代の日本と酷似している｡｢妙に頭が痛くて｣と悩む女に｢北山のお寺の

行者さんに御修法をやってもらいなさい――ただだいぶ高くとるらしいけれど｣と

答える応酬はなにやら霊験商法の走りに思えるし、試験勉強の山を張っている学生

や、コネクションを利用して問題を知っているずるがしこい学生は今日でもいくら

でもいそうである｡有名人の男女関係やら美容方法などをかまびすしく語る女性た

ちは週刊誌を手に持っていてもおかしくなさそうである｡昔から祭りの群集という

のは、今日の休日の渋谷や原宿にいる人々と変わらないのかもしれない｡顔黒の山姥

がいないのが不思議なくらいである(7)｡噂話の中に、｢女の子が神隠しにあって｣うん

ぬんというものまであるが――まさかこの公演中に、七年間も自宅に女性を神隠し

にした事件が判明するなど、とうに亡くなっている作者はおろか、企画者たちも想

像外もことであったろう。物語の｢騙り｣と現実とが、境界を逸脱してしまっている

のが今日である(8)｡ 

さらに、異様なバックグラウンドミュージックが響く。修行者たちの｢吐
と

菩
も

加
か

美
み

ほ

っ、依
え

身
み

多
た

女
め

ほっ、｣という掛け声が、鈴や錫杖の音にあわせて、遠くからだんだん

大きく聞こえてくるのである｡これまたカルト宗教を連想せざるを得ない｡戦時中に、

時代設定を平安時代として書かれた戯曲が、なぜかくも、今日の世相を映し出して

いるのか、偶然というにはあまりにも暗号が会いすぎるほどである。もちろん、時

代を通底する価値があるからこそ戯曲が生き残っているのであり、さらに今日的価

値をみとめたが故の上演でありまたそれに合わせた演出なのであるが――｡ 

そこに登場する石の上は、一幕目――貴族の正装である烏帽子水干――とは打っ

て変わった異形｡下人装束で、ほかの人々がまとう葵祭りの護符をただ一人身につけ

ないという「外れた」姿である｡声も枯れはて、カルト教祖の要素たっぷりである｡
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第一幕でなよたけが何者かに取り憑かれているというならば、第二幕では、文麻呂

がなよたけに、あるいはなよたけに象徴される何らかの物語に取り憑かれている。 

 友人たちの噂によると、彼はなよたけに出会って以来｢物の怪にでも取っ憑かれて

しまったたようなありさま｣で，「宇宙の変革」「白色光の世界」うんぬんと嘯き、そ

れが理解できないものはすべて「あんなあな」だとしかりつけている｡それは何かと

問い掛ければ「螻蛄の足におもちゃの車をつけさせて引っ張らせるもの」と答える。

むろん、友人たちには理解できないが､それに対しても「おまえたちにはまだわから

ないのか」とののしるばかり。二代目は初代以上に強硬派、といえそうである。こ

の「預言者」ぶりはヨカナーンと相通じるものがある。再び、町のうわさで神隠し

が伝えられ、それを静める行者たちの呪文が流れる。ここもやはり今日のカルト宗

教を髣髴とさせる｡ 

心配した友人が「見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたりするこ

とはないか」とたずねると、「見える、聞こえる、それが正しいのだ」と答え、自身

でもそれを確信している｡この場におけるふみ麻呂を見る限り、常識的な人々は、彼

が何かに「憑かれている」と判断せざるを得ない。そして彼の友人はやはりきわめ

て常識家であるため、彼を「狂っている」と認識する｡それ以前は、文学論議にせよ

政治議論にせよ、つじつまの合った「語らい」ができていた相手が、急に「憑かれ

た」「騙り」をし始めた以上、正常人は彼と行動をともにすることはできなくなって

しまう。彼は、この日、大納言に連れ去られてしまうはずのなよたけを奪おうと計

画していたが、彼の狂気を断じた友人は、狂人の計画には付き合っておれぬと、脱

落する｡計画が過激だという理由で友人を失った文麻呂の姿は、おそらく、執筆当時

の反軍勢力・左翼の状況を描いているものだったであろう｡すべての友人を失っても

なよたけ一人いればそれでいい、と叫ぶ彼の耳に、人々の声が――「文麻呂は狂っ

ている」という声が聞こえる｡それが頂点に達したとき、彼が奪うことを企てていた、

大納言の牛車が現れる｡ 

現代女形である篠井英介演ずる大納言が異形の仮面をつけているところがきわ

めて今日風の演出であり、ここもカルト的といえよう｡原作では「幻想の大辻」とな

っているが、ここから先どこからどこまでが「現実」でどこからどこまでが「幻想」

なのかは、すべて観客の判断にゆだねられている｡ 

大納言は、文麻呂を狂人とあざけり、なよたけもまた狂っていると断じ、その二

人を娶わせるべく自分は彼女を連れてきたのだと、おもいもかけぬ言葉を発する｡
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真実なのか、文麻呂を「騙る」ための偽りなのか、判定できぬまま牛車から、美し

く装ったなよたけが現れ、二人は衆人環視の中で抱き合う純愛を貫こうとする二人

の姿が見世物、さらし者にされてしまうわけである｡ 

ここには視線の錯綜が存在している｡最初、文麻呂は、友人の清原がなよたけを

愛してしまったから、また、父の政敵である大納言が友の恋敵だからという理由で

彼女に会いに行き、大納言の計画を妨害しようとしたのであった｡清原は、一目で彼

女に恋をしてしまった｡だが、文麻呂と彼女は、まさしく一目で、運命的に見詰め合

う｡そうして再び合間見えた二人を、大納言の演出で、都中の人々が、あざけりの対

象として見つめるのである｡二人とも狂人だ、憑かれてしまっているのだ、と｡人々

の嘲笑の中で急激に天候が激変し雷雨となる｡俗人たちが慌てて退散し、誰もいなく

なったところで、彼らは愛を誓う｡再び天候は一変､虹と金色の光の中で､二人は抱き

合うのである｡ 

 

竹やぶの中の真実――消えたなよたけの物語あるいは騙り 

 

このまま二人でずっと離れずにいればよかろうものを、「童たちの歌が聞こえる」

ためか、文麻呂はいったん彼女を竹やぶに戻し､自身も屋敷へ帰り身辺整理をしてか

ら二人で駆け落ちしようと申し出てしまう｡恋に身を焼く若者にしてはずいぶんと

散文的である｡奇妙なことに童たちの歌は「あんなあなにだまされた なよたけは大

納言の手先だぞ」と響く｡本来､なよたけの見方であるはずの童たちがなぜ彼女を誹

謗するのか､文麻呂にはわからない｡ 

彼が再びなよたけを迎えるために竹林に赴くと、そこには彼女はおらず、竹取の

おきなが仮面をつけて彼を出迎える｡なよたけはどうしたのか､とたずねる文麻呂に、

翁は実際のなよたけではなく､かぐや姫の伝説を物語る｡「もう世の中にはあの話を

信じてくれる人は一人もおらぬと思っておった」｢遠い昔の夢｣｢言い伝え｣であり､

「なよたけは夢じゃ､現し身の女として愛してはなりませぬぞ」ときつく申し渡す｡

「とこしえの後までもなよたけの夢を伝えてくだされ」｢あれはいつの日にか月の都

に帰らなければなりませんのじゃ｣と。ここもまた、幻想なのか、現実なのか、不明

なままである。またも童たちの「あんなあなにだまされた」という歌声が聞こえる｡

｢なよたけは都にいるの､きれいな着物を着ているの｣という警告と､翁の｢信じてく

だされ｣「つたえてくだされという懇願が錯綜する｡もしかすると、翁は、このよう
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な幻想的な物語によって、文麻呂を「騙ろう」としているのかもしれない。 

なよたけを探し、遂に巡り会った文麻呂だが、彼女はなぜか急激に憔悴しており、

最早瀕死のありさまである。彼女は「竹の林を見捨ててしまった」からには「お天

道様にそむいてしまった」罰として生きていけなくなったことを悟ったという。あ

たりに星の清らかな光があふれるさなか、文麻呂の腕の中で彼女は「お月様のとこ

ろへ帰っていく」｢この世の人ではなくなってしまう｣と告げて息を引き取る。満月

がくっきりと輝く中彼女を失った文麻呂は倒れ付し、いったい何事が起こったのか、

真相は竹やぶの中にあるごとく不明である。 

 

終幕部分、約二ヶ月が経過している｡父の赴任地である東国に赴いた文麻呂は、

ひとつの物語を――もちろん「竹取物語」だ――書き上げる。閉じこもって執筆し

ているのを心配する父に、使用人が、都での出来事を告げる。なよたけの失踪は、

「人伝てに聞いた話では矢張り大納言の囲われものになっているらしく､まあきら

びやかな着物でも着せられて､華やかな生活をしているのでございましょう」という

のが真相で翁は｢みかけによらず大変な胴欲もの｣だという。｢文麻呂様はきっと居た

たまれなくなって､東国へたたれようと思ったのでしょう｣と――。つまるところ、

文麻呂は、なよたけ、おきな、大納言の三人によって言いように騙られてしまった

のだ、というわけなのだが――そして常識的に考えてみればまさにそれこそありそ

うな結末なのだが――が、物語を書き上げた文麻呂は、そのような「事実」など意

に介さない。自分が一瞬間だけ体験した「なよたけ」との心のつながり、竹林の伝

説、夢の物語さえあれば彼には十分なのである。それが真実ではなくて「騙り」で

あろうとも、問題ではない。 

さらにこの場における彼は、父が大納言に騙られた挙句、遠国に飛ばされてしま

った恨みも――第一幕では、父と子は執拗に｢大納言こそ仇｣と主張しているが――

消滅してしまっている｡物語の世界に身を置いた彼にとっては、俗世、濁世の権謀術

数など、はるか遠いことになってしまっているのである｡不思議なことに、彼と同じ

ような神秘的体験をしたわけでもない父までが彼に同感し、都での暮らしを蔑み、

富士山の見えるこの地での暮らしに満足しきっている｡二人にとって､都での出来事

は「前世の夢」でしかない｡ 

加藤道夫は､序文で宣言している｡「竹取物語はこうして生まれた｡世の中のどん

なにえらい学者たちが､どんなに精密な考証を盾にこの説を一笑にふそうとも作者
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はただもう執拗に主張しつづける」と｡そして――歴史的事実はともかくとして――

ここで彼がかきあげた「竹取物語」の中心部分にくるのは、五人の中央貴族がかぐ

や姫に対して権謀術数を駆使して――権力、財力､暴力､あるいはさまざまな｢騙り｣

を駆使して――それにもかかわらず、というよりもそれゆえに敗れ去ったエピソー

ドであったし、結末は、最高権力者である帝をも振り捨てての、かぐや姫の月への

昇天であり､この富士の煙であった(9)｡富士を仰ぎつつ､すでにこの世にない――テ

クストの中では今まで一度も言及されていなかった――母を「天女のような人だっ

た」と回想するところで､この物語は終わる｡男たちの争いに救いをもたらすのは、

天上にいる女性なのである｡ 

 

第二夜   サロメの視線､ヨカナーンの騙り。 

 

  誰もが何かに憑かれている――預言者、姫、隊長、小姓 

 

 ｢なよたけ｣を見たのは 4 月 13 日昼の公演であった。新国立劇場のロビーには｢サ

ロメ｣のポスター､各新聞､雑誌の劇評のコピーなどが陳列されており､出切ればその

夜すぐさま､とも思ったが､配役の関係上､翌日の夜公演とした。 

 14 日夜公演の始まる前､｢なよたけ｣｢サロメ｣の同時公演に企画意図があったのか

どうか､劇場関係者に直接たずねてみた。広報関係者の回答によると､両劇場の企画

運営は全く独自に行われて少なくとも半年､あるいは一年以上前から準備されてお

り､連動する企画を執り行ったものではないということであった(10)。確かに、よく

考えてみれば､その種の企画を同時進行させるためには､中劇場の俳優はともかく､

オペラの歌手､楽団の手当てに大変な手間がかかるであろう。とりあえずは偶然の一

致､ということで――その偶然、シンクロニシテイが時代の必然かどうかはともかく

として――さて､二十世紀末の｢サロメ｣である。 

 ｢サロメ｣では､まず、月が問題になるが､この舞台では､実際には月はでていない。

オープニング、まず印象的だったのが、舞台両脇を整然と行進する、すっぽりと頭

を覆った兵士たちであり、彼らの衣装は、古代というより、むしろ現代――たとえ

ばナチス・ドイツの――、あるいは未来――たとえばＳＦ映画の――兵士を思わせる

ものであった。 

 今さらであるが、サロメの物語も、また、憑かれた人々の、騙りの物語でもある。 
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｢いかにも美しい､今宵のサロメ王女は｣という詠唱から、オペラは始まる(11)。シ

リア人の隊長はサロメに憑かれている事を隠そうとはしないし、｢サロメ王女をそん

なふうにに見つめるのはよくない――何か禍が起こるかもしれない｣と彼を諭すヘ

ロデアの小姓は彼に憑かれている。この小姓は設定としては男性のはずであるが、

歌手はアルトの女性、したがって両者の微妙な恋愛関係がより明瞭に映る。 

銀色の月の美しさをサロメ――処女――にたとえる歌に続いてサロメが登場する。

サロメが宴席を逃げ出したのは、宗教に憑かれた人々の議論に嫌気がさしたからで

あり、ヘロデ王が彼女を見つめる「母上の夫ともあろうに、あんな目であたしを見

るなんて」という憑かれた視線にもまた嫌悪を感じている。若々しいサロメは時と

して非常に活発に飛び跳ね、舞台上を駆け巡るが、逆に、めげてしまうと、不貞腐

れて動かなくなる｡舞台上でべったりと地面にふす場面も多い。 

そこにヨカナーンの声が聞こえる。「主，来たり給う｡人の子は来たり給う」。預

言者本人は全くまっとうに神の言葉を預かり伝えているのであるが、信じていない

ものにとっては、これも何かに「憑かれた」「騙り」としか聞こえないのも無理はな

い。｢海蛇バジリスクが孵りそれは育ての親鳥を貪り食うであろう｣と俗物どもを叱

り、脅し、来るべき未来を語る彼の言葉は、先程の葵祭りでの文麻呂の行状とほと

んど同一である｡ただし文麻呂には誰一人理解者がいなかったが、この場面において

は兵士たちの間で、彼が真実の預言者であるのか、ただの「騙り」に過ぎないのか、

意見が分かれている｡長年の荒れ野での修行が噂で伝わっているからであるが、しか

しやはり正統派ユダヤ教徒にとってはにわか作りの新興カルトの教祖にも見えるの

であろう｡あるいは恐れ、あるいはあざけり、後半になるとユダヤ人の神学者たちは、

彼が真実預言者であるのかないのかについて、果てしなく不毛な議論を語りつづけ

る。 

サロメにとっては、彼が予言者であるか否かには興味がない。彼女は単純にその

声に惹かれ、彼を「見たい」と願う。王が許さない、と拒否する兵士たち。しかし

サロメにとっては王の命令など意味を持たない｡｢一目でいい，あたしは会ってみた

い、あの不思議な預言者に｣。そこでサロメはナラボートに頼る。彼の役柄が名目上

は「シリア人」「隊長」としかよばれていないが、唯一、固有名詞で呼ばれるのがこ

の場面である。「明日の朝、モスリンのヴェールの下からおまえを見てあげるよ」｢お

まえに小さな緑の花を投げてあげる｣これらの言葉を、どれだけ真意をこめていった

のか、わかるすべはない。結果的に、二人とも、明日の朝がくる前に死んでしまう
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のだ。とすれば、真意がどこにあろうとも、これらの約束は｢騙り｣に終わってしま

ったというべきであろう。｢不吉なことが起こるに違いない｣小姓の懸念を十分に知

りながら、サロメ一人を見つめるナラボートは、サロメの「おまえを見てあげるよ」

という褒美に｢憑かれて｣預言者を引き出させる｡ 

 かくて古井戸の中からヨカナーンが登場する｡サロメは興味津々、井戸の周りを跳

ね回りながら預言者を見つめる。引き出された異形の預言者はまたしても｢涜神の罪

に満ちた杯を持てる男｣「おのが目の欲情に屈した女」と奇怪な言葉を発して王や王

妃をなじりつづける。サロメは彼に語りかけようとするが、彼のほうは彼女を見よ

うとはしない。そうして二人の詠唱が始まる。通常オペラの男女の二重唱というの

は、相互の語り合いであるべきなのだが、ここのサロメとヨカナーンとの場面は、

はっきり言って会話になっていない。｢おまえの髪が好きだ｣｢肌が好きだ｣とサロメ

は一方的に言い放ち、それに対しヨカナーンは｢下がれ、バビロンの娘｣と突き放す。

｢偉大なお方の声を聞け、おまえが救われるのにはそれ以外にない｣ととくが、サロ

メにとってはそれこそ異教の神に取り付かれた｢騙り｣でしかない。自分がなぜ｢救わ

れるべき｣なのか、彼女の理解の範疇外である｡ 

ここにおいては言葉、というより音声はお互いに耳に入ってはいるのだろうが、

それぞれの意思はまったく伝わっていない。コミュニケーションというより、ディ

スコミュニケーションの最たるものというべきであろう。｢おまえの口に口付けがし

たいのだよ｣と願うサロメに対し、ヨカナーンはあくまでも｢おれはおまえなど見た

くはない｣｢俺が耳を傾けるのはただ神の御声のみ｣と拒否しつづけ、サロメを一顧だ

にせず古井戸に入り込む。ヨカナーンはサロメをみつめることがなかった。――｢な

よたけ｣において、文麻呂は彼女を一目見た瞬間、恋に落ちた。｢一目でいい、あた

しを見てくれさえしたら、きっといとしうおもうてくれたろうに｣。だがヨカナーン

にとっては、サロメの外見の美は｢この世に悪をもたらすもの｣、内面の退廃を騙る

者でしかない。二人の視線は、常にすれ違うのみなのだ。 

 ヨカナーンに省みられなかったサロメは、がっくりとして地に倒れ付す。かれの

いう｢真実の言葉｣は耳に入らず、不貞寝を決め込んでいる。彼女に憑かれ、それゆ

えに彼女がヨカナーンに憑かれ｢おまえに口付けがしたい｣と叫ぶのに絶望したナラ

ボートが「王女様、そのようなことを言っては成りませぬ」と自殺しても、その態

度には変わることがない。｢なぜこの人を月から隠しておかなかったのか｣――小姓

が恨みがましく歌っても、見つめても、その視線に気づこうともしない。小姓はナ
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ラボートを、ナラボートはサロメを、サロメはヨカナーンを、そしてヨカナーンは

サロメの視線を退けて神のみを見つめる。視線はどれも一方方向なのである｡ 

 

  踊りに憑かれた王、首に憑かれた娘 

 
まさに世紀末を象徴するかのごとく退廃的な衣装をまとったヘロデ王夫妻が登

場するが、サロメは相変わらずかったるそうにしている。ナラボートの自害の報に

接しても、ヘロデはその意味を理解しようとせず｢殺せと命じはしなかったぞ｣｢度し

難いやつだ｣と首をひねるばかり｡そして王の威厳もあればこそ、「果物をかじってく

れ、その残りはおれが食べよう」「酒にちいさなあかいくちびるをつけてくれ、残り

をおれがほそう」とフェチシズムめいた戯言を言うが、サロメはそっけなく｢食べた

くありません｣、「のどが乾いてはおりません」と答えるばかりである。このあたり

を、朝日新聞劇評では、援助交際をする女子高校生にたとえていた(12)が、事実、援

助交際の実態を克明に記述した村上龍の小説｢ラブ＆ポップ｣では、女子高校生にぶ

どうを食べさせ、その皮を保存する中年親父が登場した(13)。現代日本の退廃風俗は

古代ユダヤにも平安朝にも相通じているのである｡ 

そのようにヘロデがサロメに迫っている間――あるいは後にサロメがヘロデを脅

迫した時――、要するに二人が絡んでいる間、自分のせりふがないとき、ヘロデア

はヘロデアで、ナラボートの恋人を含めて、複数の小姓たちと戯れ、こちらも世紀

末的退廃女王振りを発揮する。小姓というものはご主人のお相手をするのが義務―

―しかしナラボートの恋人は舞台下手に座り込んで、彼女の誘惑を撥ね付けている｡

彼ー彼女――設定上は男性、歌手はアルトの女性――は後半、何もせりふはなかっ

たが、最後に存在価値を主張することになる。 

 ヨカナーンは相変わらず井戸の中から王や王妃を「やがて蛆の餌食になる」｢緋と

紫の衣をまとうた男｣「淫婦」「バビロンの娘」となじり、ヘロデアは不快をあらわ

にし、ヘロデはかばおうとする｡二人とも、反応こそ違え、ヨカナーンの｢騙り｣に｢憑

かれて｣いる。退廃的行動を糾弾し、肉親の殺害を攻め立てる預言者。彼の非難は紀

元直後のユダヤや前世紀末のヨーロッパにも増して、何よりも現代のわが国の状況

に当てはまるのではあるまいか｡彼が真実神の言葉を語る預言者か、預言者を｢騙る｣

偽者なのか、五人のユダヤの神学者が果てしなく議論を続けている中、預言者は「月

は血のごとく染まり、空の星は地に落ちる」日を宣告する｡ 
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血に足を滑らせて不吉を感じたヘロデがサロメに踊りを懇願する。けだるそうに

していたサロメだが、王が存分の褒美を約束すると、ついに決意する。躍動的、官

能的な｢七つのベールの踊り｣である。｢血のように赤くなった｣月に憑かれてサロメ

は古井戸の周りを駆け巡り跳ね回り、時としてベールを井戸のふちにたたきつけつ

つ舞い踊る。ヘロデの、というより劇場の観客の目が、この情熱的な踊りにひきつ

けられる。彼女の衣装は、前半は街娼を思わせる黒のワンピース風、踊りの場面で

は、鮮やかな真紅のベール、そして踊り終わってからはやはり鮮やかなオレンジの

情熱的なドレスであった。 

 踊り終わり、半分虚脱状態のサロメに、ヘロデは褒美に何を望むかと尋ねる。美

しい顔で、美しい声で、美しい音色で、サロメは答える。｢ヨカナーンの首｣を。 

 「そんなものを求めてはならぬ」。おびえたようにヘロデは拒否する。そして宝石、

孔雀、さまざまな宝物について語り、サロメの正当な報酬を騙り取ろうとするが、

ヨカナーンの首に、彼への口付けに｢憑かれた｣サロメは目もくれない。前半、ヘロ

デがサロメに絡む場面では、二人とも座っていたり寝転んでいたりで、身長はわか

らなかったが、踊りのあとで首を要求するサロメは長身ですっくと立ち、ヘロデを

見下げる｡その対象が効果的である。また、それまでサロメはヘロデのことを｢王様｣

(パトラ)と呼んでいたのだが、首の要求にあたっては｢ヘロデ｣と、呼び捨てにして

約束の履行を迫る。先ほどのナラボートの時もそうであったが、彼女はいざという

ときには身分を無視し、相手を個人に還元するのである。 

 ヘロデの哀願にもかかわらず、サロメの要求は変わらない。ついにヘロデは｢この

女に望みのものをやれ｣とやけになって言い放つ。ここからは延々とサロメの独唱が

続く。｢何も聞こえぬ，どうして声をあげないのか｣｢確かに聞こえた，何か落ちる音

が｣――そして網に首を包んだ兵士が、厳かに皿を差し出す。サロメは首に向かって

語りかける。｢今こそ口付けを｣――「一目でいい、あたしを見てくれさえしたら、

きっといとしうおもうてくれたろうに」｢恋だけを、人は一途に想うておればよいも

のを｣｢唇は苦い味がする、これは血の味、そうではなくて恋の味｣――ヨカナーンに

は最早聞こえない。生きているときも、首になってからも、ヨカナーンは決してサ

ロメを見ようとしない｡この独唱は会話ではなく、彼女一人が自分を納得させるため

だけの｢騙り｣である｡ヨカナーンの口付けを望んだサロメのパトスは神のみを見よ

うとしてサロメを拒否したヨカナーンのロゴスに対抗し、圧倒しようとする。正当

なキリスト教の倫理・論理から見れば恐れいったる身勝手な女の行動というべきで
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あろうが、それを圧倒するだけの｢美的｣説得力が、首を抱いて歌うサロメのこの舞

台には存在している。彼女は美しく､それゆえに恐ろしい｡ 

 このサロメを恐れるのは、正統キリスト教徒のみではない｡おそらくすべての男に

とって――ロゴスによって政治とか宗教とか社会を維持させようとする男性にとっ

て――、サロメは脅威になりうるのである｡首に｢憑かれ｣｢騙る｣彼女に怖気をなした

ヘロデは命令する。「あの女を殺せ」｡この時例の機械のような兵士たちが彼女を取

り囲む――原文では｢盾で押しつぶす｣――が、最初にサロメを刺し殺すのは、ナラ

ボートの恋人だった小姓であった｡サロメに｢憑かれ｣自殺した男に｢憑かれ｣た恋人

がサロメを刺す――これは明確な演出解釈といっていい｡月の姫は、地上の娘に命を

奪われてしまう｡命令を発したのは男性、王ではあるが、それを口実に手を下すのは、

女性的なパトスなのである(14)｡ 

 

第三夜  天守物語――異形の騙り 

 
  城に憑いた妖怪――生首を愛づる姫君 

 

今ひとつ、高貴な女性が男の首を持つ物語を考えてみたい。泉鏡花「天守物語」

である。 

｢夜叉が池｣と並んで、泉鏡花作品の耽美・退廃美を代表する作品であり、生前は

上演されなかったが、近年、坂東玉三郎が一般演劇としても、歌舞伎としても、積

極的に上演している｡筆者の見たものは、1999 年 3 月に上演された歌舞伎座の公演

である｡ 

舞台は白鷺城――これも実在の姫路城ではなく夢の世界の城というべきだろうが

――の天守であり、ここには本来の城主ではなく「天守夫人富姫」が居を構えてい

る｡姿は二十七､八歳の美女ではあるのだが、地上の人間とは明らかに異種の存在で、

宙を自由に飛び天候を自在に操り、人間の愚かしさを蔑んでいる｡彼女の元に妹格の

姫が奥州猪苗代からやはり宙を飛んで訪れる。その土産に携えてきたのが、猪苗代

城主――姫路城主の弟――の生首である｡ 

豪奢な内掛けを着飾った二人の姫の下に供頭が首桶を携える。朱の盤坊といって、

｢赤面｣は、本来は悪役、憎まれ役のはずなのだが、この舞台では童子と戯れる、人

のよいおっちょこちょいのおじさん風である――もっとも、何かの時には怪力を発
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揮するのかもしれないが――この天守の住人、及び来客で男性は道化役というべき

彼一人であり、ほかはすべて女性――「女子供」である。桶をあけると、多少血が

こぼれているので「や、途中揺り溢して､これは汁がでました」とわびて観客の笑い

を誘う(15)｡城主の首をどうやって持ってきたのか、とたずねられると、｢お大名の癖

に意地が汚くてね、鯉汁を一口に食べますとね､魚の腸に針があって､それが､咽喉に

刺さって､それで亡くなるのでございますから､今ごろちょうどそのお膳が出たくら

いですよ｣と答える｡針が刺さったままだと食べるのに邪魔だから抜こうとすると

「今､それをお抜きだと､衛門之介も針が抜けてよみがえってしまう」と、なんとも

「人を食った」やり取りが続く。 

「このままではむさくるしい」というので、お付の舌長姥(16)がその血を掃除する｡

その名のごとく長い舌を出して、首についた血を「むさや、むさや」といいながら

ぺろぺろとなめとるのである。時に本音を出して「むさや」が「うまや」になって

しまう。「むさや、うまや」といいながらこぼれた血を嘗め尽くしてしまうと「やれ、

うまいぞのう」と肉にまで舌を出そうとするので朱の盤坊が「やあ、姥さん、歯を

あてまい」と制止する｡そこで富姫、亀姫がこの首をがりがりとかじる――ところま

ではさすがに舞台上では見せず、とりあえずご神体ともいうべき獅子頭に供えて置

くことになる｡実際の場面としては見せないとはいえ、彼女らがこの生首を｢血だら

けなは、なおおいしかろう｣と誉めている以上、食べ物にすることは間違いないので

ある｡生首を食べる美女――天守夫人は坂東玉三郎、亀姫は尾上菊之介、朱の盤坊に

市川左団次という配役であり、美しさとグロテスクさとがきわまった代物である。

ここでは、地上の論理などはまったく通用しない。天上界の住人のみの論理で貫か

れている。 

 
首実検の大役――大義、親を滅する男の論理 

 

サロメにせよ、この天守物語にせよ、美女が首を持つ話はグロテスクと美、エロ

スとタナトスが共存している｡その焦点は女性の「欲望」といえる｡ 

サロメは自らの愛欲に従ってヨカナーンの首を得た｡亀姫、富姫は食欲に従って―

―かどうか――城主の首を取った｡いずれも、自分がそうしたいから、という、単純

きわまる、子供めいたような理由で首を切ったわけである｡だが、考えてみれば、首

を切る話は、そのような「女子供のわがまま」めいた単純な理由からではなく、複
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雑きわまる社会上の制約からなされる場合が多い｡無論、武士たちが戦場において相

手の首を切る場合は、自分が相手を殺さねばこちらが首を切られるからであるが、

その戦いが起こる理由は、多くは男性原理から発するものである｡その男性論理が強

固に発揮される｢首実検｣について多少寄り道ながら考えてみよう｡ 

 歌舞伎全体を考えるならば｢首実検｣の場面は、いずれも、忠義のため身内を犠牲

にする、というパターンである｡ 

｢菅原伝授手習鑑・寺子屋｣(17)において、源蔵は匿っている菅秀才の首を差し出せ

と命令され、「寺子といえば子も同然」であるこの首を切って差し出して追っ手側を

騙ろうとする｡首実検役の松王丸は見事に騙られたに見えたが、実はこの首は彼の一

人息子の首であり、それを承知で騙られたふりをして、周囲の人々を騙る｡菅秀才を

母とともに逃がしたあとすべてを告白し「せまじきものは宮仕え」と血を吐くよう

に嘆き、出家して旅に出る。松王の兄弟二人も、両親も、ともにこの時点では忠義

立てのために死に、追放されており、要するに彼の家族は丸ごと忠義のために壊滅

しているのである｡ 

二つの｢陣屋｣もの――｢近江源氏先陣館・盛綱陣屋｣(18)｢一谷双葉軍記・熊谷陣屋｣

(19)ともパターンは同じである｡切ってはならない人の首を切らずに済ませるため、

盛綱も、熊谷次郎も、自分の子供の首を差し出して実検役を騙ろうとするし、実検

役は偽首を承知で本物と断定して周りの人々を騙る｡「盛綱」においては、弟が追い

腹を切ることによって首を真実と見せかけるというおまけまでつく｡「熊谷」におい

ては息子の命を心配して駆け寄る母親二人に対して「制札の見得」を切る熊谷がこ

の芝居の見せ場であるが、「息子を案ずる母」と「忠義のために息子を差し出す父」

の対象が鮮明になっている場面である｡結局、女性は、泣き崩れる以外、なすべきす

べを持たない｡ラストシーン、やはり出家した熊谷は妻子との年月を振り返り「十六

年は夢だ」と花道上で倒れ付す｡ 

｢義経千本桜・すし屋｣(20)においては実検される惟盛の首は、権太の息子の首では

なく拾い首――主君のために奮戦して討ち死にし、死後は首になってまでも主君の

役に立つという忠義者である――であるが、首とともに差し出す妻子は彼の妻子で

ある｡両親や妹をだまし裏切ってまで元の主人を差し出すというあくどさを強調し

て実検役の梶原を騙ろうとするが、梶原もやはり偽首を承知で受け取る｡妻子との無

言の別れに一瞬未練を見せつつ悪役ぶる演技が見どころのひとつである｡偽首だっ

たことを知らない父親は主君の敵として権太を刺し、「どこの世界に子供を殺したい
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親があろうか」と嘆く。致命傷を負ったあと、「あの首は偽首、惟盛が妻子は俺の女

房と息子、いつか忠義をするために悪のふりをしつづけてきた」真相が明かされる

が、最早遅い｡彼の一族は、旧主への忠義のためにほとんど壊滅してしまう｡おまけ

に、騙ったつもりの梶原が、実は真実を知っていたことまでが判明すると、果たし

て彼が命がけでやったことにそれほどの意味があったのかどうかすらわからなくな

ってしまう｡ 

これらの作品において、首実検される首はいずれも本来の首にあらず、忠義のた

めに自身の子供や弟、妻子などを差し替えた偽首であり、実検役を騙ろうとしてい

る｡しかし実は実検役もそれが偽首であることを承知の上で、本物の首であると断定

し、周囲の人々を騙っているというパターンが成立している｡そしていずれも、その

中心原理となっているのは、男性・武家社会の滅私奉公であり、大義、忠義のため

には親を滅するという心がけである｡主従の忠義を全うさせるためには妻を泣かせ,

我が子を殺め、家族を崩壊させなくてはならない｡個人の思い、家族への愛情、欲望

など、捨て去るべし｡それが男性の、武家社会を成立させている論理・倫理――ロゴ

スなのである｡ 

 しかるに、この｢天守物語｣で登場したのは、本物の城主の首であり、偽者は城内

で動き回って家臣に命令しているでく人形のほうである｡そして、忠義が親を滅する

という男性的な忠義の論理は、あっけなく覆される。サロメ同様、愛情のパトスが

男性論理のロゴスを圧倒するのである｡ 

 
  人たるべきか、妖怪たるべきか――千年に一度の恋 

 

彼女たち、妖怪の存在自体が、人間たちにとっては姫路城の「憑き物」に他なら

ない。富姫は亀姫への土産に――これも矢張り単純な欲望に従って――鶴に変化し

て城主の鷹をかどわかす｡天守に住み着く怪しいやからの正体を突き止めるべく、藩

主は若き鷹匠を遣わす。鷹を失った咎で天守への冒険行におもむかざるをえなくな

った若き侍、図書之介に対して、富姫は語りかける。「自分であなたにいつけて､勝

手に自分でそらしたものを､あなたの罪にしますのかい」。「主と家来でございます｡

仰せのまま生命を差し出すのが臣たる道でございましょう」との答えに「その道は

曲がっておりましょう」「ああ､主従とかは恐ろしい」と嘆く。彼女たちの世界、女

性の支配する世界は、彼女たちの独自のパトスで貫かれており、男性・武家社会の
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ロゴスは通用しない。 

藩主のご機嫌を損ねた図書之介に向かって富姫は語りかける｡「その筋道の分か

らない､二三の丸､本丸、太閤丸、廊内、御家中の世間へなど、もうお帰りなさいま

すな」「千万石の知行より、わが身をささげます」。富姫とともに生きる――それは、

常識では妖怪の仲間入りをすることであって人間には耐えられることではない。人

間界の常識からすれば、まさに彼は妖怪に「騙られ」「魂を奪われてしまっている」

ということになろう。彼はこの時点では｢決心ができません｣と断る。姫としては｢や

さしいそのお言葉でなお帰したくなくなった｣が、｢世の中に未練がある｣からには

｢力で人を強いるのは，播磨の守なんぞのこと｣。権力志向のロゴスを厭う富姫は，｢お

家の重宝｣かぶとを土産に彼を引き下がらせる。｢真の恋は心と心｣，が天守の女性の

パトスである｡ 

彼はかぶとを土産に持ち帰るが､それを盗みととがめられると､もとの朋輩と戦

い天守に戻る｡武家社会の忠義の倫理からは、万死に値する裏切りといえようが､も

はや姫へのパトスが武士のロゴスを超えてしまったのである｡かくてこの物語の世

界はいとも簡単に人間界の掟を卑しめ、妖怪の世界を是とする。｢一目でいい、あた

しを見てくれさえしたら、いとしうおもうてくれたろうに｣サロメはこう嘆いたが、

図書の介は富姫を一目見て愛してしまったので素直に富姫の言葉に従う。武士たち

は彼を追い､天守に攻め上る｡実際，妖怪に捉えられる若き勇士を助けるのは男性的

物語りの基本であり，侍たちは妖怪変化を退治し、城を本来の人間社会に戻すため

に白刃を振るう。彼らにとっては図書之介は妖怪に憑かれた哀れな犠牲者でしかな

い。ヨカナーンならば叫ぶだろう「下がれバビロンの妖婦、神の声を聞け」――バ

ビロンにも、空中庭園があった｡ 

女性の一瞬の愛の喜びを破壊しようとするのはヘロデ王も姫路城藩主も同じで､

それを代行するのは己の意思無き兵士である｡姫たちも幻術を振るう｡最初はひるん

でいた侍たちだが、やがて獅子頭が本尊であることを発見しその目をつぶすと、術

が敗れる｡窮余の一策で先程の生首で脅かして一度は彼らを追放するが、獅子の目が

つぶされたせいで天守の全員が盲目と化す｡ 

術が使えなくなって闇の中で嘆く二人｡｢お顔が見たい、ただ一目――千歳百歳に

一度の恋なのに――｣と悲しむ富姫に、図書之介は、いっしょに死のうと申し出でる｡

わずかな間に妖魔にたぶらかされて、この愚か者が、と、ここでもヨカナーンの叱

責が聞こえてきそうであるが、彼らにとってそのような人間の論理はかかわりない｡
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｢もう一目、見たい｣｢あなたの、ほのかな、口元だけでも見えたならば｣「あなたの

まつげのひとすじなりと」このまま死んでもよいと抱き合う二人――サロメ同様、

一目見れば、口付けを交わせばそれで恋が成就するのである｡彼らの下に、「美しい

人たち、泣くな」という呼びかけと共に、どこからともなく名匠、近江之丞桃六が

現れる。彼は獅子の目を修復し、妖魔の世界に光が回復される。光の中で抱きあう

二人を、桃六は無邪気に｢睦まじいな、若いもの｣と喜ぶ｡「そりゃ光が差す、月の光

あれ､目玉」――妖魔の世界を回復するのは最終的に月光なのである｡ただし、この

瞬間がいつまで続くのかといえば、それは誰にもわからない。天守の下では、再び

侍たちが戦の支度をして攻め上ってこようとしている｡ 

｢なよたけ｣においては月にいってしまったのはなよたけ一人で、文麻呂は地上に

残ったが、ここでは図書之介は完全に天守の世界に入り込むことになる｡しかし富姫

と共に図書之介が天守――すなわち妖怪の世界に入ってしまったとは、どういうこ

とになるのか｡この後、彼は獅子頭の化身となり、いざとなれば人間の生首を食らっ

て人間どもの所業をせせら笑うようになるのだろうか｡おそらくそうだろう｡何しろ､

侍たちの物語によると、富姫自身も、二代前の藩主にかどわかされそうになって舌

を噛み切って死んだ人妻の化身であるらしい｡城の妖魔は､男性中心の武家社会のロ

ゴスに恨みを抱いて死んだ女性のパトスの化身に他ならないのだ｡ 

無論、この先の物語がどうなるのかは誰にも知る由がない。だが、妖怪の世界と

人間の世界とでは、時間の流れ方が異なることだけは確かである。現に富姫は彼と

の恋を「千年に一度の恋」といっている。彼らは千年以上同じ若さで生き長らえる

のだろうか｡それは幸せというより苦痛ではないのか。光り輝く美しい終了場面では

あるが、少なくとも人間同士の「ハッピーエンド」とは異なったものであることは

間違いようがない｡彼らの千年とは、究極的には一瞬でしかないのではないか――と

すればなんのことはない、なよたけを一瞬抱いて失った文麻呂と､あるいはヨカナー

ンにくちづけした瞬間、死にいたったサロメと――こちらの場合は片思いと相思相

愛というちがいはあるが――幸福の程度においてはさして大差はない｡そしてその

一瞬を永遠のものとしに固定する――それは現実から離れ｢物語｣｢騙り｣の世界に入

り込んでしまうということにほかならない。 

恋人が人間界――人間社会の掟――から離れ、妖怪の世界の住人となって――それ

も下級ではなくいきなり主君となって――の恋を全うする。これは同じ作者の「夜

叉が池」でも同じ構造をもっているが(21)――そして夜叉が池の「お雪様」と富姫は
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親友だといっているが――かなわぬ恋を妖怪の世界で成就させるという行為は、は

人間社会を維持するための権謀術数の男性論理を破壊し、「恋がかなう一瞬のためな

らば死んでもかまわない」物語創造の女性論理を展開する。かくてなよたけと文麻

呂も、サロメとヨカナーンも、富姫と図書之介も、女性的パトスの物語、騙りの生

成に組み込まれていくことになる｡ 

 

  結び  一瞬の情念の美――世紀末における騙り 

 
改めて､この三つの物語の「騙り」の特徴を指摘するなら､物語言語あるいは女性

的パトスによる､政治的ロゴス、男性中心的原理に対するアンチテーゼというべきで

あろう｡それぞれに著された時代のオリジナリテイに則していうならば､「なよたけ」

では第二次世界大戦末期における政治的抑圧への文学者の抵抗というべきものがあ

り､「サロメ」では世紀末においてのキリスト教的ヨーロッパ男性中心社会の崩壊の

前兆なのだろう。そして「天守物語」においては武家の論理「忠君愛国」及びそれ

をさらに拡大した明治国家、国権主義的男性中心社会への「物語世界」の抵抗とし

て、現れていたといえよう。そしてそれが現代の日本､今､この場でより鮮明な生命

をもって生かされているのである｡それは二十世紀末から次の世紀への時代が､「唯

一絶対の真実」を求める，ロゴスに支配された，男性権力中心社会の「大きな物語」

の終焉に向かっているからに他ならない｡ 

 
 ヨカナーンがサロメを排して求めたのは「唯一の真実、神の言葉」であった。図

書の介が城主に命じられて探索したのも「妖怪にたぶらかされない事実の発見」で

あった。さらには「なよたけ」の失踪の実態も「大納言の囲われもの」というのが

真相であるらしい。だが、これらの物語では、それらの「唯一決定的な真実」はか

りそめのものとして退けられる。物語、彼らが信じ、求める「騙り」が、重要にな

っていくのである。それは一時的で不安定であり、常識的には偽りであり、おそら

く最終的には破綻が約束されている騙りであるといってよい。 

 そしてこれらの騙りの後ろには、より大きな、真正の物語――歴史――が隠され

ている｡「なよたけ」の背後には「竹取物語」及びそれを支える平安貴族の論理があ

り、「サロメ」の背後には四福音書、そしてそれを含めて膨大なユダヤ・キリスト教

のロゴスの歴史がある｡さらに「天守物語」の後ろには正当な姫路城の戦国期から江
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戸期における武家社会の歴史があろう｡ここで取り上げた物語は、それらの「正史」

を垣間見せつつ否定する、二重打消しという両義性を持っているのである｡ 

 真実・事実はひとつしかない、という立場――ロゴス中心の大きな物語にたつな

らば、これらの騙りの主人公は、いずれも排斥されるべき偽りの敗者である。キリ

スト教からすればヨカナーンの予言のみが正しく、サロメの情念は過てるおろかな

ものである。常識的には、竹林の娘は貴族の囲いものになってしまい、月の世界う

んぬんは妄想でしかあるまい。さらには｢竹取物語｣成立の過程においても加藤道夫

自身が｢世の中のどんなにえらい学者たちが､どんなに精密な考証を盾にこの説を一

笑にふそうとも｣と認めているように彼の強烈なパトスが作り上げたフィクション

でしかありえない。また、天守の妖怪は、早晩、駆逐される運命にあろう。しかし

ながら、それらの正しい言葉に対して、これらの「騙り」は、危うげで、はかなく、

不安定でありながら、しかしなおも怪しく光を放つ。大きな物語に対して、小さな

「騙り」が、サロメの踊り、文麻呂となよたけの、あるいは富姫と図書の介との光

の中での抱擁という、「美」の表出によって対抗している。無論､それは一瞬に過ぎ

ず――長くもせいぜい数十秒から数分の時間であり――書き込まれたロゴスの永続

性に比べれば即座に消滅する｢騙り｣であろう｡身もふたもない言い方をしてしまえ

ば、月の姫も生首も天守の妖怪も、現実に｢実在｣するものではなく、｢舞台｣という

テクストの上で演じられたお芝居－騙りに過ぎない｡しかし観客はそれを承知の上

でその騙りに身をゆだね、それゆえに圧倒的なパトスの輝きを舞台と観客とは共有

しうるのである｡それがそもそも演劇というものなのだ。 

これらの「騙り」の物語が現在、二十世紀末から二十一世紀にかけての変革の時

代に噴出してくることは、やはり一つの意味を持ちうるといえるだろう。われわれ

が生きることは絶対的な真実、神の言葉、客観的事実によるものでは必ずしもない。

何者かに憑かれた、自分なりの「騙り」によって生きるのかもしれないのである。

無論、それらの「騙り」が、必ずしもわれわれの社会を安定させるものではないか

もしれない。オウムのように、また金属バットで友人や親たちを撲殺した少年たち

のように、さらには生命保険金を狙って自分の子供たちに毒を盛った母のように、

この社会を破壊しかねない毒のある騙りである可能性も十二分にある。しかしそう

いう毒があるからこそ、その可能性を予見する、揺れ動く、不安定なパトスの｢騙り｣

「物語」からは目をそむけてはならないはずである。｢真理とは何だ｣――ヨカナー

ンに対してではなくイエスに対して尋ねたピラトの問いかけが、現代ではいっそう
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重くのしかかる｡確信をもって｢私の言葉(ロゴス)こそが真理だ｣と答える預言者は、

それこそ｢カタリモノ｣としか思えない時代なのだから｡ 

 

NOTES 

( 1 ) 2000 年 4 月 11 日—26 日 新国立劇場中劇場 演出 木村光一 

初演は 1951 年 6 月、新橋演舞場にて｡ 

( 2 ) 2000 年 4 月 11 日―17 日 新国立劇場オペラ劇場 演出 アウグスト・エヴ 

ァーデング。指揮、若杉弘。 

オペラ｢サロメ｣初演は 1905 年 12 月、ドレスデン歌劇場。 

なお、登場人物の日本語表記に関してはさまざまであるが、ここでは、サロメ、

ヨカナーン、ヘロデ、へロデア、としておく｡ 

( 3 ) 好例として 2000 年 9 月 5 日よりシアター・コクーンで上演された｢グリーク

ス｣をあげよう。これは十作のギリシア悲劇を三夜連続の長編として一つに纏

め上げたものであるが、内容は背景となる戦争は別として、権力者の腐敗、不

倫、家庭崩壊,夫婦間の殺し合い、子殺し、十七歳の親殺しと狂乱、引きこも

りと突然人質をとってのと、まさに現代日本の鏡｡筆者が見たのは 5 日から 7

日までであったが、6日夜夫殺し、母殺しの場を見た後、帰宅して夕刊を見る

と、｢山形県で妻が夫をバットで殺害｣という記事に接し驚愕した。演出の蜷川

幸雄は、｢ワイドショーだよ｣とインタビューで語っている｡（「ぴあ」九月四日

号）。この作品もまた、男性政治家・軍人のロゴス・権謀術数に対する女性の

パトス・物語の噴出であった。 

( 4 ) 1999 年 3 月 2 日――26 日 歌舞伎座 演出 戌井市郎 

この二年前にも歌舞伎ではなく一般演劇として玉三郎主演で上演されている｡

初演は大正六（1917）年、本郷座。 

( 5 ) ｢なよたけ｣本文は 2000 年 4 月 青土社 発刊版より。 

( 6 ) たとえばタヒチにおける「トウパパウ」および福永武彦「風土」におけるそ

の使い方と非常に近いものがある。 

( 7 ) 新潟に於ける女性監禁事件が報道されたのは 4 月中旬。 

( 8 ) もっとも本来の山姥というのは、顔の色は白いのだが――しかし考えてみると，

平安期の女性は眉はそっているし厚化粧だし――厚底サンダルをはいている

のは男性だが｡ 
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( 9 ) これについては、筆者は｢錬金術としての竹取物語｣(｢帝京国際文化｣第一号 

1988 年三月)で詳細に記述している｡ 

(10) ｢サロメ｣パンフレットにおける｢製作だより｣によれば、｢サロメ｣企画は三年

以上前にさかのぼるとのこと｡  

(11) ｢サロメ｣日本語訳本文は岩波文庫、福田恒存訳による。 

(12) 2000 年 4 月 12 日朝日新聞夕刊 演劇評｢今を写す浪費の美徳｣ 喜多尾冬道 

(13) 「ラブ＆ポップ」 村上龍 1998 年 幻冬社 

(14) タイトル・ロールであるシンシア・マークリスの七つのベールの踊りは非常

に官能的で観客をひきつけ、歌唱もすばらしく、カーテンコールの拍手は、ほ

とんど彼女が独占していたことを一言申し添えておく｡ 

(15) ｢天守物語｣本文は｢鏡花全集｣第二十六巻――1942 年岩波書店――より 

(16) この姥も、山ではなく城に住んでいるが,顔は白塗りである｡ 

(17) ｢菅原伝授手習鑑｣竹田出雲、並木千柳、三好松洛作 延享三（1746）年竹本

座にて初演。筆者が見た最新の上演は 1997 年 3 月、歌舞伎座にて｡ 

(18) ｢近江源氏先陣館・盛綱陣屋｣ 近松半次作 明和六（1770）年竹本座にて初

演  筆者が見た最新上演は 1994 円 11 月、歌舞伎座にて｡ 

(19) ｢一谷双葉軍記・熊谷陣屋｣ 並木宗輔作 宝暦元（1751）年豊竹座にて初演  

筆者が見た最新の上演は 1998 年 2 月、歌舞伎座にて｡ 

(20) ｢義経千本桜｣竹田出雲､並木千柳、三好松洛作 延享四（1747）年竹本座にて

初演  筆者が見た最新の上演は 1998 年 7 月、歌舞伎座にて。 

(21) ｢夜叉が池｣初刊は大正二（1913）年 初演は大正五（1916）年本郷座にて。

映画版は 1979 年、主演の雪姫、百合をやはり玉三郎が二役で演じていた｡ 

この作品世界も、男性的原理・明治政府的政治権力勢力に対する女性原理・パ

トスの抵抗さらにそこから生成される｢物語｣｢騙り｣の重視､という性格を極め

て濃く持っている｡ 

また、物語自体は、月光に照らされる一夜の物語である｡ 
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「灰の谷」考 

―F. Scott Fitzgerald 研究余滴（２）― 
 

 

永 岡 定 夫 
 

 

ⅠⅠⅠⅠ 

 

 鳥瞰画という言葉がある。文字どおり鳥が空から地上を見下ろすように描いた地

図のことである。フィッツジェラルドは The Great Gatsby (1925)の冒頭部分で、 

 
 ニュ－ヨ－クの市から二十マイル離れて、輪郭は瓜二つの巨大な卵が一対、形ばかり

の入江を中にしただけで......ロング・アイランド海峡の中へ、納屋の前庭に転がった卵よ

ろしくつきだしているのだ。（野崎孝訳、以下も同様） 

 

として、その外形上の類似は「空飛ぶ鴎」にとっても驚異の的だろうと述べている。

小説の主舞台となる「東の卵(イースト･エッグ) 」と「西の卵(ウエスト･エッグ)」を指しており、現

実には Manhasset Bay を挟む Manhasset Neck と Great Neck の地勢に拠ったもので

ある。1922 年秋から 1924 年の春までロング・アイランド北岸に借家住まい(1) をし

た経験にヒントを得た、読者にとっては、まさに「コロンブスの卵」を思わせる発

想と言えよう。その Great Neck、つまりウェスト・エッグの西方の Little Neck Bay

を隔てた、Flushing Bay 湾に注ぐ Flushing River 沿いの一帯こそ、ここにいう「灰

の谷」Valley of Ashes であり、現在の Flushing Meadow に相当する。（次頁の図を参

照） 

 Matthew J. Bruccoli によると、この地域はかつて生ごみや灰の捨て場とされてい

た沼沢地で、その後 1939-40 年のニュ－ヨ－ク世界博覧会の敷地として埋めたてら

れたものという―― 
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...a swampland that was being filled in with garbage and ashes,which later became the site of the 

1939 World's Fair.(2)  

 

この件については改めてやや詳しく触れるが、いま一つフィッツジェラルドは、こ

の「灰の谷」について次のように描いている―― 

 

ウェスト・エッグとニュ－ヨ－クのほぼ中間あたり、自動車道路が急に鉄道線路と合

流し、四分の一マイルほどにわたってその傍を走っている所がある。荒涼とした地域に

おびえて、これを避けて通ったといった感じだ。ここはいわば灰の谷――灰が小麦のよ

うに生長して、山や丘や怪奇な菜園になる奇怪しごくな農場とでもいうか。灰が家にな

り、煙突になり、立ちのぼる煙となり、果てはたいへんな努力のすえに、灰色の人間が

出現する......しかし、しばらくすると、この灰色の土地とその上を絶えずただよっている

味気ない埃の渦の上に、T.J.エクルバ－グ博士の眼が見えてくる。......その双眸は、陽に焼

かれ雨に打たれながら、ペンキも塗ってもらえぬままに長の年月を経てきたためにいさ

さかかすんではいるが、この蕭条たるごみ捨て場を凝然と眺め続けているのだ。 

 

（Bruccoli 編 The Great Gatsby の付図、その他に拠って作成） 
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 そして、結末に近く、妻を事故死で失い錯乱したウィルソンがエクルバ－グ博士

の眼を見つめながら、「神様は、すべてを見ておられるのだ」と繰り返すシ－ンにも

関連させ、多くの批評家がこの「灰の谷」の情景を T. S. Eliot の『荒地』になぞら

えている。そもそもは、誰しも知るように『偉大なギャツビ－』を贈られたエリオ

ットが、同小説を「ヘンリ－・ジェイムズ以来アメリカの小説が踏み出した第一歩

うんぬん」と書き送った返書（Dec.31,1925）に由来するものだが、両者の間に「互恵

的な称賛の存在」を認めた批評の嚆矢は Lionel Trilling のそれであろう―― 

 

It is a technique which gives the novel an affinity with The Waste Land, between whose 

author and Fitzgerald there existed a reciprocal admiration.(3)  

 

 本稿の意図は以上の二点、「灰の谷」のいわばモデル考と、しばしば象徴扱いされ

てきた「灰の谷」と『荒地』との関係を、さらに詳しく検討することにある。 

 

ⅡⅡⅡⅡ 

 

 ブルッコリ－は自ら校訂したケンブリッジ版 The Great Gatsby (1991)で「灰の谷」

について（距離の点は別としても）当時の実地をかなり忠実に再現していると見て、

今日の Flushing Meadow 付近一帯の地図を掲げ、ニュ－ヨ－ク行政区の一つ Queens
にあった昨今いわれるところの「焼却灰」の捨て場、“the Corona dumps”(4) の名

を挙げている。Official Guide Book of the New York World's Fair, 1939 に拠れば

‘primeval bog, spongy marshland, and the accumulated debris and ashes of many 
years’(5) で広さ 1216 1/2 エ－カ－、‘Corona’は西に隣接する現存の地名である。 

 ところで時代は遡るが、1789 年 4 月 30 日ニュ－ヨ－ク市で就任式を行なった初

代大統領ワシントンは当初同市を首都候補地に考えていたらしく、フラッシングの

地を訪ねること二度、1790 年にはロング・アイランドに一週間滞在している。首都

が期待通りになった場合を考慮してか、副官に命じて‘summer home’を探させた

が、その副官、‘Cal Walder Colden’なる土地（地図上、未詳）を適地としたものの、

去りがけに蚊の大群に襲われ、推挙をあきらめたというエピソ－ドが残っている。 

 そもそも1939年のニュ－ヨ－ク世界博覧会は初代大統領就任式の150周年を祝う

ためとして、1935 年 9 月 23 日その計画が発表されたもので、Fair Corporation 自体
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は非営利団体だが、会場の跡地利用をニュ－ヨ－ク市発展計画の一環として市や連

邦の予算投入、債券発行などの措置が認められた。経費・収入は Fair Corporation
発行の World's Fair Bulletin (August,1936) に詳しいが、今日とはドルの価値が違い

すぎるので具体的な数字は省く。フラッシングの地が会場に選ばれたのは、土地が

全体的に低地で予定（1130 エ－カ－）の広さを有し、ニュ－ヨ－ク市との交通の便

がよく、堆積した灰は別として、その佇まいが 1790 年の大統領来訪当時のそれを多

分にとどめていたからだという。恐らく『偉大なギャツビ－』で、「荒涼とした

‘desolate’」と形容された、そのままの地域だったのであろう。 

 余談だが、同地を通る LIRR (ロング・アイランド鉄道) が、ある朝、故障で停車、

通勤客が一騒ぎを起こしたとき、“From the window nothing is to be seen, as far as the eye can 

reach, but the sparkle of tin cans.”という嘘のような実話がある。(6) いかにもゴミ捨て場

らしい光景ではないか。 

 

‘Ash Cliffs’堆積した灰の谷に造成された切り通し (World's Fair Bulletin より転載) 

 

 1936 年 6 月 29 日、‘a scene of stagnant pools and muddy runlets, a source of evil odors’とい

う現地での土地造成の鍬入れ式の運びとなった。問題の灰だが――長年にわたって 

Brooklyn Ash Removal Co.によって堆積された灰の山は 100 フィ－トの高さにも及

び、最高のそれは俗に“Mount Corona”と呼ばれるほどだった。 

 土地造成は多岐にわたり、「蒸気ショベル」による掘削技術が導入された。灰の山
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は崩しならされ、沼沢地は約 600 万立方ヤ－ドの灰で埋め立てられ、さらに数十万

立方ヤ－ドの表土を盛って平らにされた。フラッシング湾を浚渫し、浅い潮入りの

蛇行するフラッシング川は防潮門とダムとで水量の抑制が図られた。新に Fountain
と Willow 二つの湖を掘削、改修したフラッシング川筋からは 100 万立方ヤードの

湿地の茂みが根切りされ、その大半が化学処理を経て緑化作業のための表土にあて

がわれた。そのほか、道路の整備・橋梁の改修などは改めて言うまでもなかろう。

日程よりもかなり早く翌 1937 年 3 月の末には、長さ三マイル半、最大幅一マイルに

及ぶ予定面積の敷地造成が成し遂げられた。まさに奇跡的とも言うべき “from 
dump to glory”の事業であった。ちなみに、博覧会のテ－マは“The World of 
Tomorrow”（「明日の世界」）である。 

 

ⅢⅢⅢⅢ 

 

 以上、1939(－40)年のニュ－ヨ－ク世界博覧会場の敷地造成の跡を辿ることによ

って、それより十数年前の「灰の谷」の実状をかなり客観的に把握できたのではな

いかと思う。次の課題は「灰の谷」と『荒地』との関連の再検討である。 

 Robert Sklar の説に従えば、1922 年フイッツジェラルドその他に James Joyce の 

Ulysses と共に『荒地』を紹介したのは Edmund Wilson だという。(7) フイッツジ

ェラルドのエリオットに対する敬愛の念が自著への評価（前出）によって、さらに

高められたことは事実だし、エリオットのこの評価に基づいて、初めてトリリング

が両者の関係に好意的な意味づけをしたことも先に（第Ⅰ章）触れた。爾来、たとえ

ば Richard Lehan は The Great Gatsby―The Limits of Wonder (1990)で、“Fitzgerald was 

certainly influenced by The Waste Land.”と断言している。(8)  

 筆者（永岡）は『荒地』の影響を決して否定はしないが、エリオットの賛辞は少々

過褒ではないかと思う。ブルッコリ－も近著(1996)では、エリオットの賛辞そのも

のを‘orphically’としている。(9) この副詞、「謎深く」「口当たりよく」どちらの意

味にとるにせよ、疑問を呈したものといえよう。現にエリオット関係の資料に当た

ったところ、Rubáiyát で有名な Edward FitzGerald の名 (皮肉なことにフイッツジェラ

ルドの父親と同名)しか出てこない。かの返書は追伸にもいうごとく当時 Criterion 誌

に載った Gilbert Seldes の言及に誘発された、一時的な感興だったかも知れない。

リ－ハンのように“This(the valley of ashes) is a blind world because there is no source of moral 
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vision. This is a wasteland world of exhausted hopes because the only vision to be had―Gatsby's―is 

an ersatz one. Fitzgerald had encountered these themes before―in T.S.Eliot's The Waste Land―but he 

gave them narrative intensity and their own embodiment in The Great Gatsby, which is certainly why 

Eliot responded so enthusiastically to this novel.”（これは、道徳的ヴィジョンの拠り所を欠

いた盲目の世界である。希望が消耗してしまった荒地の世界である。何故ならば、

持つことのできる唯一のヴィジョン――ギャツビ－のヴィジョン――は偽物の代用

品だからだ。フイッツジェラルドは事前に――T.S.エリオットの『荒地』で――この

ようなテ－マに遭遇していたが、『偉大なギャツビ－』において、このテ－マに物語

的激烈さと具象化を付与したのである。だからこそ、エリオットはこの小説に熱烈

に反応した――伊豆大和訳）と、両者の関係を説く論考は意外と多い。以下、他の

例を幾つか挙げる。 

 先ず古いところでは James E. Miller の F.Scott Fitzgerald―His Art and His 
Technique (1964) がある。 

 
  At one point, Fitzgerald  refers to  the valley  as “the waste  land”,suggesting that it 

stands  as a symbol for the spiritual aridity of the civilization about which he writes―the kind of 

barren and waterless land that T. S .Eliot had conceived in his poem of that name.(10)  

 

 Harold Bloom(ed.) F.Scott Fitzgerald's The Great Gatsby (1986)所載の Letha 
Audhuy の論文(1980)では 

 

  The connection between Fitzgerald's striking description of the“valley of ashes”in chapter 2 of 

his book, and Eliot's ...valley of dry bones, both central symbols in the two works, appears obvious. 

However, I would suggest, through a close reading of Gatsby that the parallel goes much further 

than has been noticed so far; and that Fitzgerald, consciouly and unconsciously, drew upon The 

Waste Land as a whole, to the point of making it the informing myth of his novel.(11)  

 

  Dan Seiters の Image Patterns in the Novels of F. Scott Fitzgerald (1986)では 

 

  Fitzgerald knew and admired T.S. Eliot, too; waste-land imagery permeates and unifies each 

of the last four novels. Fitzgerald, in fact, is so much a part of the tradition presented by Eliot that 
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the author of The Waste Land praised The Great Gatsby as the first step forward by the American 

novel since Henry James.(12)  

 

 A.Robert Lee(ed.) Scott Fitzgerald:The Promises of Life (1989) 所載の John S. 
Witley の論文では、1920 年代の作家は‘après moi la déluge’(「わがのち大洪水となれ」

ルイ十五世の言葉、あとは野となれ山となれの意)式の感覚を持ち合わせ、“it was pervasive 

and was much stimulated, in 1922, by the publication of The Waste Land.”とした上で、“The Valley 

of Ashes owes an obvious debt to The Waste Land, but it could be argued that Fitzgerald's most 

concerted description of an increasingly entropic state occurs in The Beautiful and Damned, first 

published in the same year as Eliot's poem.”と、‘entropic’という見慣れぬ形容詞まで使っ

て前作にも言及している。(13)  

 Jeffrey Meyers の Scott Fitzgerald―A Biography (1994)では “And T. S. Eliot,  whose 

Waste Land had influenced the desolate Valley of Ashes, provided the finest tribute in the chorus of 

praise.”として例の Henry James の賛辞を引いている。(14)  

 Ronald Berman の The Great Gatsby and Modern Times (1994)は消費文化、とくに

美容品産業の比喩を使って、次のように述べている。 

 

 ...Style and utility were not the same. Style became associated  with change.  Le Vot's 

biography of Fitzgerald describes those products that generated the energies of sales and also of 

fiction.  Many of them were cosmetic (we see a world of cosmetic profusion in those disguising 

things “unguent, powdered, or liquid”in The Waste Land). Myrtle's acquisition of cold cream and 

perfume,her drug-store life-style, are visible evidence for the boom in beauty―an industry built 

not only around the idea of self-improvement but also on that of self-change.(15)  

 

Robert Roulston and Helen H. Roulston 共著の― The Winding Road to West Egg
―The Artistic Development of F. Scott Fitzgerald (1995)では 

 
...Fitzgerald's portentous designation―along with imagery suggestive of Eliot's The Waste 

Land and the huge fading eyes of T. J.Eckleburg ―convert a commonplace eyesore into a vast 

metaphor of modern desolation and futility, personified by its feckless denizen,George Wilson.(16)  
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とあり、また、このように論じている――“This Side of Paradise appears to suffer from a lack 

of what Eliot in his essay on Shakespeare calls the objective correlative. Eliot evidently perceived no 

similar defect in Gatsby, when praising the novel as the first advance in American fiction since Henry 

James.”つまりフィッツジェラルドの処女作には「客観的相関物」が欠けていたが、

『偉大なギャツビ－』にはそうした難点がないというのである。 

 以上、程度の差こそあれ、どの所説も『荒地』の影響を、いわば金科玉条として

いるわけだが、要はその論拠である。いかにも主観的と思われるのは James R. 
Mellow の Invented Lives―F. Scott and Zelda Fitzgerald (1984)であろう。『楽園のこ

ちら側』の主人公の母親、『荒地』の第二部「チェス遊び」の有閑夫人、この二人の

愁訴の類似を指摘している。前者は“I am feeling very old to-day, Amory... My nerves are on 

edge―on edge.”(わたし、今日はとても老けこんだ気分なの、エイモリ－。神経がい

ら立ってるの、いらいらして)、後者は “My nerves are bad to-night. Yes, bad.”（今夜は妾、

神経が高ぶって気分が落ちつかない。そうよ、具合が悪いんです――西脇順三郎訳）。

メロウは‘dim echo’という表現を使い、取って付けたように “Eliot was a poet who 

admired Fitzgerald's prose.”と言い切る。(17) しかし、それでは発表年次の後先を無視し、

影響関係を逆さまにしたことにならないか。 

 

ⅣⅣⅣⅣ 

 

 最後に私事にわたるが、筆者は 1976 年と 1992 年の二回，現地を訪ねた。小説に

は「東の卵」と「西の卵」は「形ばかりの入江(‘a courtesy bay’)を中にしただけ

で」とあるが、現実の Manhasset bay は北、すなわちロング・アイランド海峡に向

かうほど広い。「東の卵」に当たる Manhasset Neck には今も（恐らく昔も）海側に

専用の桟橋を備えた豪壮な、あるいは瀟洒な邸宅が目立つ。「西の卵」に相当する 

Great Neck にはフィッツジェラルドが移転してきた頃、「東の卵」と違って、新興

階層ともいうべき芸能界の有名人のほか如何わしい事業主まで住み着いていた。「成

り上がり者」のギャツビ－の豪邸もこの地に設定されている（中公新書版の『ワスプ』

に「そのモデルになった家」の写真が載っているが、根拠不明）。 

前章で触れた The Winding Road to West Egg では、「西の卵」の人々の実名を挙げ

て「もしギャツビ－が Herbert Bayard Swope (the New York World の編集局長、よくパ－

ティ－を催したといわれる――引用者注)の近くに住んでいて湾越しに凝視したら、デイ
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ズィの桟橋の緑色の光ではなく、海岸を散歩する Eddie Cantor(未詳――引用者注）の

姿を目にしたことだろう、という。その真意は、二つの「卵」の対照は実際にはそ

れほど明確でなかったということらしい。筆者が「ギャツビ－の豪邸」も「デイズ

ィの桟橋（の緑色の光）」も想像するしかなかったことは勿論である。 

 Flushing Meadow――「灰の谷」の方はもう少し「感じ」がつかめた。現在は立派

な Shea Stadium が目立つが、付近に低地と流れがあって、葦の間に LIRR のものと

思われる車両が一台捨て置かれていたし、遠目には色褪せた巨大な地球状のものが

が見えた。但し、この造形物、1939-40 年のニュ－ヨ－ク博当時の名残ではなく、

後日調べたところ 1964-65 年のニュ－ヨ－ク博のシンボルとされたステンレス製の

‘The Unisphere’（写真参照）であった。(1999 年 5 月） 

 

                注 

 

  (1)  6 Gateway Drive,Great Neck,Long Island. 

  (2) Apparatus for F.Scott Fitzgerald's“The Great Gatsby”(Under the Red, White and Blue) 

Columbia,S.C.University of South Carolina Press,1974, pp.34-35. 

  (3) Alfred Kazin (ed.) F.Scott Fitzgerald: The Man and His Work Cleveland, N.Y.The World 

Publishing Co., 1951, p.202. 

  (4)  F.Scott Fitzgerald:“The Great Gatsby”Cambridge University Press, 1991, pp.211-214. 

(5)  Official Guide Book of the New York World's Fair,1939, New York: Exposition Publications, 

Inc.,1939, pp.27-28. 

  (6) World's Fair Bulletin, Official Publication of the Fair Corporation and of City and State 

Officials,1936, pp.4-7,11-14. 

  (7) F. Scott Fitzgerald―The Last Laocoön NY: Oxford University Press,1967, p.173. 

  (8) Boston: Twayne Publishers, p.33,94. 

  (9) F.Scott Fitzgerald on Authorship University of South Carolina Press, p.21. 

 (10) New York University Press, p.124. 

 (11) New York/New Haven/Philadelphia: Chelsea House Publishers,p.109. 

 (12) Ann Arbor, MI: UMI Research Press, p.140. 

 (13) London: Vision Press/NY: St.Martin's Press, p.160,176. 

 (14) Harper Collins Publishers, p.130. 
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 (15) Urbana and Chicago: University of Illinois Press, p.60. 

 (16) London: Associated University Presses, p.40,159. 

 (17) Boston: Houghton Mifflin Co., p.75. 
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テネシー・ウィリアムズの短編小説「蔓」にみる 

人間の生き方の文化 

―私自身の作品解釈を基盤として― 

 

岡 田 春 馬 
 

 

はじめに 

 

 テネシー・ウィリアムズ（Tennessee Williams (1914～83)の「蔓」（“The Vine”））

という短編は、1954 年に出版された短編集『堅菓』に収録されたものである。この

短編では、ウィリアムズが得意とする幻想対真実ということが、中心テーマとして

取りあげられているのであるが、この短編の場合は、具体的に、どのように追求さ

れているかを、私自身の作品解釈に基づき、特に人間の生き方の文化ということを

中心に、検証してみたいと思うのである。 

 

①漂流期におけるドナルドとレイチェルの夫婦関係 

 

 自制心（self-control）を失った漂流期におけるドナルド（Donald）とレイチェル

（Rachel）の夫婦関係が、実際には、どのようなものであったかについては、この

短編の冒頭の 26 行において、この作品の表題ともなっている「蔓」というものを、

象徴として巧みに使い、具体的に説明されている。この説明は、この短編の作品解

釈を考える上において、極めて重要な示唆に富んでいる。従って、先ず、この冒頭

の部分を引用する。 

 

 The woman's body beside him while he slept was something he felt with the faint 
and thoughtless sentience of plants to sunlight: when it was gone, when she had left the 

bed, he knew the same blind, formless want that plants must feel without that warmth 
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about them. While they slept there was a continuity between their bodies that he had 

grown to depend upon. In winter he never had quite heat enough in his own flesh; he 
always had to borrow a little from hers―there was always some contact between them, 

his knees curved into hers, his arm wrapped vinelike across her shoulders. But even 

when the nights were excessively warm, as they now were in late summer, his hand or 
his foot must remain in touch with some part of the woman. This was essential to his 

feeling of security.  When the contact was broken, though he didn't awake, the 

comfort of sleep was lost and he turned fretfully this way and that, sometimes 
muttering her name aloud―Rachel―Rachel. If she was still in the room, she would 

return to the bed and then, her temporary loss having stirred in him a sleepy desire, he 

would take her body almost as a child takes the breast of its mother, a sort of blind, 
instinctive, fumbling possession that hardly emerged from the state of sleep―the way 

that plants expand into sunlight with that sweet, thoughtless gratitude that living matter 
feels for what sustains its being.                (pp. 181～182) 

 

 「ドナルドが眠っている間、彼の脇で寝ている妻の肉体というものは、植物が日

光に対して抱く、あの、かすかな、思考力の欠如したと言うか、ぼんやりとした直

感力で、（その必要性を無意識のうちに）感じていたものであった。ドナルドは、妻

がベッドから出て行って、そのような肉体の存在がなくなった時には、ちょうど植

物が自分のまわりに感ずる、あの言うに言われぬ、微妙なぬくもりがないために、

直感するに違いあるまいと思われるのと同じ、目に見えないような、はっきりとし

ない欲求を本能的に感じとっていた。2人が眠っている間は、2 人の寄り添う身体の

間には、ドナルドがこのところずーっと頼るようになっていた、身体と身体の間に

通
かよ

い合う連続的関係があった。冬になると、ドナルドは自分自身の身体の中には、

自分自身の身体を暖めるのに必要な、充分な熱がなかったので、いつもレイチェル

の身体から、少しばかりの熱をどうしてももらわないわけにはゆかなかった。従っ

て、2 人の身体の間には、いつも接触というものがあった。例えば、ドナルドは膝

を曲げて、レイチェルの膝の中にからませたり、片腕で彼女の両肩を、まるで蔓の

ように巻きつけたりしていた。 
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 夏も終りに近づきつつある現在のように、えらく暑い夏の夜でさえも、彼の手ま

たは足は、妻の身体のどこか一部に触れていなければならなかった。これは、ドナ

ルドの心の安定を図るための安心感にとって、必須欠くべからざるものであった。

従って、その接触が途切れると、たとえ目が覚めなくても、安眠の安らぎが失われ

てしまったので、彼はいらいらして、あちこち寝返りをうち、大きな声をあげて、

レイチェル、レイチェル、レイチェルと妻の名を呼んだりした。もしも、彼女がま

だ部屋の中にいれば、彼女はいつもベッドに戻ってくるのであった。そうすれば、

彼女の一時的の不在は、彼の心の中に、眠りたいという願望を掻き立てたので、彼

は丁度子供が母親のおっぱいにしがみつくように、彼女の身体に抱きつくのであっ

た。それは、およそ生命あるものが、その生命を維持してくれるものに対して感ず

る、あの快い、ぼんやりした感謝の念をもって、日光の中に枝を伸ばしてゆくのと

同じで、眠りの状態から、ほとんど脱しきれていない一種の無意識の状態での、本

能的手さぐりの行為であった。」 

 
②レイチェルの失踪とドナルドの動揺 

 

 レイチェルが姿を消してしばらくすると、ドナルドの安眠が妨げられた。という

のは、レイチェルの身体が側にいないということによって、満たされぬ欲求が募り、

徐々に眠りから覚めて行ったからである。窓からは朝の強い日射しが差し込んでき

たので、ドナルドは目蓋
ま ぶ た

を閉じ、口を尖
とが

らせて 
 

 “Jesus, I feel like I've got a mouthful of old chicken feathers!”    (p.182) 

 
 「畜生！何だか、俺の口の中、まるで年とった鶏の羽毛でいっぱいみたいだ。」 

 

 と叫んだ。しかし、これに対するレイチェルの言葉はなかった。この時、ドナル

ドはレイチェルがいないことをはっきりと知った。一瞬、彼は、昨夜は、彼女、は

たしてベッドで寝たのかどうかなどと、ぼんやり考えていたが、彼の身体が、彼女

の存在を無意識の中にも感じとっていた。この模様に関しては、次のように描写さ

れている。 
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 His body that had recorded like an exposed film while his mind was sleeping gave 
back to him now the long, sweet history of her presence near him.       (pp.182-183) 

 

「ドナルドの肉体は、昨夜も、精神が眠っている間も、露光したフィルムのように

記録をとっていたので、彼がレイチェルの肉体の側
そば

に寄り添うようにして寝ていた

ことを示す、長時間に亘る、甘い記憶が、頭の中に 蘇
よみがえ

ってきた。」 

 

 その時、ドナルドは、レイチェルが〈落ち着かなくて、いらいらして寝返りをう

っていた〉（“her restless tossing”p.183）ので、ぐっすり眠ることができずに、〈レ

イチェル、どうして静かに寝られないんだ〉（“Rachel, why don't you lie still?”p.183）

とぶつぶつ言うと、彼女が〈畜生！だって仕方がないじゃないの。どう仕様もでき

ないんだから！〉（“Oh , my God!”p.183）と言った。それで、彼は寝惚
ね ぼ

けた状態で、

〈いったいどうしたんだ？〉（“What?”p.183）と聞いたが、彼女はそれ以上には何

も言わなかったので、それからは、ぐっすり眠ってしまったことを思い出した。 

 ドナルドは現実に立ち返って、〈レイチェル〉（“Rachel”p.183）と大声で呼んで

はみたものの、何等の応答もなかった。この模様に関しては、窓の網戸に飛びかか

るアブを象徴的に使い、じつにうまく表現されている。 

 

 The emptiness of the room replied to him with the desultory drone of a large 
horsefly; its wings flashed blue against the shining copper screen, as though his wife 

had been transformed into an insect.                      (p.183) 

 
「レイチェルのいない、がらんとした空虚な部屋が、ドナルドの呼びかけに対し

て答えたのは、1 匹の大きなアブのぶーん、ぶーんという気まぐれな唸り声だけで

あった。そして、そのアブの翼は、光り輝く銅製の網戸にぶつかっては、青く、ぎ

らぎらっと光った。それは、まるで、妻のレイチェルが昆虫に変わってしまったか

のように思われた。」 

 

 ドナルドは、ひょっとして、レイチェルが若い頃のいたずら心を発揮して、どこ
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かに隠れていやしないかと思って、クロゼットの中とか、ベッドの下を覗いたりし

たが、もちろん見当らなかった。それで、彼は 1 つしかない部屋の窓のところに佇
たたず

んで、外を眺め、レイチェルが行きそうな食料品店のあたりに、目を凝らした。し

かし、レイチェルの姿はどこにもなかった。また、彼は寝る前に、箪笥の上に置い

てあった、ドレスデン磁気人形の下に置いてあった小銭の正確な金額を思い出して、

ひょっとして、電話代か、地下鉄の乗車賃かなと思ったりした。 

 次いで、ドナルドは、このところ 3年位の習慣として、パジャマ姿のまま、流し

の上にかけてある、石鹸
せっけん

のとび散った鏡に自分の顔を映して点検した。というのは、

彼は若い頃はとてもハンサムで、理想の青年のタイプであったし、43才になった今

も、10 ポンド以上、体重が増えないように努めてきたので、自分の身体はまだ〈魅

力的だという、かなりの安心感というか自信〉（“a fairly comfortable sense of being 

attractive”p.184）を持って、自惚れていた。しかし、現実というものは、ごまかし

のきかないものである。ちなみに、頭の天辺
てっぺん

を鏡に映してみると、なんと、毛が薄

くなり、地肌が日に日に見え始め、まるでバラの花のように、ピンク色にみえた。

しかし、ドナルドはこのような客観的現実にもかかわらず、〈中年になって、髪の毛

が薄くなるのは、男性の優れた精力のあらわれである〉（“thinning hair was a sign of 

superior male vigor”p.184）という世間の噂を身勝手に信じた。 

 それから、ドナルドは現実の世界に戻り、今朝は地方巡業劇団がやっている「青

いすみれ」（“Violets Are Blue!”p.185）の役のことで、エディー・ヴァン・クリー

ブ（Edie Van Cleve）に電話をかけることを思い出した。すると、エディー・ヴァ

ン・クリーブは電話で、〈あなたの台本の読みそのものはすばらしかったけれども、

デイビッドスン（Mr. Davidson）さんは、あなたは、あの役にはちょっと若過ぎる

と思ってらしたようよ。〉（“Your reading was fine,”she told him,“but Mr. Davidson 

feels you're a shade too young for the part.”p. 185）と言っていたわよと言った。これ

は、中年になった今、ハンサムを売り物にしてきた、若作りのドナルドにとっては、

俳優としての円熟味が足りないということを痛烈に指摘する、じつに辛辣
しんらつ

な意味が

こめられた言葉であった。従って、この言葉は、ドナルドにとっては、まさに青天
せいてん

の霹靂
へきれき

であった。その影響で、彼は〈心臓の動悸〉（“A palpitation”p.185）を感じ

た。その後もこの動悸は後遺症として、時々起こった。そこで、ドナルドは、早速、

医者に診てもらったところ、心臓には特別異常がないことが判明した。だが、医者
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は次のように、附け加えて言った。 
 

 “If you took your heart out,”said the doctor, “you would find that it looked exactly 

like a normal heart, only a little overdeveloped because of the strenuous life that you've 
been leading,”                          (p.185) 

 

 「もし、あなたがご自分の心臓を取り出してみれば、それが普通の正常な心臓と

何等変わりないということがお分かりになられるでしょう。ただし、1 つだけ言え

ることは、あなたの今までの生活が、大変厳しい、無理なものであっただけに、若

干、心臓が肥大しているということは言えます。」 

 

 このような医者の説明は、ドナルドを〈安心させる〉（“reassuring”p.185）ため

に意図されたものであったが、彼には納得がゆかなかった。従って、ドナルドは過

去 2、3 年の生活を振り返ってみて、重大なることを認識した。これに関しては、次

のように説明されている。 

 

 What strenuous life?  He had never over-extended himself at work or at play. 

Rehearsals could be a strain. But he always felt fine while working. It was only during 

the last two or three years, that held these long periods of unwanted inaction, that he 
had begun to decline from the pink of condition.                           (p.185) 

 

 「ドナルドは果たして、いままで、そんなに厳しい無理な生活をしてきただらう

か。彼はいままで、仕事でも、遊びでも、無理をし過ぎたことは１度もない。下稽古
リハーサル

は過労になったのかもしれないが、やっている間はいつも元気溌剌
はつらつ

であった。最高

のコンディション（健康状態）から衰え始めたのは、役にありつけない休業状態が、

長い間続いた、ここ 2、3 年来のことに過ぎなかった。」 

 

 このように、ドナルドはレイチェルの突然の失踪を契機として、嫌々ながらも、

峻厳なる自己真実を直視せざるを得なくなり、更なる〈漂流〉（drifting）を続ける

ことになった。 
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③レイチェルとドナルドの精神的打撃（レイチェルの降板とドナルドの生殖不能症） 

 

 ドナルドとレイチェルは、結婚後約 10 年間慎重に避妊に心がけた。ところが、そ

の後突然、レイチェルは〈物思いに沈み込む〉（“pensive”p.186）ようになった。

これは、今から 2、3 年位前の夏のことであった。その時、ドナルドがいかにレイチ

ェルを憂鬱
ゆううつ

から抜け出させようと努力しても、無駄であった。それは、2 人が夏季

劇場に出演している時のことであったが、突然、レイチェルが年相応に見え始めて

しまった。丁度その時、劇団のマネージャー（興行主）がドナルドに〈残念だが、

彼女（レイチェル）には、もうこれ以上、純情娘の役を演じさせる訳にはゆかない

ね。それに、現在、必要な性格女優は当劇団には全部揃っているしね〉（“I'm sorry but 

we can't light her anymore for ingénue parts, and we've got all the character women 

that we can use.”p.186）と言ったことばによって、この事実が客観的に確証づけら

れてしまった。これは、レイチェルにとっては、青天の霹靂であったが、実際には、

当然来るべきものが来たに過ぎなかった。とはいえ、これは、レイチェルにとって

は非常に〈恐ろしいこと〉（“a horrible thing”p.186）であった。従って、レイチェ

ルは動転し、何日間もの間意識朦朧たる状態で、あちこち彷徨
さ ま よ

った。この間に、レ

イチェルは自分の美貌に対する幻想が、冷厳なる現実によって叩き潰されて、はじ

めて目覚めた。この目覚めによって、レイチェルは、現在自分に課せられてた急務

は、子供を産むことであると、はっきり自覚した。それで、ある晩、レイチェルは

ドナルドに〈あたし、子供が欲しいの〉（“I want a baby.”p.186）と言った。これを

聞いたドナルドはちょっとためらったが、レイチェルの方は、ことこれに関しては

〈断固として譲らぬ〉（“persistent”p.186）といった態度であって、〈あたしたちに

は、どうしても、子供が必要なのよ〉（“We've got to have a baby.”p.186）と主張し

た。ここにおいて、2 人は 10年間続けた避妊を中止して、半年間待って、様子を見

た。ところが、その間に、妊娠の徴候はまったく現われなかった。そこで、レイチ

ェルとドナルドの 2 人は妊娠の障害になっている原因を知るために、然るべき医者

に相談し、徹底的に検査してもらうことにした。その結果、実に意外なことが判明
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した。つまり、医者がレイチェルに説明した診断結果によると、不妊の原因はドナ

ルドの生殖不能症（cf.“He (=The Doctor) says you're sterile…”p.187）にあるとい

うことであった。この時の衝撃がドナルドにとって、いかに大きなものであったか

は、次の引用で明白である。 

 

 This had struck Donald a nasty blow where it hurts a man most. The many flattering 

attentions which he had received in his youth had inflated his sexual vanity and it had 

never retracted to normal size.                                          (p.187) 

 

 「これによって、ドナルドは、およそ男性たる者の急所をもっとも深く傷つけら

れる、痛烈なる打撃を味わった。ところが、彼は若い頃に、若い女の子達から、お

世辞をいろいろと言われ、彼の性的自惚れというか、虚栄心はすっかり膨れ上がっ

てしまっていたので、普通の大きさに収縮するなんていうことは、まったくなかっ

た。」 

 

 この引用で解るように、ドナルドの〈生殖不能症〉という医学的事実は、あくま

でも客観的事実として、彼の頭の中に澎湃
ほうはい

として沸き起こってきていた幻想、つま

り、虚偽の真実が見事に粉砕されたことになる。病院から家に帰る途中、さすがの

ドナルドもすっかり意気消沈し、終始黙りこくっていたが、とうとう、堪
た

まりかね

て、〈しゃがれ声で〉（“huskily”p.187）レイチェルに喋りかけた。レイチェル自身

も、ドナルドと同様に、過去の美貌に対する厳しい現実的評価に衝撃を受けていた

ために、ドナルドに対する言動は、終始寛容で、しかも、優しい愛情を滲ませてい

る。つまり、このような 2 人の短い会話の中には、傷ついた者同士が交わすことが

できる真情交流がある。参考までに、この間の両人の会話を紹介する。 

 

 “Rachel?” 

 “Yes?” 

 “Don't let anyone know.” 

 “Don't be silly, Donald. It's nothing to be ashamed of.  But why advertise it?” 
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“Exactly…?”                                                    (p.187) 

 
 「レイチェル？」 

 「なあーに？」 

 「お願いだから、このこと、誰にも言わないでくれんかなあ」 

 「あなた、ばかなこと言わないでよ。もちろん、誰にも話しゃしないわよ。だけ

ど、恥ずかしがることなんか、なにもないわよ。しかし、何も、わざわざ、人に言

い触らす必要なんかないんじゃないの？」 

 「そりゃそうだが･･･」 

 

④クローディア・キャシディ女史の酷評がドナルドに与えた衝撃 

 

 ドナルドはレイチェルから、〈生殖不能症〉という、医師の検査結果を聞いてから

というもの、彼が受けた〈精神的外傷〉（“the psychic trauma”p.187）について、と

ても深刻に悩んでいたので、しばらくの間、レイチェルに対して性愛を求めること

はできなかった。しかし、レイチェルはドナルドの心境を十分に察知し、気遣い、

〈優しく〉（“tenderly”p.187）彼の心を慰め、ほぐして行った。従って、ドナルド

の屈辱感も徐々にではあるが、彼の心から薄れて行った。また、ドナルド自身、〈古

傷〉（“old hurts”p.187）のことで、いつまでもくよくよするタイプの男ではなかっ

た。いっぽう、レイチェルも、たとえ失望落胆で胸を痛めていたとしても、それを

決して表面に出すということは、絶対にしなかった。こういう事情のもとにあって、

ドナルドはニューヨークで 9 ヶ月間もロングランを続けた芝居で、かなりいい役に

ありつくことができ、そのお陰で、かなりのお金を貯めることができた。その劇団

が地方巡業に出かけた時、この芝居は、図らずも、シカゴで、演劇評論家であるク

ローディア・キャシディ女史の容赦のない論評〉（“Claudia Cassidy's incorruptible 

justice”p.187）によってぶちのめされてしまった。その時以来、芝居の役はまった

くゼロで、テレビの仕事とても大したことはなく、時偶舞い込んで来る程度になっ

てしまった。こういった訳で、ドナルドは憂鬱
ゆううつ

な気分に陥ったのであるが、こうい

った場合、彼がこの憂鬱と戦った方法は、かつて新聞の相談欄で読んだことのある、

女性向けのアドバイスとして書かれた〈着飾って憂鬱を吹っとばせ〉（“Dress Your 
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Blues Away”p.188）を実践することであった。彼は、この方法はかつてレイチェル

が憂鬱な気分で鬱
ふさ

ぎこんでいた時に、彼女のためにわざわざ大声を出して、読んで

やったことがあったことを思い出した。従って、彼は自分の外見には並々ならぬ注

意を払った。そう言えば、ドナルドは、元々
もともと

、格好よく見せることに人一倍のプラ

イドを持っていたので、この際とばかりに、念入りのおしゃれをした。この模様に

関しては、次のように書かれている。 
 

 …and so he took out Rachel's manicure set and cleaned and trimmed and polished 
his nails; he powdered his plumpish body with lilac talcum and applied cologne to his 

armpits, donned a fresh pair of faintly pink tinted nylon boxer's shorts,…      (p.188) 

 

 「だから、ドナルドはレイチェルが使っていたマニキュア・セットを取り出し、

爪をきれいにして、切り揃え、磨いたりした。また、彼は肉づきのよい身体に、ラ

イラック色のタルカム・パウダーをはたいたり、腋
わき

の下の窪
くぼ

みにはコロン水をつけ

たり、ボクサーがはくような、真新しい、かすかにピンク色がかかった、ナイロン

製のズボンをはいたいりした。 
 

 また、ドナルドは、ひょっとして大役が転がりこんできた時に備えて、夏の間ず

ーっと大事にしてきた、雪のように白い亜麻のスーツを、洗濯屋の覆いから取り出

したりした。というのは、彼は外国のある女性ファンから、〈あたし、いままでに、

白い亜麻のスーツを着たあなたほど、すばらしくみえる男性にお目にかかったこと

ないわよ〉（“I've never known a man that looks as good as you in white linen,”p.188）

と言われたことがあるからであった。しかし、〈強烈な光で、目も眩
くら

むばかりの、目映
ま ば ゆ

い非現実的街路〉（“dazzlingly unreal streets”p.188）に出て、ショウウインド、と

ショウウインドの間に嵌
は

め込まれている鏡に映る、等身大の自分の姿を実際に眺め

てみた時、亜麻のスーツがやたら〈窮屈〉（“tightness”p.188）に感じられるのは〈洗

濯のしたてで、パリパリしているためだとばかり思っていた〉（“…which he thought 

might be attributable only to its laundered crispness”p.188）が、実際にはそうでなく

て、〈胴回りの肥満〉（“the expansion about his middle”p.188）であることが分かっ

た。その証據に、ドナルドが上衣のボタンを外すと、楽になった。また、ドナルド
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が次の歩道の鏡の前を通り過ぎた時、〈糊のきいた上衣が、後
うしろ

でいくぶん朝顔形に

広がり、揺れ動いていたので、彼はまるで、雪のように白い羽根をつけて、街路を

気取って歩くチャボの雄鶏のようにみえる〉（“The starched jacket now flared behind 

him in a way that made him look like a bantam roosters strutting along the street in 

snowy feathers.”pp.188-189）ということに気づいた。これで、ドナルドが〈美しく

着飾って憂鬱を吹っとばせ〉を実践するために努力してきたことは、すべて、水泡

に帰したことになる。それから、ドナルドは太陽が照り輝く白昼の街の中を、あて

どもなく彷徨ったが、誰 1 人として、彼の存在に気をとめてくれる者はいなかった。

こういった経験は、ドナルドのような色男にとってはじめてのことであった。従っ

て、ドナルドの狼狽は募って行き、パニックの起こり始めに近い状態になったけれ

ども、かわいい女の子や、自分と同年輩の女性の関心を、たったの 1秒たりとも引

くことはできなかった。更に、ある女の子の場合、彼の側を通り過ぎる時に、〈驚い

たような笑い声〉（“a startled laugh”p.189）を張り上げた。それは、必ずしもドナ

ルドに対するものではなかったかも知れないのであるが、さりとて、彼でなければ、

いったい、誰を笑ったのであろうか。というのは、彼女は独りで歩いていたからで

あった。従って、ドナルドは矢も盾もたまらず、ドラッグストアーに入って行って、

重炭酸ソーダを注文し、カウンターの少年が出してくれると、すぐに、それを一気

に飲み干してしまった。これで、心臓の真下あたりに溜まっていた圧迫感が、すー

っと無くなって、〈あの過敏な器官〉（“that irritable organ”p.189）とも言うべき心

臓の鼓動も、街路にいた時よりも、ずっと正常に近い状態になった。 

 ソーダ水売り場で、偶然、ドナルドのすぐ隣りの腰掛けに坐った若い女性は、ど

うやら若い速記事務員であるようにみえたが、ダイエットのつもりで、昼食の代わ

りに、コーラを飲んでいたのであった。彼女のお尻はスツールの円座の円周をおお

いかぶさるようになっていたので、それは、まるで、茸
きのこ

のフードのようにみえた。

彼は指とか、右手の肘
ひじ

で、彼女の左側の臀部に軽く触れ、2、3 回ちょっと突っつい

てみた時、鏡の中で目と目が会ったので、これでしめたと思い、いつも通り、彼女

の関心をひくことができるぞと思いきや、彼女の目は瞬きしたが、微笑だにせず、

あるいは、彼の方を見ることさえせずに、唯黙々と、コーラをすすり続けた。瞬き

とか、顔の表情が変わらなかったということは、ドナルドにとっては、どちらとも

とれる〈あいまいな反応〉（“an equivocal reaction”p.190）であったので、彼は再度
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試みることにした。しかし、これに対して彼女がとった言動は、ドナルドの意表を

つくものであった。この模様に関しては、次のように描写されている。 

 

 The woman did not turn toward him, there was still no change in her expression, but 

she began to speak to him in a low, rapid voice like the buzz of a swarm of stinging 

insects.                              (p.190) 

 

 「女はドナルドの方を向かなかった。また、依然として、彼女の表情に変化はな

かったが、蜂の大群がブンブンと唸って押し寄せる時のように、低い声で、しかも

早口でまくし立て始めた。」 

 

 もちろん、ドナルドは、このような女の喋ることなど聞きたくもないと思い、さ

っと立ち上り、眩暈
め ま い

がしたが、売店の出口から駈け出した。 
 ことここに至っても、ドナルドは、まだ、色男たる自惚れを捨て切れず、最近の

〈ヴィレッジ〉（“the Village”p.190）には、男嫌いの女がたくさんいると考えて、

自分を慰めたし、また、慰めるようにと努力もした。彼は特別何處
ど こ

に行くといった

あてもなく、〈ワシントン広場〉（“Washington Square”p.190）の方に向かった。〈ホ

イットニィ博物館〉（“the Whitney Museum”p.190）の前に来た時、〈あの酷使され

た器官である心臓が、ドキンドキンと激しい動悸をうった。〉（“Boom, boom, boom, 
boom went that abused organ, his heart!”p.190）のである。ドナルドは不思議に思い、

いったい、いかなる原因によって、かくも酷使されたんでしょうかと、医者に尋ね

ると、医者は言下に〈あなたの場合、職業による精神的緊張〉（“Tensions of his 
profession,”p.190）のせいであると言った。 

 

⑤ジェイン・オースチンの殴打事件 

 

 ドナルドは、いままでの経験から推して、レイチェルは女友達で、コロンブス地

区に住んでいるジェイン・オースチン（Jane Austin）のところに行っているであら

うと考えた。従って、彼はワシントン広場に着くと、5 番街のバスに乗って、ジェ

イン・オースチンのアパートに直行した。ジェインはアパートにいたけれども、レ

イチェルはいなかった。彼女は昨夜の盛大なパーティのために、部屋の中に散らか
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ったものを、せっせと片付けており、ドナルドがレイチェルは知らないかと聞いて

も、一向に素知らぬふりで、彼に対する態度は極めて冷淡であった。これは、ドナ

ルドとジェインの短い会話のやりとりによって分かる。 

 

 “Rachel has disappeared,”he said to her. 
 “When?” 

 “This morning.” 

 “Did she?”                                                      (p.193) 

 

 「レイチェルのやつ、どこかに雲隠れしちゃったんだ。」とドナルドはジェインに

言った。 

 「いつなの」 

 「今朝なんだ」 

 「そう」 

 

 部屋の中には〈埃
ほこり

と暑気と酒と臭いタバコの黴臭い匂い〉（“the musty flavor of 

dust and heat and liquor and stale tobacco.”p.193）が充満していた。ドナルドは、そ

の部屋の中にはまだヘイグ＆ヘイグというスコッチウィスキーが少なくとも、指で

数えて数本分の高さ（5、6 杯分）は残っているということが分かっていたが、ジェ

インは〈鈍感〉（“obtuse”p.193）で、ドナルドの疲労と心情を察知して、椅子にお

かけ下さいとか、酒の１杯も勧めるというようなことは全くせず、〈少し不機嫌な顔

をし、ぼんやりとした表情で、真空掃除機の柄に凭
もた

れかかっていた〉（“she leaned 

over the handle of the vacuum with a slight frown and a faraway look,”p.193）のであ

る。ドナルドはジェインがこのようなつれない態度をとったのは、彼女が独り暮ら

しで、淋しい孤独の生活をしているためだと判断した。このようなドナルドの心境

に関する、次の描写は、レイチェルと蔓のような結婚生活を送っているドナルドの

結婚観、人生観を述べたものとして重要である。 
 

 She lived by herself in this unpleasantly bright apartment. Donald could never quite 
imagine people living alone. It seemed less conceivable, somehow, than life on the 



テネシー・ウィリアムズの短編小説「蔓」にみる人間の生き方の文化 

 - 70 -

moon. How did they get up in the morning? How did they know when to eat, or where 

or how did they make up their minds about any of the little problems of existence?  
When you came alone after being alone on the street, how was it bearable not having 

someone to tell all the things you had on your mind? When you really thought about it, 

when you got down to it, what was there to live for outside the all-encompassing and 
protecting intimacy of marriage? And yet a great many women like Jane Austin got on 

without it. There were also men who get on without it. But he, he could not think of it! 

Going to bed alone, the wall on one side of you, empty space on the other, no warmth 
but your own, no flesh in contact with yours! Such loneliness was indecent! No wonder 

people who lived those obscenely solitary lives did things while sober that you only did 
when drunk…”                                              (pp.193-194) 

 

 「ジェインは、この不快な感じがするほどきらびやかなアパートに独りで暮らし

ていた。ドナルドには、人間が独りで生きてゆくなんてことは、到底想像できなか

った。そんな生活は、彼にはどうしても、月世界での生活よりも考えにくいことの

ように思われた。独り暮らしの人というのは、朝は、いったい、どのようにして起

きるんだろうか。また、何時に食事をしたらよいのか、それに、生活上の細
こま

かい問

題については、どこで、どのようにして、決断したらよいかということが分かるん

だらうか。街に独りで出かけてから、独りで帰って来た時、気にかかっている些細
さ さ い

な

ことをあらいざらい話せる誰かがいないということは、どうして耐えられるであろ

うか。このことについて、現実的に、しかも、落ち着いて考えてみる時、結婚とい

う、すべてのことを完全に理解していて、保護してくれる親密な関係以外に、生き

る縁
よすが

となるものがあるだろうか。しかし、ジェイン・オースチンと同じような、

非常に多くの女性は、結婚しないで暮らしている。もちろん、男性でも、結婚しな

いで暮らしている者もいる。しかし、彼にはとてもそんな生活を考えることはでき

なかった。つまり、独りでベッドに入ること、具体的に言えば、一方の側は壁で、

もう一方の側は空間があるだけであり、自分自身の体温以外のぬくもりはいっさい

なく、また、あなた自身の肉体と触れ合う別の肉体がまったくないというような侘
わび

しい生活なんて、到底考えられなかった。そういう孤独な生活というのは、まった

く、異常である。従って、そういうぞっとするような孤独の淋しい生活を送ってい
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る人が、素面
し ら ふ

の時でも、普通ならば、人が酔っぱらっている時にだけするような、

変てこりんなことをしたって、何ら不思議はない。」 

 

 上記の引用で分かるように、ドナルドはジェインがいやに華麗なアパートに独り

暮らししているのは、パーティということを考えてのことであらうが、異常なこと

である。彼女にはさまざまな生活上のトラブルや苦情をざっくばらんに話し合って、

つまらぬ鬱積
うっせき

から解放されることがないので、そのためにパーティを月に 1 回とか

2 回開かざるをえないのであらうが、ドンチャン騒ぎの乱交パーティをしている時

は楽しいが、いったんパーティが終り、皆が帰ってしまった後は、パーティが賑や

かであればあった程、一層、空しさが込み上げてきて、孤独の寂寥感
せきりょうかん

が一層身に

沁みるのである。また、独身で、しょっちゅう肉体的接触がないということが、彼

女の心に情緒的不安感を募らせ、精神の異常を高める結果となっている。従って、

ドナルドから観れば、思うだにぞっとするような孤独の生活をしている者は、酒を

飲んでいない時でも、普通の人間であれば、酒を飲んで、酔っ払っている時にだけ

するような、様々な奇妙というか、異常なことをしたって、何ら不思議でも何でも

ないというのは、ドナルドの考え方であると同時に、テネシー・ウィリアムズ自身

の考え方でもある。また、ジェインには、愛する人との真情交流によって、お互い

に真情を吐露し合い、お互いに真人間に立ち戻って、精神と肉体の洗濯をすること

ができないために、今回のように、パーティが終った後の塵の後片付けという、実

に煩わしい仕事をしている時には、精神的に苛立
い ら だ

ち、ドナルドの苦しい心境を聞い

ても、寛容はおろか、一抹
いちまつ

の憐憫、同情も沸いてこないのである。それどころか、

逆に、怒りが込み上げてきて、パニック状態になり、花瓶をドナルドの頭に打ちつ

けて失神させるといった、殴打という暴力事件をも惹き起こしてしまうのである。 
 ここで、ドナルドは、ジェインの態度が変わった裏には、先月、ジェインのアパ

ートで行われたパーティのことが原因となっているのではないかと考える。そう言

えば、ドナルドは、先月のパーティの夜、〈だれかれの見境いのない淫乱な行為がず

いぶんと行われた〉（“There had been a good deal of indiscriminate lechery”p.192）

が、レイチェルはこの種の遊戯にはいっさい加わらず、結婚している連中と、早々

と帰宅してしまった。しかし、ドナルドとジェインともう１人の誰かとは、寝室に

ずるずると入り込んで〈ずいぶんと入り組んだ（複雑な）、淫乱な行為〉（“some rather 
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involved goings-on”p.193）が行われた。そのうちに、誰かが誰かに腹を立て、喧嘩

騒ぎにまで発展してしまったが、ドナルドはその結末がいかなるものになったかを

思い出すことはできなかった。というのは、彼はその後すぐに、その場から姿を消

し、バーに行って、閉店まで飲み続けたからである。その時の喧嘩は、ドナルドが

考えるより、実際はもっと重大と言うか、深刻なものであったかも知れなかった。

従って、ドナルドは、このことが、今日、ジェインが彼に対して、冷淡な態度をと

った根本原因となっているのではあるまいかとも考えた。また、ドナルドは、その

後、ジェインのアパートに出かけて行って、更なる性的関係を続けるべきであった

のかとも考える。というのは、彼女はドナルドのご無沙汰によって、すっかり無視

されたと勘違いしたかも知れないからである。従って、元来、優しい心を持ってい

たドナルドは、ジェインのことを不憫に思い、同情を禁じ得なかった。 

 しかし、その時、ドナルドの耳は、突然、真空掃除機の、いままでよりも更に大

きな音に襲われてしまった。従って、彼は大きな声で、〈ジェイン（音がうるさいよ。

ちょっと止めてくれないか）〉（“Jane!”p. 194.）と叫ぶと、〈ちょっと、2、3 分間ご

めんなさいね。これからお友達が来ることになっているから、少し片付けておかな

きゃならないの〉（“Excuse me just a few minutes. I'm expecting company and I've got 

things to redd up a little.”p.194）と言い、掃除機を移動させながら、彼の方を見て

〈素早い、こわばった微笑〉（“a quick, hard smile”p.194）を投げかける。この間、

真空掃除機から出る匂いが、ドナルドにとって〈だんだんと気持ち悪く〉（“more and 

more nauseating”p.194）なったので、彼は床から両足を上げて、ソファの上で大の

字になった。彼は、もはや、この種の扱いには我慢できないと思って、思わず〈ジ

ェイン―ジェイン（やめてくれんか）〉（“Jane―Jane!”p.194）と怒鳴った。その時、

ジェインは掃除機のスイッチを切ったものの、彼女の態度は、いままで同様、冷然

たるものであった。これは、2 人の間に交わされる、短い会話のやりとりによって

分かる。 

 

 “What is it?” 

 “I'm feeling lonesome,”he said 

 “Are you?” 

 “Jane, don't you ever feel lonesome?” 

 “Never.” 
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 “Why don't you settle down, Jane?” 

 “What do you mean?” 

 “Get married!” 

 “Hanh!”                         (pp.194-195) 

 
 「いったい、このあたしに、どうしてもらいたいって言うのよ？」 

 「俺はむしょうに淋しくって、しょうがないんだよぉ」 

 「そうなの」 

 「ジェイン、君は、いままでに、淋しいと感じたことないのかい？」 

 「ぜんぜんないわ」 

 「ジェイン、どうして君は落ち着かないんだい？」 

 「それ、いったい、どういう意味なの？」 

 「結婚しないのかっていう意味だよ」 

 「まっぴらだわ」 

 

 上記の会話によって分かるように、ジェインは彼女獨特の厳しいリアリズムでも

って、ドナルドの気持ちなどは、愚にもつかぬ、甘いロマンティシズムによる戯言
たわごと

に過ぎないと反撥し、彼に対する敵意、憎悪を募らせる。従って、ジェインは、と

にかく、現在のところは友達を迎えるために掃除をするということが、目下の急務

であり、ドナルドのセンチメンタルな感傷などにはかかわってなんぞいられないと

いう態度を示す意味で、掃除機のスイッチを入れ始めた。ところが、やにわに、ド

ナルドは彼女から、掃除機を奪い取って、柄の上に顎をのせた。すると、彼女は両

手を腰のところに当てて、〈冷然たる態度で〉（“uncordially”p.195）彼を睨
にら

みつけ

たので、彼は思わず怖じけづきそうになってしまった。 
 この後に及んでも、ドナルドはジェインに対して執拗に、レイチェルの行く方に

関する質問を続ける。ここで、2 人の会話のやりとりを引用すると、次の通りであ

る。 

 

 “Where do you think Rachel is?” 

 “Worried about her?” 
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“Oh, no,”he laughed, “I'm not optimistic enough to think she's gone for good!” 

                                  (p.195) 

 

 「レイチェルは、いま、どこにいると思う？」 

 「彼女のこと、心配しているの」 

 「いやぁ、別に心配なんぞしておらんよ。もちろん、俺は、あいつが、永久に姿

を消してしまったなどと考える程、楽天的ではないよ」 

 

 ジェインは、再びドナルドの顔を見るだにせず、掃除機を押して、押し入れにし

まいこみ、絹の枕を叩いて形を整え、ドナルドが凭
もた

れて、休んでいたクッションの

端を、ぐいっと引っぱってしまった。これは、ドナルドにとっては、まさに、〈耐え

難い〉（“intolerable”p.195）ことで、遂に、きれてしまった。ドナルドは、やにわ

に、彼女の両肩を掴んで、彼の身体の上にぐいと引っぱり下ろしたかと思うと、彼

女の口に、彼の口を強く押し当て、無理矢理、彼女の唇を開かせ、同時に、両手を

彼女の背中に押し当て、腰の方におろしていった。すると、突然、ドナルドは側頭

部にガーンと一撃を食らったように感じたかと思った瞬間気絶しそうになった。そ

れもその筈、彼は向日葵
ひ ま わ り

の花が 2 本生けてあった花瓶で打たれたからであった。ド

ナルドは悲しそうな顔をして、ジェインに〈もうすこしのところで、そいつで君に

殺されるところだったんだぜ〉（“You might have killed me with that,”p.196）と言っ

た。ジェインはあえぎながら、彼を見下ろすように立ちつくした。その時、彼女の

顔に滲
にじ

み出た〈嫌悪感〉（“disgust”p.196）は〈まったく偽らざる、心底からの〉

（“completely unfeigned”p.196）ものであった。そして、ジェインは最後に〈あん

たなんか見てると、胸糞が悪くなるわよ。さあ、お願いだから、とっとと出て行っ

て頂戴よ〉（“You make me sick!”she said. “Now Please get out!”p.196）と吐き捨

てるように言うのである。 
 ここで使われている、“uncordially”という副詞と“unfeigned”という形容詞は、

ジェインのドナルドに対する真情を表すキーワードとして重要である。 

 

⑥ドナルドの帰宅とショック 
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 ドナルドはレイチェルが親友のジェインのアパートにいないことを知ると同時に、

殴打事件によるショックで愕然とし、ひとまず帰宅することにした。帰宅してみる

と、留守中、部屋の中の様子は何一つ変わっていなかった。ただ、敢えて変わって

いる点を指摘するとすれば、日の光が違っていた。つまり、ドナルドがレイチェル

を捜し求めて、あちこち彷徨い〈漂流〉（“drifting”）をしている間に、日の光は、

出発前の〈暴力的とも言える激しい光〉（“violence”p.196）から、帰宅後の〈憔悴

した疲労の光〉（“exhaustion”p.196）に変化していた。また、出発前には、あれほ

ど元気にぶんぶんという唸り声をあげ、〈網み戸に猛烈な突進〉（“The violent dives at 

the screen”p.196）を何回も強行していた〈大きなアブ〉（“a large horsefly”p.183）

も、すっかり元気をなくし、窓辺で項垂
う な だ

れているようであった。アブは〈失敗とい

うのは、およそ、この世で起こり得るあらゆる出来事の中で、もっとも想像し難い

ことではない〉（“failure was not any longer the least imaginable of all eventualities.”

p.196）とでも考えているように思われた。が、ドナルドは、こんな哀れなアブに憐

憫と同情を抱き、すぐに網み戸のところに行って、そっとその掛け金を外して、ア

ブを逃がしてやったりした。彼はこのような極めて他愛もないことを、まるで、猫

や子供のために戸でも開けてやるかのように、無意識にやったのである。ドナルド

がこのような行為をした理由に関しては、次のように説明されている。 

 

 He was a very kind man. There was something soft and passive about his mind 

which made it unusually responsive to the problems of creatures smaller or even 

weaker than himself.                                                  (p.196) 

 

 「彼は大変心の優しい、思いやりのある男であった。彼の心には、自分よりも小

さいものとか、あるいは弱いものが抱える問題に対しては、並外れて敏感に感応す

る、受容的で、情深いところがあった。」 

 

 ドナルドは、この時、彼が出演した最初の舞台のことを思い出した。彼は竪坑の

崩壊で死んだ炭坑夫の青年の役を演じた。母親役は老女であるフローレンス・カー

ウィン（Florence Kerwin）であった。最後の幕が降りる時、彼女は黄色いゼラチン

のような光が皎々
こうこう

と当たっている窓のところにゆっくりと歩いて行って、震える小
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声で〈夕映えは、すべて、美しい思い出になるわ〉（“All sunsets are remembrance.”

p.197）と囁いた。それから 5 つ数えると、幕が降りたのだが、その幕が降りる前に、

観客がすでに立ち上がって騒然となり、劇場を出ようとした。そこで、この劇を書

いたアラバマ州出身の小柄のオールドミスが、舞台脇のところで、息もつけないほ

ど緊張して、ドナルドと並んで立ちつくしていた。老女優フランシス・カーウィン

は 2 人を睨
にら

みつけて、〈こんな劇、大失敗作だわ〉（“The play's a turkey!”p.197）と

叫んだ。オールドミスの劇作家は、“a turkey”の意味が分からず、マネージャーに

聞いた。すると、そのマネージャーは、なんと、皮肉って、〈羽の生えた鳥〉（“A bird 

with feathers”p.197）のことなんだよと説明した。ドナルドはこの劇作家が無性
むしょう

に

憐れに思われて、つい、片方の腕で泣き始めた彼女の両肩を抱えて、慰めたことが

あった。こんなところにも、ドナルドの優しい一面が感じられる。 
 ところで、ドナルドは、レイチェルの書き置きがどこかにあるものと思い、あち

こち探し回っている中に、クロゼットの中にかけてあった衣類が全部なくなってい

るのを知って、愕然とした。これは、彼にとっては、今日の午後味わった 2 度目の

ショックであった。 

 ドナルドはレイチェルの反対を押し切って、壁にかけてあった〈土ぼたる〉（“a 

Glow Worm”p.198）に扮した、レイチェルの若い頃の美しい写真を見た時、彼は

レイチェルとの楽しい青春時代を思い出した。この 2 人の歓楽の思い出に関しては、

次のように書かれている。 

 

 In just a few moments the curtain of the finale would be coming down and they 
would go out to eat and then home to bed. In the hotel room a shade would be lowered 

for the beginning of something instead of the end. Oh, God, what pleasure those early 

nights had contained, things that couldn't even be said with music!  Wasn't it natural to 
be vain in those days?  It wasn't ridiculous to be vain in those days, both of them 

young and both of them lovely, then, coming together with such a crazed abandon that 

daylight would crowd the windows before their hands and arms and mouths would 
begin to let go of each other. Then they would go out to breakfast without having slept, 

no stockings on Rachel, he without socks or tie, and gorge themselves, hungry as 

wolves, on bowls of steaming cereal and cups of sweet black coffee and platters of 
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bacon and egg. What did they say to each other? It didn't seem that they ever talked to 

each other; he couldn't remember conversations between them.  It was all longing and 
satisfaction of longing. They helped each other undress when they had returned from 

breakfast, gently each took the other's shoes off, and they fell on the bed like a pair of 

rag dolls a child dropped there, their bodies athwart each other in silly positions, so 
much light in the room for people to sleep in but not enough to keep them awake much 

longer…                                      (p.188-199) 

 

 「ほんのちょっとして、フィナーレの幕が降りると、2 人は外に食事に出かけ、

そして、それからは、帰って寝るのが習慣となっていた。ホテルの部屋では、ある

大切なことを終わらせるためではなくて、始めるために、ブラインドが降ろされる

のであった。ああ、2 人の愛が燃えている頃の夜には、何とも言えない、すばらし

い楽しみがあった。それは、音楽と一緒でも、到底言えないようなことであった。

その当時では、自惚れるということは、ごく自然なことではなかったのではなから

うか。つまり、その当時では、2 人が自惚れるなんてことは、馬鹿げたことでも、

なんでもなかったのではなからうか。というのは、2 人共、若くて、きれい、つま

り、美男美女の舞台俳優、舞台女優であったからである。それから、2 人は、まる

で、気でも狂ったかのように、自由奔放、思いのままに、大胆な抱擁に身を任せた

ので、2 人の手と腕と口とが離れる前には、夜明けの日の光が窓ガラスにいっぱい

差し込んでいるのであった。すると、2 人は、殆ど一睡もせず、レイチェルはスト

ッキングもはかず、また、ドナルドは靴下もはかず、あるいは、ネクタイもしめず

に、朝食のため外に出かけ、腹を空かした狼のように、がつがつと深皿に入ってい

る、湯気のたつオートミールやコーンフレークやら、カップに入っている、おいし

いブラックコーヒー、大皿にもったベーコン・エッグなどを食いまくるのであった。

2 人はお互いに何を喋ったのであろうか。どうも、2 人はお互いに喋るということは

しなかったようにみえる。というのは、ドナルドは、2 人の会話の内容をどうして

も思い出すことができないからである。もしも、2 人に会話があったとすれば、そ

れは、すべて、お互いに対する熱愛であり、また、熱愛の満足に外ならなかった。

朝食からホテルに帰ると、2 人はお互いに衣服を脱ぐのを助け合った。そして、そ

れから、2 人はお互いの靴を優しく脱がしてやり、まるで、子供がベッドの上に投

げすてた、一対の布でつくった人形のように、ベッドの上に倒れこんだ。その時の
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2 人の身体の恰好と言ったら、実にばかげており、ベッドの上に 2 人共はすかいに

寝転がった。その時、部屋の中は、人が眠るのには明る過ぎたが、さりとて、これ

からずっと、眠らずにいられるほどの明るさではなかった。（つまり、ちょっとまど

ろむことができるほどの明るさであった。）」 

 

 このように、ドナルドが昔を思い出すと、レイチェルに一時
いっとき

も早く会いたいとい

う激しい願望に駆られるのである。さりとて、現在のところは、いらつく気持ちを

落ち着かせるためには寝る以外にはなかった。従って、彼は物憂げに服を脱ぐと、

掛け布団をすっぽりかぶって、身体を円い胎児のように、2 つに折り曲げた。それ

から、彼はレイチェルの枕の端で歯を食い緊
しば

り、涙を流し始めた。そして〈レイチ

ェル、レイチェル、おお、レイチェル〉（“Rachel, Rachel, Oh, Rachel!”p.199）と泣

き叫んだのである。 

 
⑦レイチェルの帰宅と真情交流 

 

 ドナルドが〈レイチェル、レイチェル、おおレイチェル〉と泣き叫んでいた時、

突然、彼の耳に、レイチェルが帰って来る足音が聞こえた。その時の、レイチェル

の凄まじい言動に関しては、次のように描写されている。 

 

 Then all at once he heard her returning footsteps. All in a rush of calling and sobbing 

she entered. Before he could lift his shoulders from the bed she had fallen upon him. 

She tore back the covers and scalded his face with her tears. Her cheekbones were 
awfully sharp. There was so little flesh on her arms, they were actually skinny, and yet 

they embraced him so fiercely he couldn't breathe.                        (p.199)  

 

「レイチェルはすっかり取り乱し、ドナルドの名を呼んだり、すすり泣いたりし

ながら、部屋の中に駆け込んできた。そして、ドナルドがベッドから肩を上げるか、

上げない中に、レイチェルはドナルドの身体の上に倒れかかった。彼女は掛け布団

をむしりとるように、ひきはがしたかと思うと、彼の顔は熱い涙で火傷
や け ど

をさせられ

たように感じた。レイチェルの頬骨は恐ろしくとがっていた。腕の肉もすっかりな
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くなっていたので、実際には、骨と皮ばかりであったが、その腕が余りにも激しく

ドナルドを抱き締めたので、彼は息ができない程であった。」 

 
 これにより、ドナルドとレイチェルの真情交流が始まった訳だが、続いて、両人

はお互いの名を熱狂的に呼び合った。この時は、まさに、真情交流のクライマック

スである。これを引用によって示すと、次の通りである。 

 

 “Oh Rachel,”he sobbed and she moaned, “Donald, Donald!”         (p.199) 

 
 「〈おお、レイチェル〉と彼は泣きじゃくりながら、レイチェルの名を呼んだ。い

っぽう、レイチェルもまた、〈ドナルド、ドナルド〉と呻くような悲しい声で、ドナ

ルドの名を呼んだ。 

 

 このように、ドナルドとレイチェルがお互いに、愛し合う者の名前を呼び合うこ

とは、言葉であれこれと言うよりも、遙かに効果があったのである。しかし、しば

らくして、お互いの興奮が静まると、彼は片腕の湾曲したところに、彼女の火のよ

うに熱い頭をしっかり置いて、今日、彼自身が体験した悲しい出来事について、ま

るで連�
れんとう

のように、１つずつ話し始めた。 

 

 He told her about his misfortunes, the ones of this day and the probable ones of 

tomorrow. He told her about his illness, his palpitations, his possible death before long. 

He told her his beauty was lost, his time was now past. He had not been given that part 
he had counted upon. And Jane had misunderstood him; she had struck him over the 
head with a piece of blue pottery that might have killed him―           (p.199-200) 

 
 「ドナルドはレイチェルに、自分自身の不幸な出来事、つまり、今日起きた不幸

な出来事ばかりか、明日にも起こるかも知れない出来事についても話した。また、

彼は彼女に、自分の病気、動悸、また、間もなく起こり得る死に関しても話した。

彼はまた、自分の肉体の美しさは、もはやすでに失われており、また、自分の青春、

つまり、自分の人生の最良の時は、今やもう過ぎ去った過去であることをも話した。
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また、彼は、期待していた役がもらえなかったことやら、道行く、全然見知らぬ人

達までも、自分を見てあざ笑ったことも話した。更には、ジェインまでもが自分の

気持ちを誤解して、彼女に青い花瓶で頭をなぐられたために、もうすんでのところ

で死ぬところだったということも話した……」 

 

 このように、ドナルドは〈漂流〉中に、彼自身が体験した、さまざまな不幸な出

来事を話したことは、レイチェルとても同様で、彼女自身の〈漂流〉中に、彼と負

けず劣らずの悲哀の経験をしてきたので、その１つ１つが、まるでわがことのよう

に思われ、身につまされて、心から理解できたのである。従って、レイチェルは何

も言わず、ただ、ドナルドの喉
のど

に唇を当てがって、彼が話したすべてのことに対し

て、〈測り知れないほどの、限りなく優しい真情〉（“infinite softness”p.200）でもっ

て、〈分かるわよ、分かるわよ〉（“I know, I know!”p.200）と答えるのであった。

ここにおいて、ドナルドとレイチェルは、ウィリアムズが言う〈真情交流〉の極意

の瞬間を体験したのである。 
 

⑧結論 

 
 以上で、私は、大体、私自身の作品解釈に基づいて、この短編の中心人物である

ドナルドとレイチェルという、美男、美女の典型のような、舞台俳優と女優の夫婦

が、レイチェルのたった 1 日の家出（失踪）を契機として、〈漂流〉している間に煉

獄の苦しみをさんざん味わった後、真情交流によって、始めて、心の安らぎを得る

ことができたことによって、2 人は、いままでの生活とは一変して、つまらぬ自惚

れとか虚偽などというものを、いっさいかなぐり捨てて、それぞれ、自己に関する

真実、自他の相関的真実というものを直視して生きてゆくということで、今までの

美貌に甘えた生き方とはすっぱり訣別を告げて、新しい人生を堅実に、しかも、着

実に生きるということに大きく変化したことを検証したのである。 

つまり、ドナルドとレイチェルは年齢による限界によって、年齢相応に見え始め

たという、演劇関係者の客観的判断によって、甘い幻想から、厳しい現実に突き落

とされることによる、失望、落胆によって、自己統制力が失われてしまい、〈漂流〉

という拷問を受けることになった。が、この間に、2 人は様々な厳しいと言うか、
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冷厳なる現実をまのあたりに見せつけられて、いったんは、パニック状態に陥って

狂気に駆られ、人生のどん底にあって�
もが

き苦しんだ末に、われとわが身を如何とも

することのできない哀れな 2 人が、まるで蔓草のように、お互いを求めあう、いや、

求めあわずにはいられないという、激しい衝動に駆り立てられる。 

ここで重要なのは、ウィリアムズという作家は、ドナルドとレイチェルがお互い

に、同病相憐れんで、優しい気持ちをこめて愛し合う、つまり、抱擁することは、

お互いの精神と情緒の安定と慰安に繋がることはもちろんのこと、新しい、厳しい

現実に挑戦して、逞しく生きてゆくエネルギーが生まれてくるということを強調し

ている点である。ウィリアムズは優しい心と言うか気持ちという意味で、しばしば

“tenderness”、“sweetness”、“softness”ということばを使っているが、これなども

非情化した現代において、詩情を求めることは困難であるが、せめて文学の世界に

おいてだけでも、詩情を求めることは、人生を豊かに、しかも、 潤
うるおい

のあるものに

し、しかも、人間らしい生き方の根源となるものと考えている証據である。考えて

みれば、ウィリアムズの一生は、詩情の涸渇した現代という砂漠の中で、詩情とい

う獲物を求めて彷徨い歩く猟人
かりゅうど

の生涯であったように思われる。 
詩情の獲物というのは、ウィリアムズ自身と同じように詩情を求めている人間に

回り遭うということであるが、これは現実にはそう簡単ではないにしても、カーソ

ン・マッカラーズ（Carson McCullers,1917～67）を例にあげるまでもなく、奇跡で

もない。つまり、現実にも起こり得る奇跡なのである。 

このように遭遇した 2人の間には、真情が通い合い、真の意味での真情交流が実

現する。この真情交流によって、人間の心は一変する。つまり、たとえいままでの

人生が砂漠の旅のようなものであったにせよ、一筋の光明が差してきて、不思議な

感動と相互理解による奇跡に驚くと同時に、歓喜するのである。 

ところで、ウィリアムズは、性に関しては、なかなか研究熱心で、人間がひどく

失望、落胆したり、事業に失敗したり、極度の疲労を感じたり、演劇評論家の酷評

によってショックを受けたり、失意のどん底に落ち込んだり、深刻な孤独を感じ、

悩んだり、突然の恐怖に動転して、パニック状態に陥ったり、極度のストレスに参

ったりした時など、人間が立ち直る唯一の、最良の手段は、優しい心をこめられた

セックスを満喫することであると考えているようである。また、ウィリアムズは性

と言っても、とくに、自然の性、つまり、屈託のない、いささかなりとも不自然さ



テネシー・ウィリアムズの短編小説「蔓」にみる人間の生き方の文化 

 - 82 -

を感じさせない、おおらかな性が、男女の根源的関係を維持してゆく上において、

必須欠くべからざるものであると考え、重要視している。レイチェルとドナルドに

しても、まるで蔓草のように身体を絡ませて、セックスを思う存分に満喫したとい

うことが、人生の危機に直面し、パニック状態に陥った時でも、烈しい抱擁によっ

て、真情交流を可能ならしめて、危機を乗り越えさせ、生きるための活力を 蘇
よみがえ

ら

せることができ、救済に導いているのである。 
最後に、テネシー・ウィリアムズの、この「蔓」という作品は、性による真情交

流を中心として、中年夫婦の幻想対真実の生き方の文化を追求した、我々読者にと

っても価値のある短編小説であると、私は確信している。 

 

※“Vine”（「蔓」）のテキストとしては、1959 年 New Directions から出版された

Tennessee Williams: Hard Candy に収録されているものを用いた。 
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Ælfric の Lives of Saints , Catholic Homilies 

における拡充形 

 

堀 口 和 久 
 

 
１ 序論 

 

 本論文の目的は，古英語後期の代表的散文作家である Ælfric による著作である  
Lives of Saints（「聖者伝」）, Catholic HomiliesⅠ（「説教集」）に現れる拡充形の分析

を通じて，古英語における英語の拡充形の意味・機能などを明らかにすることであ

る。なお，本論文にいう拡充形とは，現代英語の進行形に対応するものであり，古

英語では，“beon/wesan + ～ende”という構文で用いられる表現を意味する。  

 使用したテキストは，Skeat の EETS版と，Thorpeの校訂本である。なお，Skeat  

の EETS版には Ælfricの著作ではないと考えられるものが含まれており，これらの

作品については本論文の分析の対象外とした。 

 古英語における進行形・拡充形については，これまで Raith(1951)，Nickel(1966), 

Mossé(1938)などの研究があるものの，特に Ælfric については最近の研究を踏まえ

た十分な研究がなされているとは言い難い。また，先行研究では個々の聖者伝や，

homily ごとの分布の状況などは明らかにされていない。本論文では，こうした分布

状況も明確に示した。 

 

２ Ælfric と拡充形 

 

 以下の表 1 は，Ælfricの著作と一般に考えられている Lives of Saints について作

品ごとに，拡充形がどの程度用いられているかを示すものである。この表からも分

かるが，約半数の作品では拡充形は全く用いられていない。Lives of Saints の分量か

ら考えると，拡充形の頻度は非常に低く，全体で，46 例用いられているにすぎない。 

 拡充形の用いられる頻度は少ないものの，使われる例の多い作品としては，
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Maccabees と St.Martin 伝を挙げることができる。圧倒的に使われることの多い動

詞としては，wunigan を挙げることができる。 
 次に，表 2 は Catholic HomiliesⅠ における拡充形の分布の状況を示すものであ

る。拡充形が全く用いられない homily も存在するものの，Lives of Saints よりも圧

倒的に拡充形が使われる頻度が高いことがわかる。 

 そして，表 3 は，動詞ごとに拡充形が用いられている回数を表の形式で示したも

のである。 

表 1 

ÆLS(Abdon&Sennes) No examples 

ÆLS(Agatha) No examples 

ÆLS(Agnes) licgende(p.174/67), þeonde(p.194/421)       

ÆLS(Alban) No examples 

ÆLS(Apollinaris) No examples 

ÆLS(Ash Wed) wyrcende(p.274/178,p.278/245), þeonde(p.280/268)      

ÆLS(Auguries) No examples 

ÆLS(Æthelthryth) wunigende(p.440/126) 

ÆLS(Basil) biddende(p.56/115), welwyllende(p.74/417) 

wunigende (p.84/566) 

ÆLS(Book of Kings) rixiende(p.408/387), farende(p.410/421) 

ÆLS(Cecilia) scinende(p.360/76, p.362/116)  

wunigende (p.360/88) 

ÆLS(Christmas) wuniende(p.10/7,p.12/19)  gyfende(p.12/46) 

ÆLS(Chrysanthus) biddende(p.382/85) 

ÆLS(Denis) lærende(p.182/210) 

ÆLS(Edmund) No examples 

ÆLS(Eugenia) No examples 

ÆLS(Exalt of Cross ) No examples 
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ÆLS(Forty Soldiers ) No examples 

ÆLS(St. George) No examples 

ÆLS(Julian&Basilissa) No examples 

ÆLS(Lucy) No examples 

ÆLS(Maccabees) feohtende(p.94/425, p.98/493, p.104/563)   

farende(p.104/563) 

winnende(p.114/731)  wunigende(p.84/277) 

ÆLS(Mark) No examples 

ÆLS(Martin) smeagende(p.220/28)   lociende(p.234/221) 

arisende(p.236/251)  wilnigende(p.236/255) 

onfeohtende(p.258/623) 

forhtigende(p.294/1203)  

hæbbende(p.312/1483) 

ÆLS(Maur) wunigende(p.156/131, p.162/268) 

ÆLS(Maurice) No examples 

ÆLS(Memory of Saints) wunigende (p.336/1, p.348/162, p.352/218) 

ÆLS (Oswald) licgende(p.138/214) 

ÆLS(Peter’s Chair) No examples 

ÆLS(Pr Moses) wunigende(p.294/148, p.296/196，p.298/202) 

ÆLS(Pref) No examples 

ÆLS(Sebastian) eardigende(p.144/1) 

ÆLS(Swithun) þeonde(p.440/2), bifigende(p.448/125) 

wunigende(p.458/270)       

ÆLS(Thomas) No examples 

ÆLS(Vincent) þeonde(p.426/5)       
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表 2 

ÆCHomⅠ, 1  

De initio creaturae 

anstandende(p.12/32) 

wunigende(p.20/6) 

ÆCHomⅠ, 2  

Christmas 

waciende(p.30/15) 

eacnigende(p.42/2-3) 

ÆCHomⅠ, 3 

Stephan 

No examples 

ÆCHomⅠ, 4 

Assumption of St. John 

scinende (p.62/30) 

blowende(p.64/15) sprecende(p.66/15) 

weaxende(p.76/19-20) 

ÆCHomⅠ, 5 

Innocents 

No examples 

ÆCHomⅠ, 6 

Circumcision 

No examples 

ÆCHomⅠ, 7 

Epiphany 

wunigende(p.106/9) 

scinende(p.118/6) 

ÆCHomⅠ, 8 

Third Sunday after 

Epiphany 

wyrsigende(p.124/26) 

godigende(p.124/27, 33) 

ÆCHomⅠ, 9 

Purification 

wunigende(p.136/3,p.146/26, 32, p.148/3, p.150/3) 

unsprecende(p.142/26) 

ÆCHomⅠ, 10 

Quinquagesima 

weaxende(p.154/27) 

wanigende(p.154/28)  

wunigende(p.160/17) 

ÆCHomⅠ, 11 

First Sunday in Lent 

weornigende(p.168/33) 

ÆCHomⅠ, 12 

Mid-Lent Sunday 

No examples 

ÆCHomⅠ, 13 

Annunciation 

wunigende(p.200/30) 
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ÆCHomⅠ, 14 

Palm Sunday 

wunigende(p.206/33, p.214/27) 

ÆCHomⅠ, 15 

Easter 

wunigende(p.222/17) 

ÆCHomⅠ, 16 

First Sunday after Easter 

wunigende(p.232/23, p.236/34) 

ÆCHomⅠ, 17 

Second Sunday after Easter 

No examples  

ÆCHomⅠ, 18 

In letania maiore 

onsigende(p.246/17) 

hæbbende(p.250/34) 

wegferende(p.254/28) 

ÆCHomⅠ, 19 

De Dominica Oratione 

oferstigende(p.262/11) 

ÆCHomⅠ, 20 

De Fide Catholica 

wunigende(p.276/15,p.288/35, p.292/30) 

þurhwunigende(p.276/17) 

forðstæppende(p.280/14) 

ofgangende(p.280/14) 

ðrowigende(p.294/6) 

ÆCHomⅠ, 21 

Ascension 

wunigende(p.296/20, p.302/20, p.308/30) 

twynigende(p.302/1) growende(p.304/26) 

ðeonde(p.308/19), 

strynende(p.308/22, 26) 

ÆCHomⅠ, 22 

Pentecost 

wunigende(p.314/4, p.322/17) 

sprecende(p.318/25) 

drohtnigende(p.320/13) byrnende(p.320/20) 

ÆCHomⅠ, 23 

Second Sunday  

after Pentecost 

No examples 
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ÆCHomⅠ, 24 

Fourth Sunday  

after Pentecost 

behreowsigende(p.342/13) 

byrnende(p.344/7, p.344/9, p.348/26) 

onælende(p.344/6) 

ÆCHomⅠ, 25 

John the Baptist 

wanigende(p.356/24, 27, 35) 

weaxende(p.356/25) cweðende(p.358/25) 

ÆCHomⅠ, 26 

Peter and Paul 

bodigende(p.370/25, p.372/5, p.374/29)  

styrigende(p.372/12,p.376/5) fleonde(p.372/17) 

hlihhende(p.376/5) 

biddende(p.382/21) 

ÆCHomⅠ, 27 

Paul 

biddende(p.386/20) 

hæbbende(p.388/30) 

ÆCHomⅠ, 28 

Eleventh Sunday after 

Pentecost 

farende(p.402/2) 

drohtnigende(p.402/20) 

wunigende(p.404/30,p.408/13) lærende(p.406/27) 

forhtigende(p.408/30) 

tæcende(p.412/29) derigende(p.414/16) 

ÆCHomⅠ, 29 

Laurence 

drohtnigende(p.416/2) 

clypigende(p.422/18) biddende(p.426/1) 

ÆCHomⅠ, 30 

Assumption of the Virgin 

drohtnigende(p.436/21) 

 

ÆCHomⅠ, 31 

Bartholomew 

forðstæppende(p.464/35) 

sprengende(p.466/26) 

ÆCHomⅠ, 32 

Decollation of St. John the 

Baptist 

No examples 

ÆCHomⅠ, 33 

Seventeenth Sunday after 

Pentecost 

wyrcende(p.500/14) 

  



Ælfric の Lives of Saints , Catholic Homilies における拡充形 

 - 89 -

ÆCHomⅠ, 34 

Dedicatio ecclesiae sancti 

Michaelis 

wunigende(p.504/13) 

bifigende(p.504/28) 

ÆCHomⅠ, 35 

Twenty-first Sunday after 

Pentecost 

sprecende(p.520/3) 

 

ÆCHomⅠ, 36 

All Saints 

wunigende(p.540/1), byrnende(p.540/13) 

scinende(p.540/27,p.544/32), sittende(p.542/20) 

ðeonde(p.544/11)  

drohtnigende(p.546/3) 

ÆCHomⅠ, 37 

Clement 

ðeonde(p.558/2) 

forð-yrnende(p.562/15), sittende(p.572/12) 

ÆCHomⅠ, 38 

Andrew 

No examples 

ÆCHomⅠ, 39 

First Sunday in Advent 

wunigende (p.606/2) 

 

ÆCHomⅠ, 40 

Second Sunday in Advent 

sprecende(p.608/3) 

þeonde(p.614/11, p.614/17) 

growende(p.614/18)  

 

 次に使われる動詞別に分布を見てみる。Ælfricに関しては，表 3 に示したが，動

詞 biddan は，Ælfricだけでなく，他の古英語散文，例えば，Alfred の散文や，古英

語訳 Bede や，Orosius などでも拡充形として用いられている。動詞 byrnan も拡充

形として Old English Martyrology などで使われる。戦いを表す動詞である feohtan 

や winnan は，Orosius や Anglo-Saxon Chronicle などで拡充形として用いられるが，

Ælfricの著作では，今回扱った作品以外に聖書の Heptateuch の古英語訳などでも拡

充形として用いられる。 

 話りを表す動詞である sprecan や cweðanは，古英語訳BedeやGregory’s Dialogue

などでしばしば拡充形として用いられる。動詞 wunian は，Alfred の散文などの多

くの作品で拡充形として使用される。 しかしながら，Wulfstan には存在する
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þeowianや þenianの拡充形は，今回主な調査対象とした Ælfricの散文作品には存在

しない。よって，Ælfric の古英語における拡充形の用法には，動詞の分布のみに関

して言えば，かなりの部分について他の古英語散文と共通性がある。 

 

表 3 

 ÆCHomⅠ LS 

anstandende      1  

arisende  1 

behreowsigende      1  

biddende      3 2 

bifigende      1 1 

blowende      1  

bodigende      3  

byrnende      5  

clypigende      1  

cweðende      1  

derigende      1  

drohtnigende      5  

eacnigende      1  

eardigende       1 

farende      1 2 

feohtende       3 

fleonde      1  

forhtigende      1 1 

forðstæppende      2  

forðyrnende      1  

godigende      2  

growende      2  

gyfende       1 

hæbbende      2 1 
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hliehhende      1  

lærende      1 1 

licgende  2 

lociende  1 

oferstigende      1  

ofgangende      1  

onælende      1  

onfeohtende  1 

onsigende      1  

rixiende      1 

scinende      4 2 

sittende      2  

smeagende       1 

sprengende      1  

strynende      2  

styrigende      2  

sprecende      4  

þeonde      5 4 

ðrowigende      1  

tæcende      1  

tweonigende      1  

þurhwunigende      1  

unsprecende      1  

wacigende      1  

wanigende      4  

weaxende      3  

wegfarende      1  

welwyllende  1 

weornigende      1  

wilnigende             1 
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winnende        1 

wunigende     27      15 

wyrcende      1       2 

wyrsigende      1  

Total   106      46 

 

３ Lives of Saints における拡充形の意味・用法 

 
 一般に古英語における拡充形の意味・機能に関しては，①強調的意味と，②継続

や非完結，起動相的なアスペクト的意味と，③単純形の単なるヴァリアントにしか

過ぎないという機能の 3 種類が存在すると考えられる。そして，古英語では，これ

らの意味・機能が混在した形で用いられるケースが多いため，一つの用例がこれら

の 3 つのうちの，複数の意味・機能を同時に併せ持つことが多い。 

 まず，第一の強調的用法から説明する。古英語で拡充形が用いられる場合に，強

調的語句と共起する形で，拡充形が使われるケースが多い。例えば，以下のような

例を Ælfric の例として挙げることができる。 

  

(1) Ic me gebidde to ðam gode.  þe bið eardigende 

     on heofonum .  mid healicum mægen-þrymme… 

         (Lives of Saints Ⅰ ed. Skeat  p.144/1) 

(2) and swa oft swa he þyder ferde swa forhtodon þa deofla 

     …and þa deofol-seocan sona mid swiðlicre grymetunge 

     forhtigende wæron. 
         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat  p.292/1200~p.294/1203) 

 

  (2)の用例の場合，強調的修飾語がない例では，単純形が用いられている。こうし

た例は，他の古英語散文（例えば，Orosius）１でも見出すことができる。これら以

外でも，micclumのような強調語が用いられているケースで，拡充形が用いられて

いる。 

 

(3) Polemius þa sona sende his frynd 
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     to þam mædene darian and micclum wæs biddende… 

         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat  p.382/85) 

    

  一般に，拡充形（進行形）は vividness を表すためにも用いられると言われている。

そして，聖者伝では奇蹟などの場面で拡充形がしばしば用いられる。St.Martin  伝
では以下のような例が存在する。 

 

(4) ac æfter feawum dagum he wearð færlice seoc. 
swa þæt he forð-ferde ungefullod sona. 

…  

þa æfter twam tidum astyrode se deada 
eallum limum . and lociende wæs. 

         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat  p.232/209~p.234/221) 

(5)                   and he sona ge-edcucode. 
and mid geornfulre elnunge up arisende wæs. 

         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat  p.236/250~p.236/251) 

 

 (5)の用例に関しては，mid geornfulre elnunge という強調語句もあわせて用いられ

ている。また，(6)は St. Martin の遺骸（聖遺物）が引き起こした奇蹟である。(7)は

St.Swithun 伝からの引用であるが，同様に奇蹟の場面である。(7)は，(4)(5)と同様に

死者が蘇る場面で用いられている。これらの例は vividness を表現すると同時に，ア

スペクト的意味内容，特に起動相的な意味内容が含まれる可能性もある。 

 

(6) þa wurdon þa oþre awrehte mid þam sange 

     and naht heora gold-hordas þe hi healdan sceoldon 

     hæbbende næron. 

         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat  p.312/1481~p.312/1483) 

(7) Se untruma eac wacode oðþæt hit wolde dagian. 

     þa wearð he on slæpe.  and seo wurðfulle byrgen 
     þæs ðe him eallum þuhte eall bifigende wæs. 

         (Lives of Saints  Ⅰ ed. Skeat  p.448/123~p.448/125) 
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 これら以外にも，主語が無生物主語で，修辞的表現の場面で拡充形が用いられて

いるケースがある。こうした例は他の古英語散文でも多く見られるが，Ælfric の散

文にも用いられており，強調的用法と関連すると考えられる。 

 

(8) Crist sceawode his heortan and geseah his prættas. 

     forðan þe he mid soðfæstnysse ne sohte þone hælend. 

     ac foxunga wæron wunigende on him. 

         (Lives of Saints  Ⅰ ed. Skeat  p.348/160~162) 

 

 また，拡充形は聖者伝の冒頭部で用いられる。古英語散文の文章の冒頭部分で拡

充形が用いられる例は多い２が，Lives of Saintsの場合，あまり例は多くはなく，(9)

など 3 例が存在するに過ぎない３。   

 

(9) An ælmihtig god is on þrym hadum æfre wunigende. 
     seþe ealle þincg gesceop. nu habbe we anginn þurh hine. 

         (Lives of Saints  Ⅰ ed. Skeat  p.336/1~2) 

 

 第 2 に，アスペクト的機能である。古英語の拡充形は，継続的機能，非完結的機

能（ラテン語の未完了過去に対応する），起動相的機能を併せ持つ。 

 

(10) His mod wæs swa-þeah æfre embe mynstru smeagende . 

     oþþe embe cyrcan.  and godes gesetnyssum. 

     he smeade þa on cildhade .  þæt he siððan gefremode. 
         (Lives of Saints  Ⅱ ed. Skeat    p.220/28~30) 

 

  この(10)の用例の場合，on cildhadeという一時点を表す場合には，単純形が用い

られているのに対して，生涯を通じての行為を表す箇所では，拡充形が用いられて

いる。 

 

(11) þa wæs he seofon monðas wunigende swa blind. 

     and his hlyst næfde . oþþæt he mid geleafan ferde 
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     to þam halgan swyðune. 

         (Lives of Saints  Ⅰ ed. Skeat    p.458/270~272) 

 

こうした(11)の用例に示されるような oþþæt を伴なう例は，古英語散文では，

Anglo-Saxon Chronicle や Orosiusに頻繁に見い出されるが，Ælfricの場合にも，わ

ずかではあるが見出すことができる。この(11)の例以外に，以下の(12)の例も同様な

例であるといえる。 

 

(12)   Manega cynegas wæron myslice geworhte 

     æfter þysum rixiende on israhela rice. 

     and eac on iudea lande. oðþæt se geleaffulla cynincg 
     ezechias gehaten mid ealre heortan gebeah 

     to ðam ælmihtigan gode... 

     He rixode on iudea lande an leas ðryttig geara. 
         (Lives of Saints  Ⅰ ed. Skeat    p.408/386~393) 

 

  ただし，この例(12)のように，ðryttig gearaという時間的継続を表す副詞句が用い

られているにもかかわらず，動詞が単純形となっている例は，頻繁に現れる。この

ことは，古英語期において，拡充形の使用が任意的であることの証左となる。 

 さらに，古英語期の他の散文と同様，Lives of Saints で用いられる拡充形は，æfre
や symble といった副詞としばしば共起する４。 

 第３は，単純形のヴァリアントあるいは，形容詞に過ぎないと考えられる例であ

る。Ælfricの場合，scinendeや, welwyllendeの用例については，動詞ではなく，形

容詞として用いられている可能性がある。 

 

４ Catholic Homilies における拡充形の意味・用法 

 

第一に，強調的機能が見出される例から見ていく。例えば，以下の例(13)は，強

調的語句の用い方が(3)と極めて類似している。 

 

(13) “Wæs ða sum Godes ðegen binnan ðære byrig, his nama wæs Annanias, to  
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     ðam spræc Drihten ðysum wordum, Annania, aris, and gecum to minum  

ðeowan Saulum, se is biddende minre miltsunge mid eornestum mode.” 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.386/17~p.386/20)  

 

また，次の例(14)は，同じように動詞 biddan の例であるが，強調的語句はない。

しかしながら，前後の文脈から，Lawrence は「叫んでいる」のであり，またクライ

マックスに近い場面である。よって単なる「祈り」を表すのではない。さらに，(15)

の例は，臨終の場面である。 

 

(14) Witodlice Laurentius on ðam gebeate clypode, …Se eadiga martyr ða wæs 

     biddende his Drihten, and cwæð, ...Laurentius ða bealdlice clypode… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.424/32~p.426/1) 

(15) He wæs ða biddende his Drihten mid þissum wordum:... And he mid þisum  

     wordum ageaf his gast. 
         (Catholic Homilies Ⅰ p.382/21~24) 

 

このような biddan という動詞以外でも，強調的語句とともに用いられる例がある。

例えば，以下の例(16), つまり clypigende の例がこれに該当する。 

 

(16) Soðlice Ypolitus æfter ðam fulluht-bæðe wæs clypigende mid beorhtre 

stemne, …And he mid tearum to ðam eadigan diacone cwæð, … 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.422/17~20)  

 

また(1)に類似した例も見出すことができる。 

 

(17) þeah-hwæðere we oncnawað on halgum gewritum, þæt nigon engla werod 
sind wunigende on heofonlicum þrymme… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.538/29~p.540/1) 

 

拡充形は，ラテン語の模倣である，Latinism（ラテン語語法）であるということ

がかってから主張されている５。そして，聖書の文言の引用では拡充形が用いられる
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が，引用以外では単純形が用いられるケースが見られる。しかしながら，逆になっ

ている例として，以下の(18)のような例もある。なおこの例では，聖書の引用部分

は，単純形になっているのに対して，説教の本文の部分では，拡充形が用いられて

いるのである。なお，拡充形とともに強調語句も用いられている。 

 

(18) “On ðysum dæge þu wunast on sibbe, ….”  Witodlice seo ðwyre sawul is 

on sibbe wunigende on hire dæge… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.408/11~13) 

 

既に述べたように，一般に，拡充形（進行形）は vividness（生き生きとした描写）

を表すためにも用いられると言われている。例えば，以下の例(19)は，無生物主語

であり，修辞的表現となっている。さらに神の奇蹟を表す場面であり，かつ強調的

表現とともに拡充形が用いられている６。 

 

(19)   þa sona on anginne þæs gefeohtes wæs se munt Garganus bifigende mid 

ormætre cwacunge… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.504/27~28) 

 

 さらに Lives of Saints にも存在するが，Catholic Homilies でも homily の冒頭で拡

充形が用いられている例が４例存在する７。 

 

(20) “Drihten wæs sprecende on sumere tide to his apostolum mid bigspellum…” 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.520/4) 

 

  この用例(20)に関しては，冒頭で用いられていると同時に，聖書の引用であり，

ラテン語の loquebaturの翻訳である。この例のように，ラテン語の異態動詞が拡充

形で翻訳される例はしばしば見出すことができる。また，このラテン語の語形は未

完了過去である。よって，非完結の意味が含まれ，以下に説明するアスペクト的機

能と関連することになる。 

 第二に，アスペクト的機能が含まれると考えられる例に着目したい。まず時間的

継続を示す副詞句が用いられている例である。 



Ælfric の Lives of Saints , Catholic Homilies における拡充形 

 - 98 -

(21) and God him sette naman Adam, and he wæs þa sume hwile anstandende. 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.12/31-32) 

(22) and æfter his æriste he wæs wunigende betwux him þas feowertig daga… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.296/20~21) 

(23) and þeowode Gode on fæstenum, and on gebedum, and on clænnysse; and 
wæs on eallum þam fyrste wunigende binnan þam Godes temple;…Behealde,  

ge wif, and understandað hu be hire awriten is. Seofon gear heo leofode mid  

hire were, and siððan heo wæs wunigende on wudewan hade, oð feower and 
hund-eahtatig geara, …ac wæs wunigende geþyldelice binnan Godes temple. 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.146/24~148/4)   

 

  この最後の例(23)では，時間的継続を示す副詞句以外に，聴衆に対する注意の喚

起の場面で拡充形が用いられていると考えられる。なぜなら３つの拡充形の指示す

る対象は全く同じ内容だからである。つまり，拡充形は単なる継続的意味機能だけ

でなく，注意の喚起という機能も果たしていたものと思われる８。 

 この wunigende以外の動詞でも，時間的継続を示す副詞句とともに用いられてい

る拡充形の例が存在する。なお，tæcan などと同様，bodian は説教の場面で拡充形

の形式でしばしば用いられる。 

 

(24) On ðone oðerne dæg com Paulus into ðære byrig, and heora ægðer oðerne 
mid micelre blisse underfeng, and wæron togædere bodigende binnan ðære  

byrig seofon monðas þam folce lifes weig. 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.374/27-30)   

 

  これ以外に，拡充形は，「魂が永遠に苦しみ続けなければならない」といった場面

で頻繁に用いられる。こうした場面の場合，拡充形は，継続的あるいは強調的に用

いられているものと思われる９。 

 

(25) þa synfullan beoð on helle-wite a ðrowigende, and heora wite bið eac 
gemetegod ælcum be his geearnungum. 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.294/5~7) 



Ælfric の Lives of Saints , Catholic Homilies における拡充形 

 - 99 -

(26) ac heo bið dead ælcere duguðe and gesælðe, and bið gehealden to ðam ecan 

deaðe, þær þær heo æfre bið on pinungum wunigende… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.160/15~17) 

 

  また，以下の用例(27)は，oð が用いられていることからもわかるとおり，継続的

意味が認められるとともに，無生物主語であり，修辞的技巧を凝らした文章であり，

かつ神の奇蹟に関連する。 

 

(27) Nu wæs se bigleofa gemett on Iohannes byrgene, and nan ðing elles; and se 

mete is weaxende on hire oð ðisne andweardan dæg. 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.76/18~20) 

 

 さらに，以下の用例(28)の場合，強調を意味する語が用いられているとともに，

動詞 sprecan は単なる語りを表すわけではなく，bodian に近い意味内容である。ま

た，この場面では使徒ヨハネは，Thorpe の版で 55 行近く「語り続けている」ので

ある。つまり，まさに継続的意味で用いられているのである１０。 

 

(28) þa undergeat se apostol ðas deoflican facn, and cw æð, …þa cwæð se apostol, 

… Efne ða ða se apostol þas lare sprecende wæs… 

         (Catholic Homilies Ⅰ p.62/30~p.66/15) 

 

 第 3 に，単純形のヴァリアントあるいは形容詞と考えられる例であるが，このカ

テゴリーに含まれる可能性の高いものとしては，scinende, unsprecende, waniende, 
forðstæppende などを挙げることができる。なお forðstæppende は聖霊に関連する場

面で，しばしば形容詞的あるいは同格分詞的に用いられる。 

 
５ 結論および今後の課題 

 

 Ælfric の古英語散文に関して，拡充形の用例を調べてみると，古英語訳 Bede や

Gregory’s Dialogue，Orosius などと比較するとその出現の頻度が低いことがわかる。

とりわけ，Lives of Saints に関しては，頻度が特に低い。ところが，他の代表的な古
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英語後期の散文作家である Wulfstanの場合も，拡充形の出現頻度は低く，頻度の低

さは Ælfric 固有のものではない。 
しかしながら，拡充形が使用される場面や用いられている動詞の分布は，他の古

英語散文とかなり類似し，古英語の拡充形については，強調的機能，アスペクト的

機能，単純形のヴァリアントという３つの視点からほぼ説明可能であることがわか

る。 

 今後の課題としては，他の Ælfricの古英語散文について分布状況などを明らかに

することと，Ælfric の作品間の文体の違いと拡充形の関連性の問題や他の匿名

(anonymous)の著者によって書かれた宗教散文との比較の必要性を挙げることがで

きる。 

 

 

注 

１ cf.   Orosius(ed.Bately) p.22/10～11, 12, 21～22 などがある。 
２ cf.   Gregory’s Dialogue(ed. Hecht) 
３ その他の例としては，  p.426/5(Vincent), p.440/2(Swithun)を挙げることができる。 

なお，文章の切れ目，段落の切れ目で拡充形が用いられる例としては，p.236/255 
(Martin), p.84/566(Basil)の例が存在する。 

４  例えば， symble の共起している例としては，p.280/268(Ash-Wednesday),  
p.12/45-46 (Christmas)。また，æfre が共起している例としては，p.10/6~7 
(Christmas), p.114/731 (Maccabees)，p.162/268(Maur)がある。 

５ cf.   Mossé(1938) 
６ 同様の例としては，p.372/12, p.562/15, p.614/18～19 などを挙げることができる。 
７ 他の例は，p.402/2, p.416/1～2, p.608/3 が挙げられる。 
８ Orosius などに類似の例が存在する。なお，wunian が拡充形として用いられる場

合，しばしば æfre と共起する。 
cf. Catholic Homilies I p.200/30 p.276/14～15, 276/17  

９ 特に古英語訳 Bede や Gregory’s Dialogue などで用いられる。  
10 こうした例は，古英語散文ではしばしば見られる(特に Gregory’s Dialogue)。 
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和英辞書編集上の問題点 
 

 

中 尾 啓 介 
 

 

1 ） 現在私達が店頭で見ることができる和英辞典は 50 種類位あります。主として

専門分野の社会人向けのものから、中学生、高校生用とレベルを限定した学習用の

ものまで多種多様です。ここではごく普通の和英辞典、高校生、大学生が英語学習・

英作文をするに際して参考となる和英辞書を念頭に置いてお話をいたします。「和英

辞書編集の問題点」という立派な題目を頂いたのですが、最初にお断りを申し上げ

ておきます。というのは、第一に、和英辞書を編集する上で数々の問題があること

は確かですが、ここではそれらの問題を解決したという話ではなく、あくまでも問

題所在として話題に載せるということであります。第二に、現在でも未だ多少和英

辞典の編纂の手伝いをしている立場からしますと、いわゆる企業秘密のこともあり、

また何が秘密でどれは業界・関係者間に共有の領域になっているかの見極めがつき

かねるので、文字通り当たり障りのない話に終始することになると思います。  

 

2 ） 和英辞書が話題にのぼるときは決まって、「実は和英辞書はあまり使わない」、

甚だしいのは、「和英辞典は漢字を忘れたときに引く位か」、など和英辞書編集に関

わっているものにとっては悲しくなるようなことを聞きます。和英辞書で忘れた漢

字を捜す事が出来るのは、以前の和英辞典は見出し語がアルファベット順になって

いてそれに漢字が並記してある、またあいうえお順よりもアルファベット順のほう

が引き易い、などの理由ですが、今日の和英辞典にはこれは当てはまらないことが

あります。更に、英和辞典と和英辞典との使用の状況も関わる問題ですが、その点

についてはまた後ほど触れることがあると思います。さて、和英辞典を使わない理

由は色々ありますが、その最たるものは、英語を読むことにに比べて、英文を作る

ことは比較にならないほど少なかったことでしょう。ですから和英辞書が使われな

かったのは和英辞書そのものが使用に耐えない、使用しても無駄だと言うことでは
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なかったのです。ひたすら英語で書かれたものを読み、その内容を摂取し、吸収す

ることがすべてあった場合には和英辞典の存在は全く問題にならなかったと言うこ

とでありましょう。和英辞典を使用する必要、使用しなければならない機会、その

ようなことが殆ど無かったというのが、和英辞典が使われなかった最大にして、た

だ一つの理由であったのです。 

 

3 ） 近藤いね子先生は「愛用の辞書」（1956）という随筆のなかで、一番愛用して

いる辞書である POD に続いて、研究社の『武信和英』を使ったことを次のように

述べておられます。 

「－－－ 頁が剥がれるまで使ったもう一つの辞引は、研究社の武信さんの

和英である。これも英国にもっていって、ずい分よく使った。実を言うと、私

はこの辞引が好きでもなく、又、感心していたわけでもない。これを引いて、

そこに見出す言葉を直ちにそのまま使うことはあまりなく、必ず、P.O.D.を引

いては確かめるのであったし、学生に和文英訳を教える時にも、「和英辞書に

頼るな」を繰り返したものである。ただ、咄嗟に言葉が思い出せないとき、和

英を引くと、そこに書かれた言葉がよいヒントとなって、他のもっとぴったり

する言葉を考え付くこともあり、何とか彼とか悪口を言いながら、これなしに

は、やはり暮らせなかったのである。－－－」 

 

4 ） 英語を使って自分の意見を発表し、また何がしかの知的情報を発信すること

が英語によらざるを得ない立場に置かれれば我々日本語話者は何らかの和英辞書が

欠かせないことはこのような近藤先生の体験談から容易に納得が行くことでありま

す。勿論、ここに述べられている近藤先生の事例（英語で文章を書くことについて

は近藤いね子「Cambridge の学風」（「英語青年」1954, May, p.262 を参照)は極めて

特殊な場合でありますが、今日ではその内容はともかくとして、少なくとも英語に

よる発信の必要性に迫られている日本語話者の数は当時の近藤先生の時代とは比較

にならないでしょう。 

 

5－1） それにしても、「何とか、彼とか悪口をいう」、「感心しているわけでもない」

など以前の和英辞典は概して評判が良くなかったようです。そのような評判、評価

をはっきりと具体的に示している例を紹介致します。このようなことが話題になり、
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印刷されて多くの人の目に触れたことは数え切れないほどあったと想像いたします

が、たまたま手元にあったものを紹介いたします。和英辞書の在り方について大家

の考えを 20 年の間隔で拾いだしてみたのが次の三つです。 

 

5－2） 研究社が『新英和大辞典（第4 版）』の刊行を記念して「英語青年」で辞書

の特集号を組みました。その論説の一つに土居光知：「和英辞典のありかた」（1960）

があります。その中で、土居先生は現行の和英辞典について、日本人が英語で表現、

日本語を英語に翻訳する際に使われるものは、訳語が中心となっているが、その訳

語の記載・扱いで、可能性のある訳語を網羅的に列挙しているだけで、しかも難し

い英文、引用文、言葉の洒落など、これに応ずるような語類に重点を置いている。

この種の和英辞典は自由に翻訳ができる程の学力がないと利用することは無理であ

る。日ごろ英文学書に親しんでいないと調和した言葉が選べない。これでは困るの

で、「翻訳用和英辞典」のありかたとして、詩文語、俗卑語はいれないで、「無色、

無臭」の語、どんな場合に使用してもおかしくない訳語が選べるような和英辞典を

用意すべきであるとして、話ことばで 3000 程度の日本語、英語の訳語を選び、それ

らを緊密に連結しておく。そのために「現代日本語の意味をもっと厳密に限定し、

訳語の意味も同様に、日本語としっくり合致するように」し、限られた語数で「日

英語の連絡を明らかにした辞書」を考えている。ほぼこような趣旨のことを説いて

おられます。 

 

5－3） それから約 20 年経って、同じく研究社が『新英和大辞典第 5 版』の刊行に

あわせて「英語青年」紙上で「英語の辞書」を特集しました。その中の一つに長谷

川潔：「和英辞典の現状と将来」(1981)があります。ここでは訳語中心、訳文の提供

を目的とした伝統的な和英辞典にたいして、1960 年以降訳語・用例に重心を移動し

た学習用和英辞典が出始めたことが評価されています。しかし日常的な英語表現で

充分であるのに、まだ必要以上に文語的面が残っていることを指摘しておられる。

その他幾つかの貴重な提言、指摘がある中で特に注目されるのは、異なった発想、

社会的慣習に根ざしたものに関しての訳語の在り方についてであります。このよう

な語においては逐語的な翻訳、文化的な翻訳 を併用させ、純日本的事物、社会現象

は訳語に加えてある程度の説明を与える必要があることを主張しておられる。その

部分の長谷川先生の文章をお借りすれば「日本の環境風俗や社会制度にたいする外
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国人の関心を満足させ、国際的な交流の時代に対応するためにも、純日本的な言葉

については、ただ単に訳語を与えるだけでなく、社会言語的な考察を行うことが今

後の課題であろう」といっておられます。その他日本語の文型を整理して、日英語

の統語論に通じた言語学者の協力の必要性にも触れておられます。 

 

5－4） これと同じ頃の発言をもう一つ。小島義郎：「英和・和英辞典」（『英文科学

生必携ハンドブック』 1981）で、これは一般論としての和英辞典の必要性について、

英文科の学生にはどのような和英辞典が必要か、和英辞典の使用上の注意、の 3 項

目からなる文章ですが、その中で「編集技術が遅れていること（欠点）として：た

とえば、訳語欄には英訳語が列記されているだけで、おおくのばあい訳語相互間の

意味や微妙な陰翳の区別、文体的な差というものが記述されていないし、文型・文

法的な説明もない。そこで使用者はどれをつかってよいかまよう」、「和英辞書では

一般に見出し語の日本語の活用形あるいは品詞と、英語の訳語の語形あるいは品詞

との対応関係がうまく行っていない。例えば、－－－」と一般読者にたいして分か

り易く和英辞典の新しい方向を示しておられます。 

 

6 ） 以上英語辞書編纂の大家、三名の方々の和英辞典についての意見をごく大ま

かに紹介したのですが、これらの内容は既にその後実際の和英辞典として具体化さ

れております。頭の中、机上で考え、案を練る場合、次にこれを実行に移して実際

に作業をを行う、更に具体化し、その姿が見えて商品として社会に出ていく、それ

ぞれの局面での意見、考え方は当然ながら変容があるのはやむを得ないことですが、

凡その方向なり、出来上がった辞書の性格はそれほど最初の基本方針から離れたも

のではないでしょう。  

 特に、以下に挙げた二点の辞書はその計画が単に現実の辞書となったというばか

りではなく、それ以後の和英辞書の新時代の先駆けとなるものとして利用者各層は

もとより、英和・和英辞書の専門家の方々からも高い評価を受けているほど見事に

その計画が実を結んだ模範的な例でありましょう。このことについて、例えば山岸

勝栄先生は「和英辞書について考える」（『英語教育と辞書』1992）のなかで、『ライ

トハウス和英』と『プログレッシブ和英』についてそれら両者は従来の和英辞書の

通念を大きく変えるものであったと述べられています。 

 また、小西友七先生は、「新時代の和英辞典（下）」（「ブックレット」）によれば、
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『ライトハウス和英』を御覧になって当時御自身で改訂をしておられた和英の方針

と照らし合わせて「この線でいい」という印象をえたと述べておられます。 

「－－－ というのは、とにかく日本語から出発して英語へいくということで

す。英語へいくプロセスを、辞書に書いていこうということで、それは教室で

先生が教えてくれることなんですね。－－－」 

 これらが和英辞典として成功したのは、時代的な背景などの他に、『ライトハウス

和英』では企画・編者・執筆者である小島先生御自身が『日本語の意味・英語の意

味』で代表されるような意味論、日英比較を主題にした対照言語学の研究者である

ことが、理想とする和英辞書作りの理論と実践とが大きく離れることなくその和英

辞書として実を結んだ大きな理由であると思います。また、『プロレッシブ和英』は、

語学者のみならず、文学者、など広い視野に立った執筆陣、さらに従来から比べる

と格段に充実した外国人の参加などが、基本の計画から比べると随分規模が大きく

なったにもかかわらず、信頼に足る立派な和英として高い評価を得る結果になった

のでありましょう。 

 

7 ） 『ライトハウス和英』（1984）、と『プログレッシブ和英』（1986）の 2 点が引

きがねとなり、また発信用和英辞書の必要の増大に伴って 1980 年代後半から、それ

ぞれに新機軸を盛こんだ改訂、或は新和英が誕生。その結果、中型で、学習的要素

を盛りこんだ和英辞書で各層の英語学習者・利用者層を対象とした辞書が市場に出

始め、英和辞書程ではありませんが、いまや一昔には想像も出来なかった程の多く

の特色ある和英辞書が競合し、そしてそれぞれに広く利用されているようです。英

和辞書では研究社の『新英和中辞典』（1967）以後 1970 年辺りを境にして学習英和

の全盛時代、戦国時代に突入したが、和英はそれより 15 年位遅れて 1980 年代後半

から新時代に入り、戦国時代とまではいかないにしてもこの 15 年間で新刊、改訂が

続々と刊行され、和英辞書の存在感は従来に比べると随分大きくなりました。その

他の和英辞典についても感想が無いわけではありませんが、硝子の家の住人として

はこの程度で次へ移ります。    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

8 ） 以上が、中型和英辞書の流れであると理解しております。そこでそのような

和英辞典を作る場合に遭遇する問題について二三の話題を提供いたしましょう。 

「英和辞典に比べると和英辞典は一歩遅れた形になっているが、これは需要と供給
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の問題が第一の原因と思われる。英和辞典に比べると和英辞典の使われる率が低い

ので、どうしても開発が遅れるという結果になっているのである。」（小島義郎：1984. 

p.144.）英和辞典、和英辞典の実情を熟知されている方の意見であり、まさにそのと

おりであると思います。然らばよい和英辞典を作るにはまず、ともあれ和英辞典の

需要を高めること、大いに使用させることから初めてはと言うことになります。英

語の学力増進の一助として（英語構文習熟、英語的発想を体得するため）、英語によ

る文章（和文英訳、自由英作文）を綴る際に和英辞書を使用するのが学習用和英辞

書で、それに対して既に充分な英語の力があるものが、英語話者、英語使用の人た

ちに対して英文による情報伝達、情報交換（その内容は様々で、社会一般、特殊な

専門分野、また、特には日本固有の文物など）の英文を綴る時に手元において利用

する上級者用和英辞典。これら 2 極の高低の間には幾つかの段階がありますが、こ

こでは前者、つまり学習者用、英語の基礎学力を付けるための一方策として英作文、

そのための和英辞書を念頭に置いています。 

 「生徒に和英を引かせるとろくなことがない。－－－和英なんか使わせないほう

が良い」と言う教室からの声があるそうです。今までは和英辞典は使わないように

という指導をしていると聞きますが、では作文では何を手掛かりにするのか、どう

したらいいのだ、とう質問を受けたことがあります。英語が自由に、またたどたど

しくてもなんとか出てくる場合は別として、その段階までにも達していない学習者

に少しでも英文らしきものを自分で組み立てさせようとするときに、素朴な考えと

して、身近なものからそうでないものに進んでいくのはごく自然な練習、訓練、教

育方法ではないかと漫然と考えております。その観点からすれば、和英辞典、つま

り日本語を引けば英語が出てくる道具は、日本語から呼び出し可能な英語教材とし

て大いに活用する、使わせる、これを使って作文、発信を勧めるのが便利であると

思います。学生・生徒にも単語の段階であるとはいえ、日本語から英語への拠り所

を与えることができるのではないでしょうか？したがって、「和英を引いてはいけな

い」ではなくて「和英を引いて、必要あれば英和も引きなさい」という指導をすれ

ばいいので、訳は「英和」、作文は「和英と英和」でもおかしくないのではないでし

ょうか。外国語による作文はそのくらい、つまり倍以上に手間がかかり、時間もか

かるものだと言う認識を持たせることが必要でしょう。日本で英語を習う場合のよ

うに、その言語が日常使われていない状況下でその言葉を習得する時にはある種の

促成栽培的な学習が必要です。とりわけ、既に日本語という母語を完全に身に付け
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ている者にとっては、その能力を積極的に英語力習得に活用すべきであるし、また

そうせざるを得ません。英語の読解力・聴解力の訓練と同時に、与えられた日本文

を英訳したり、ある主題を選んで英文を書く練習をすることによって、改めて英語

の構造なり、表現なりの理解を深めることができるし、また日英両言語の相違を知

ることもできるはずです。その場合に手軽に日本語からの呼び出しが出来る和英辞

典はまずは頼りになる参考書であるといえましょう。但し、一般論として和英辞典

は何れも特色、強い個性を備えている様に思われます。英和辞典に比べると和英辞

典は個性、癖、があるので、どれを選ぶにしても英和辞典よりずっと慣れることが

肝要であります。引くことに慣れる、使い込むことの必要性は英和辞典よりも大き

いことは和英辞書利用の指導の際、強調しておくことの一つでしょう。要するに機

会を捉えて積極的に和英辞典利用を勧めることが肝腎です。 

 

9 ） 和英辞書の使用を幾ら勧めても、もしそれが全く役に立たないものであれば

使えといっても無理な話しです。役に立つか立たないかは、実際に使ってみなけれ

ば分かりません。また、利用者の英語力、国語力に似合った利用の仕方を指導する

ことが必要です。その点は別の機会に譲るとして、以下では辞書の側、辞書を作る

立場の問題を取り上げます。 

 英和辞典は英米の辞書と連動し、密着して、改訂、改善、充実が計られてきまし

た。本家筋にあたる英英辞書の動向は大きな影響力を持って新しい英和辞典の誕生

をもたらし、英和辞典は、その度ごとに改善、改良がなされてきました。しかし英

和辞典に汲み取られた語に関する記述、例えば、U/C, Verb Pattern, D/S, A/P など一

連の文法情報は、じつは本来その語を使って文を作りだす場合に必要な情報です。

南出康生先生も指摘しておられるように「ISED は発信のための情報を搭載した

EFL/ESL辞典の元祖といってよいだろう」（1998. p.15)。このことはこれらの情報は

本来和英辞典にこそ取り入れられるべきものであったということです。和英辞典に

は連動すべき本家はないとも言われますが（確かに、見出し語の選定などの分野で）、

実は EFL辞書に注目し、連動して行かなければならなかったのは英和辞典ではなく

寧ろ和英辞典であったのです。その意味では従来からの学習用和英辞典は研究・開

発の努力が足りなかったと言わざるを得ません。一方英和辞典は貪欲にこれらを全

て採り込んでしまったのです。しかし、今後は、和英辞典もこれらの情報を積極的

に採り込んでいく努力が必要だと思います。今までに、どうしてそうならなかった
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かと言えば、英和辞典を作った後で、次は和英辞典というのが出版界の常識であり、

和英辞典は常に付け足し的な位置に置かれていました。また、販売の面からみて経

費、人材をそこに割くまでの余力が無かったのです。また、使われ方の面では、従

来はごく初歩的な作文以外は、あまり英文を書くという機会はありませんでした。

また英文を書くほどの立場に達した人は既に英語の能力が学習用英和辞書に記載さ

れている内容には達していて、単語段階では基本的な文法情報を越えているという

前提なり、暗黙の了解があったのです。和英辞典はそれ以上の事、例えば、馴染み

の少ない事物の名称、凝った表現、日本語で言えば漢語に類する語句などの探索が

主眼と見なされていたことがもう一つの理由でしょう。 

 

10） 作る側の問題で、一言付け加えたいことがあります。辞書の編集・執筆に当

たる場合に、英和辞書では、対象、目的、使用の場合（使用に関する具体的な様子）

が自分の経験として比較的はっきりと認識できます。途切れ途切れではありますが、

初めて使った英和辞書は何であったか、高校のときはあの辞書を使ってしかじかの

本を読んだ、受験のころはどうであった、大学へ入ったらなど。それに比べて和英

辞典の場合は英語学習の段階を追っての使用の経験が英和辞典ほど明確でありませ

ん。私自身についても、ある時期に大型の和英辞典（研究社の『大和英』）を集中的

に利用したという経験はありますが、本箱の陰のほうに置いてある数冊の小型、中

型の和英辞典が余り手垢が付いているところを見ると連続的、継続的にお世話にな

ったことはなかったようであります。別な言葉で言えば、和英辞典は従来の段階的

な英語教育のなかで定位置が与えられていなかったと言うことではないでしょうか。

今後はそれを確立させることが最大の改良策であります。それはともかくとしてこ

のように学習段階で和英辞書使用の経験の少ない執筆者にとっては、現実の使用者

側・使用現場の意見、使用の観点からの反応の採取、意見の反映が英和辞典の場合

と比べると最重要課題でありましょう。また、それを組織的、継続的に行う方法を

考えることが出来ないでしょうか？実際は英作文の時間がなくなりつつある時代に

和英辞書の辞書指導をどのように実施することが出来るかが今後の問題であります。   

 

11） 記載する情報の問題について：第一に提示について。今日の辞典において、

－－－英和、和英に共通することですが－－－記述、情報提供、提示の問題があり

ます。情報を重要度によって整理提示すること、情報の階層が分かるように提示。
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例えば、その点で和英辞典の訳語に意味の相違を数語の範囲で示すことは第一段階

の情報として有効でしょう。将来は、いや既に今日でも電子辞書の形になり、収録

可能の情報量の制限はなくなりつつあります。情報量の増大に伴って一項目内での

情報の提示方法の工夫が重要になり、情報洪水のなかでの交通整理法で辞書の利用

価値、利便度が大きく左右されます。 

 次に、情報の種類では、英語文化圏に関する事柄が中心となる文書の理解に使用

される英和辞典では、英米などに関する文物、事物についての百科的情報が必要で

あるのと同じことで、日本の事柄についての発信が主要な役目を持つ和英辞典では

日本の事物に関する百科的内容を欠かすことはできません。百科事典的にすること

が求められましょう。その点では「日英辞典」との連携・情報交換・相互乗り入れ

が必要になるでしょう。 

 

12） その他和英辞典を編纂していて特に気になることの一つに和英辞典の「和」、

即ち日本語の部分のことでは、カタカナ語があります。カタカナ語には伝統的なも

のからつい最近我々の言語生活に闖入したものまで、様々ですが特に最近のもので、

はたしてカタカナ語として「和」になっているか否か判断の付かないものだ多くな

っています。英語が、また英語式表現がそのままカタカナ音にかえられて、カタカ

ナ語として通用してのではないかと思います。その場合に実際に英語として使われ

ているものか、いわゆる「和製英語」という日本人が英語らしく作ったものをカタ

カナにした言葉なのかの判断は大変難しいのが現状です。英和辞典の編集、執筆の

際にはこの点はそれほど時間を取らない部分であるのに対して、和英の作業ではこ

れらの確認に大きな労力を取られます。 

 

13） 今後の英語学習の新しい道にイ－メイル英語（E-mail English)があると言う

予感がいたします。E-Mail 利用の広がりは想像以上ですが、中・高においても今後

これが英語教育に必須の教材、教具として使われるでしょう。従来和英には電話の

掛け方、英文手紙の書き方などという欄外、囲み記事が付けられていたものでした。

しかし、英文で手紙を書く場合の利用はともかく、和英辞典をそばにおいて英語で

電話を掛けることは珍しいことでしょう。ところが外国に E-mailを送くる際には充

分に時間をかけて自分の英語力に応じた英文を作くることが可能になります。

E-mail と連動させた和英辞典、英和辞典が作られるのはそう先のことではないでし



和英辞書編集上の問題点 

 - 112 -

ょう。 

 

14） 最近の学習用和英辞典の改善、新機軸の導入には目ざましいものがあります。

日本語の見出し語に対して、英語での対応語句、訳語を示すことの他に、その訳語、

対応語句を含んだ用例、文例を掲げることは中型以上の和英辞書では殆ど例外なく

行われてますし、語の使い方の学習上の留意点、定形句として連携する語句、或は

類義語との対比などの基本的情報も提示しています。更に英語での表現上の様々な

形式、表現法についても各辞書は個々に工夫を凝らした発信用の言語情報を記載し

ています。しかも当然のことながらこれら豊富な情報が全て日本語で検索できるの

です。このような和英辞典に満載されている多様かつ重層的な言語情報は、発信用

として単に単語段階の言い換えだけに使われるのではなく、順次程度を上げていく

創造的な発信の道具としての活用を前提としており、広い使われ方、使い方に充分

に耐えうるようになりつつあるといえましょう。 
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Christopher Barnard  

 

 
1.  Introduction 

 

In this paper, I look at data regarding the Japanese surrender in 1945 obtained 
from Japanese high school history textbooks used in Japan in 1995. The corpus which 

forms the object of this project is the 88 history textbooks which were approved for use 

after passing the compulsory authorization procedures of the Japanese Ministry of 
Education. These 88 textbooks comprise 41 dealing with Japanese History (i.e., the 

history of Japan) and 47 dealing with World History. 

  I will argue that the language of the textbooks constitutes an ideologically 
motivated naturalized discourse (Fairclough, 1992), traceable back to 1945. My 

analysis is systemic functional (Halliday, 1985/94), but the interpretation of my 

findings is based on Brown and Levinson's theory of face (1978/87). I show how the 
textbooks not only protect the negative face of the Japanese State of 1945, but actually 

defer to its positive face. One way this is done is by recasting a potentially face 

threatening Goal plus Material process into a nominalization, which is then 
manipulated by the State in a firm, resolute, and wise manner. Finally, I consider the 

relationship between the ideology identified, the reproduction of this ideology, the 

compulsory textbook authorization system of the Japanese Ministry of Education, and 
the structure of governmental and bureaucratic power within the modern Japanese 

State.1 
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2.  Historical Background 

 
On 14th September, the Japanese government informed the Allies that it would 

accept the terms of surrender as stipulated in the Potsdam Declaration. The following 

day, Emperor Hirohito announced in a pre-recorded radio broadcast to the Japanese 
people that “... the war situation has developed not necessarily to Japan's advantage, 

while the general trends of the world have all turned against her interest”. (See 

Weintraub, 1996, pp. 594, 595 for a full English translation of this broadcast.) 
  Despite the language used, it was clear to the Japanese people what this meant. On 

2nd September, the Japanese government and armed forces signed the surrender 

document on the American battleship, Missouri, in Tokyo Bay. 
  In Japan, in the final days and hours before the end of the war there was much 

discussion about how to bring things to a conclusion. Saving face was a primary 

concern. For example, before the final acceptance of the Potsdam Declaration, in 
addition to the vague concessions from the Allies regarding the Emperor's position, 

certain members of the government tried to obtain additional concessions--essentially 

face-saving concessions: that the occupation of Japan by the allied armies should be 
limited in numbers and geographical extent, that the Japanese military forces should 

disarm themselves, and that those suspected of war crimes should be tried by the 

Japanese authorities (Behr, 1990, pp. 298, 299; Weintraub, 1996, p. 549).  
  The war was lost and Japan was a completely defeated nation. But how was the 

Government to bring the war to an end without admitting the terrible nature of this 

defeat--or conceding that the war itself, judged by its outcome, had been the greatest 
disaster and greatest mistake in Japanese history? How could the people responsible for 

all this avoid taking responsibility?  

  Saburoo Ienaga (1968 Japanese-language original; 1978 English translation), a 
well-known‘non-mainstream’historian in Japan, who was then in his early thirties, 

gives an idea of what the defeat of Japan felt like at the time: 

Defeat had been unthinkable, surrender inconceivable. Neither rulers nor ruled 
were prepared for the humiliation of national failure and occupation by foreign 

troops. Minds recoiling from reality sought scapegoats or fantasies of revenge. 
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Persons in authority tried to shift responsibility to the public.... The government 
avoided the word“surrender”and used such euphemisms as“acceptance of the 
Potsdam Declaration”or“the end of the war.”But no words were adequate to 

express or conceal the national trauma of defeat. (pp. 232, 233 ) 

 
Guillain (1981, pp. 269, 270 ) and Dower (1999, pp. 33-45) make a very similar 

point. 

 
3.  Face Theory 

 

Since the analysis of the language of the textbooks will be interpreted in terms of 
Brown and Levinson's (1978/87) theory of face, it is necessary to give a brief outline of 

this. 

3.1. Negative Face 
  Brown and Levinson (1978/87, p. 61) define negative face as“the basic claim to 

territories, personal preserves, rights to non-distraction--i.e. to freedom of action and 
freedom from imposition”. 

Actions that constitute threats to negative face include (pp. 65, 66): 

(1) threats or warnings that put pressure on the addressee to carry out or not carry 

out certain acts, in the face of possible sanctions.  
(2) expressions of anger that suggest the speaker intends to harm the addressee or 

his possessions.   

Negative politeness is oriented towards satisfying the addressee's negative face, by 
for example not encroaching on his claims to territory, his self-determination, freedom 

of action, and freedom from imposition, etc. As Brown and Levinson write (p. 62), 
negative face is “the want of every ‘competent adult member’that his actions be 
unimpeded by others”. 

3.2. Positive Face 
They define positive face (Brown & Levinson, 1978/87, p. 61) as“the positive 

consistent self-image or‘personality’(crucially including the desire that this self-image 

be appreciated and approved of) claimed by interactants”． 
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Actions which constitute threats to positive face include (pp. 66, 67): 

(1) expressions of disapproval, criticism, or contempt, or accusations, or 
expression of the view that the speaker does not like the addressee's beliefs, values, or 

personal characteristics. 

  (2) the bringing of news that is bad for the addressee, or good for the speaker. 
Positive politeness is oriented towards the positive self-image that the addressee 

claims for himself. The speaker defers to the addressee's positive face by assuring the 

addressee that he values his wants and needs, and that he wants to treat him as a 
member of the same in-group. As Brown and Levinson write (p. 62), positive face 
involves “the want of every member that his wants be desirable to at least some 

others”. 

3.3. Face in 1945 and Now 

In terms of face, we can therefore characterise the time of Japan's surrender as one 

in which the Allies threatened the negative face of the Japanese State by stating 
explicitly that the most dire consequences would result if Japan did not immediately 

accept the Potsdam Declaration and surrender (an example of 3.1. (1)), and that after 

the surrender they, the Allies, were the people who were going to be in the position of 
authority in Japan (an example of 3.1. (2)). They also threatened the positive face by 

stating an outright rejection of Japanese values such as those related to the system of 

government, leadership, education, etc. in Japan (an example of 3.2. (1)), and 
furthermore, they baldly brought the good news, from their point of view, that they had 

won the war and the bad news that Japan had lost the war (an example of 3. 2. (2)). 

 
 

4.  Aims of This Paper 

 
In this paper I will show that, in relating these events, the language of the 

textbooks protects the negative face of the Japanese State and defers to its positive face, 

and the language that is used to do this differs little from the language that was used to 
do the same thing in 1945 and soon after. Specifically, I will show the following: 

(1) The language of the high school Japanese History textbooks encodes a 
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message that protects the negative face of the Japanese State, as it existed prior to the 
surrender, by blocking the use of the term “surrender” (降伏), a term which greatly 
threatens the negative face of the State, and using the term “Potsdam Declaration” (ポ

ツダム宣言), which ameliorates the threat to the negative face of the State, in its place.  

This I will call the first level of analysis. 
  (I must make clear that this way of reporting the surrender of Japan does not 
preclude the word equivalent to“surrender”getting into the story in other ways, by the 

back door as it were, such as occurring as part of the compound nominal group  
“surrender document” (降伏文書), as in example 1 below.) 

(2) But, secondly, this pattern of language use does not only serve the blocking 

function, it also suggests that the rejection of the Potsdam Declaration was a realistic 
alternative for the Japanese State. Thus the language of the textbooks not only encodes 

a message which protects the negative face of the State, but also defers to the positive 

face wants of the State, as it existed prior to the surrender. This I will call the second 
level of analysis.  

(3) And thirdly, there is a pattern of language use that actually portrays the 

Japanese State as not only being free of imposition, and therefore able to act voluntarily, 
but actually acting in a wise and resolute manner. This I will argue is a clear example 

of the textbooks ignoring the negative face threat to the State, and unequivocally 

deferring to its positive face wants. This I will call the third level of analysis.   
    My claim is that when we carefully analyze the language of the textbooks, we can 

identify common types of face saving and face deferring language that constitute a 

pattern of language use. This pattern of language use, because of its existence from 
1945 until the present, and because of its widespread occurrence in the corpus, must be 

regarded as an example of a naturalized discourse (Fairclough, 1992, p. 9), and in fact 

an exceedingly persistent and powerful one.  
The term naturalized discourse refers to those discourses which appear to be quite 

neutral, the accepted way of talking about something, but which contain hidden 

ideologies (Mills, 1995, p. 12). Such a discourse is naturalized because it comes to be 
regarded as the unchallenged common sense. 

  To discuss the nature of this naturalized discourse, and the means by which it is 
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reproduced, it will be necessary to look outside the corpus itself to the wider social 

context. What are the structures within Japanese society that produce these patterns of 
language use? How and why has this discourse become naturalized? To whose 

advantage is this discourse?  

I will go some way towards answering these questions by showing that the 
textbooks themselves are the inheritors and reproducers of an ideologically motivated 

naturalized discourse that goes back to 1945, and arguing that there are governmental 

and bureaucratic structures within the modern Japanese State that enable the 
reproduction of this discourse.  

 

5.  Potsdam Declaration and Negative Face 
 

In this section I will consider face from the three levels of analysis sketched out 

above. 
5.1. General Characterization of Language in Terms of Negative Face, and The First 

Level of Analysis (Potsdam Declaration Used to Block Surrender)  

  Ienaga suggests that Potsdam Declaration was used instead of surrender as a 
face-saving alternative. But even today, more than fifty years after the end of the war, 
“Potsdam Declaration”is still commonly used instead of“surrender”in Japanese 

high school history textbooks. For example, if we look at all the 88 history textbooks, 
we find that “Potsdam Declaration” stands for “surrender” in 43 of them; and, even 

more remarkably, confining ourselves to the 41 Japanese History textbooks, the 
corresponding figure is 28. In other words, the fact that Japan‘surrendered’or there 
was ‘a surrender’of Japan in 1945 was not directly mentioned in 49% of all the 

history textbooks used in Japanese high schools in 1995, and was not mentioned in 

68% of the Japanese History textbooks.  
  This is rather surprising. In an ordinary common-sense writing of history it would 

not be normal to leave out one of the most important events in Japanese history, and an 

event by which much of present-day politics, economics, law, language, culture, and 
the geographical extent of Japan has been shaped. 

In the following example, which is fairly typical, both “Potsdam Declaration” 
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and “end of the war” stand for “surrender”, exactly as mentioned by Ienaga: 

Example 1 (from Shinko nihonshi B, pp. 318, 319): 
鈴木内閣は抗戦を主張する軍部をおさえるため、昭和天皇の裁断を求め、ポツ

ダム宣言の受諾を決定し、14 日、連合国側にこれを通告した。15 日、天皇は

ラジオ放送を通じて国民に戦争終結を伝えた。9 月 2 日、東京湾内のアメリカ

戦艦 ミズーリ号艦上で、日本政府および連合国軍代表が、日本の降伏文書に

署名し、ここに太平洋戦争は幕を閉じた。 

Translation: The Suzuki cabinet, in order to suppress the military elements who 
insisted on a battle of resistance, sought the decision of Emperor Showa, and, 

having decided on acceptance of the Potsdam Declaration, communicated this to 

the Allied countries' side on 14th. On 15th, the Emperor informed the people of 
the end of the war. On 2nd September, the Japanese government [representatives] 

and the representatives of the Allied armies having signed Japan's surrender 

document on board the American battleship Missouri in Tokyo Bay, the curtain 
hereby came down on the Pacific War. 

 

In fact, in the above, there are four acts or events that stand for Japan's surrender. 
These are: 

(1) communicating to the Allies    

(2) the Emperor informing the people of the end of the war 
(3) the signing of the surrender document on the Missouri by various 

representatives from various organizations 

  (4) the curtain coming down on the war.  
Using the above as an example, we can give a general outline of the tone of this 

text, of which there are many similar examples in the corpus. First, the Japanese 
government acts in a resolute way, as shown by the following verbs : “suppress” (お

さえる), “decide”(決定し), “communicate”(通告した), “inform”(伝えた). Second, 

face threatening acts or events tend not to take place; and even those that are potentially 

or minimally face threatening are time-slipped by the grammar of the text so they do no 
unequivocally take place, but are only assumed to be going to take place (as in 1 

above) or to have taken place (as in 2 above). Third, the face threatening act of signing 
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the surrender is turned into a documentary and ceremonial event that does not take 

place between countries (face threatening to the Japanese State) but between 
“representatives”(my square-bracketing in the translation reflects ambiguity in the 

Japanese) of different hierarchical levels and from different organisations. 

The patterns discussed in example 1 are repeated in example 2 below. I therefore 
will not work through it. But, in particular, notice that the ceremonial and documentary 

nature of the signing of the surrender is more strongly emphasized. 

Example 2 (from Waido Nihon no rekishi B, p. 199) 
軍部は本土決戦をさけんで、なお戦争を継続しようとしたが、政府は国体の護

持（天皇制の維持）を条件に、8 月 14 日、天皇の裁断によって、ついにポツダ

ム宣言を受諾することを決定した。翌日、天皇はラジオを通じて、みずからこ

れを国民につげた。そして 9 月 2 日、東京湾上のアメリカ軍艦ミズーリ号で、

連合国代表と日本代表とのあいだに、降伏文書の調印式がおこなわれた。 

Translation: The military, crying out for a decisive battle on the home islands, was 
making as if to further continue the war, but the government, with the preservation 

of the national polity (maintenance of the imperial system) as a condition, on 14th 

August, by means of the Emperor's decision, finally decided on accepting the 
Potsdam Declaration. The next day, the Emperor himself conveyed this to the 

people over the radio. Then on 2nd September on the American warship Missouri 

in Tokyo Bay, the signing ceremony of the instrument of surrender was carried out 
between representatives of the Allied countries and representatives of Japan. 

 

In fact the signatories of the document are not Actors, as they could well be in 
Japanese, as in English (viz.“was carried out by the representatives”), but are a kind of 

circumstance of place that delimits or defines the spatial extent of the signing 
ceremony (viz.“was carried out between the representatives”) . 

Thus we can conclude, looking at the numerical data given above and the two 

examples, that the Potsdam Declaration does have a blocking function in that it is used 
instead of“surrender”, and this usage is especially common in Japanese History 

textbooks. The two texts presented above specifically show this blocking function, and 

more generally show a pattern of preserving the negative face of the Japanese State.  
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  In the next section, I will move to what I called the second level of analysis. 
5.2. Second Level of Analysis:“Accepting the Potsdam Declaration”Used to Suggest 

Freedom of Choice 
  If I say to you,‘I went to the shop and bought some small ones’. I am certainly 

talking about small ones, but at the same time I am also bringing big ones into the 
conversation--even if indirectly. Depending on the situation and the information that I 

share with you, as well as how I actually say the utterance, I am perhaps conveying the 

fact that there were no big ones available, or that I bought different ones from the ones 
you had expected, and so on. At the very least, I am telling you that I am talking about 

a class of objects that exist in small and big varieties--and additionally one generally 

has the option of buying either kind. 
  Such a viewpoint may be called a basic Saussurian semiotic perspective: the 

meaning of a word comes from its position within a paradigmatic network. 

Consequently, by using the word itself, I am in some way hinting at the word's 
paradigmatic collocates. 
  Now,‘Potsdam Declaration’when it occurs in the textbooks, does so with the verb 

“accept”（ポツダム宣言を受諾する）, or the noun“acceptance”(ポツダム宣言の

受諾). By writing about this“accepting”(from here on ～ing forms are neutral with 

respect to whether they represent verbal or nominal variants in the original Japanese), 

the textbooks are bringing the possibility of rejecting into the story, in the same way 
big was brought into the story of my shopping expedition.  
  But notice that while “ accepting ” brings its paradigmatic collocates 

“refusing/rejecting”(拒否（する）／拒絶（する）) into the story, the same pair of words 

gets brought into the story, once more as it were, by virtue of these words being 
syntagmatic collocates of“declaration”. Thus the possibility of rejecting the Potsdam 

Declaration is doubly suggested, once on the paradigmatic axis and once on the 
syntagmatic axis. Keeping the Japanese word order but using English glosses for the 

sake of simplicity of arrangement, we can summarize this as follows: 
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                            “accepting” 

             syntagmatic relationship 
  “Potsdam Declaration”            paradigmatic relationship 

             syntagmatic relationship 
                         “refusing/rejecting” 

 

So, in effect, the Japanese Government is presented as having some choice that 

surely it did not have, given the military and political situation of Japan at the time: the 
Japanese population approaching starvation, daily bombing raids on military 

installations, factories, and the general population, the Soviet forces overrunning 

Manchuria, with its more than one million Japanese military and civilian population, 
and the next atomic bomb likely, as far as anyone in Japan knew, to fall on Tokyo itself.  

  Nevertheless, what we see in the language of the textbooks is the historical 

absence of choice represented as a linguistic presence of choice. This has the effect of 
protecting the negative face of the Japanese State. But it also goes further than this 

because, not only is the negative face protected by suggesting there was little 

imposition on the State at the time of the surrender, but the positive face wants of the 
State are deferred to in that the State is portrayed as being able to act in a reasonably 

free manner.  
  To summarize the results of the first two levels of analysis, “surrender”is  
blocked by “Potsdam Declaration”, and the possibility of “rejecting”  is both 

paradigmatically and syntagmatically hinted at. According to my argument and 

analysis, the negative face of the Japanese State has thus been protected and the 
positive face wants deferred to by the language of the textbooks.  

5.3. Third Level of Analysis: Nominalizations Used to Show Voluntary Actions and 

Resolution  
  In this section I will show that ideology becomes rather easy to encode in 

language when we build up from a small nominal group (functioning as a Goal) plus 

verb (functioning as a Material process) combination: 
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ポツダム宣言    を     受諾する 

Potsdam Declaration   OBJ. PART  acceptance-do 
Goal      Material process 
“accept the Potsdam Declaration” 

 
to a larger nominal group which subsumes the semantically loaded (i.e. (minimally) 
face threatening) element of the verb (the“acceptance”part): 

ポツダム宣言  の    受諾 

Potsdam Declaration 's  acceptance 
――――――――――――――Nominal Group―――――――――――――― 

“acceptance of the Potsdam Declaration” 

  Notice, in the second case, how the Transitivity structure of Goal plus Material 
process has been subsumed into the nominalization (i.e. “acceptance of the Potsdam 

Declaration”, not“Potsdam Declaration”). 

  It is important to my argument throughout this paper that we are seeing 

expressions of choice from within the language system. The counter-arguments that the 

examples of language that I discuss are obligatorily produced because of some 
characteristics of the Japanese language itself, or because of some requirements of 

textbooks, or because of the nature of the events themselves, does not stand up to 

examination. This is shown by the following example, in there is no such 
nominalization (my emphasis):  

Example 3 (from Kookoo nihonshi, p. 247): 

ここにいたり政府は、天皇の裁断によって軍部の強硬派をおさえ、1945（昭和

20）年 8 月 14 日にポツダム宣言を受諾し、15 日に天皇がラジオをつうじて戦

争終結を国民に伝えた。 

Translation: Things having come to this [i.e., the atomic bombings, etc. CB] the 
Government, by means of the Emperor's judgement suppressed the military 

extremists and on 14th August 1945 (Shoowa 20) having accepted the Potsdam 

Declaration, on the 15th the Emperor announced the end of the war to the people 
through a radio broadcast.  

We are dealing with choices, and as such they must be motivated, and, if we look at the 
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data closely enough, be capable of explanation. In Table 1 the number of occurrences 
of Goal plus Material process (viz.“accept Potsdam Declaration”) and nominalization 
(viz.“acceptance of Potsdam Declaration”) for the whole corpus, and the Japanese 

History and World History sections of the corpus is tabulated: 

Table 1: Nominalization in the Corpus 
               “Accept PD”  “Acceptance of PD”  no mention  

41 Japanese History Textbooks 4 35 2 

47 World History Textbooks 37 10 0 

All 88 History Textbooks 41 45 2 

Note: PD = Potsdam Declaration  

 
  Clearly, if we consider all 88 history textbooks, the occurrences of nominalization 

are in almost exactly half the cases (45 cases, 51%). However, this figure is mostly 

explained by the occurrence of 35 cases in the 41 Japanese History textbooks (i.e. 85%). 
Thus the Japanese History textbook data and the World History textbook data are very 

different with respect to this particular nominalization. 

  From now on I will be discussing only the Japanese History textbook data, since it 
is these textbooks that display most examples of the naturalized discourse in which I 

am interested. 

  First, we must examine the effect of nominalization. What is clear from the data is 
that once we have “acceptance of the Potsdam Declaration”this nominal group can be 

very actively manipulated and controlled by the Japanese State. The effect of this is 

that not only is the State released from all face threats, it is actually portrayed as being 
wise and resolute, and in such control of the situation that it has room to manoeuvre. 
Example 1 and example 2 above demonstrate this; we have:“decided on acceptance of 

the Potsdam Declaration”,“communicated (acceptance of the Potsdam Declaration)”, 
“decided on accepting the Potsdam Declaration”,“conveyed (the acceptance of the 

Potsdam Declaration)”. The point I am making is that being in control of the 

nominalization (by having the choice of which verbs to manipulate it with) becomes 
the same as being in control of the situation. 

  This effect is further heightened by some textbooks adding circumstances of 
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manner like“considered the Potsdam Declaration in earnest”(ポツダム宣言の受諾を

本格的に検討した), and“formally communicated the acceptance of the Potsdam 
Declaration to the Allies' side”(ポツダム宣言の受諾を連合国側に正式に通告した). 

These suggest mature deliberation, with plenty of time to go about things in the proper 

way. 
  In Table 2, I have listed all the verbs that are used to manipulate “acceptance of 

the Potsdam Declaration”. For Verbal Processes I have also listed the Receivers. Thus 

the Japanese Government“communicates acceptance of the Potsdam Declaration”a 

total of 15 times, 13 times to the Allies, and 2 times to the Japanese people. 

 
Table 2: Verbs Used to Manipulate“Potsdam Declaration”by the Japanese State (All 41 

Japanese History Textbooks)  
                           Total    to Allies     to Japanese people 

Verbal Processes: 

通告する (communicate) 15 13 2 

伝える/告げる (convey) 7 0 7 

発表する (announce) 2 0 2 

知らせる (tell) 4 0 4 

明らかにする (make clear)  2 0 2 

 

Other Processes: 

決定する／決める (decide on) 25 － － 

検討する (consider)  2 － － 

支持する (support) 1 － － 

 

  The picture obtained from these data is the one I have been stressing throughout 
this section: firm control, positive action, wise deliberation, and freedom of action.   

  As Table 2 makes clear, the State maintains its power, dignity, and distance, not 

only in relationship to the Allied countries, but also, interestingly, in relationship to the 
Japanese people: it lets the Japanese people know, usually through the words of the 

Emperor what has already happened and already been decided. The history recorded in 
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the textbooks is a history of the State deciding what information ordinary Japanese 

people should be provided with, and when.  
  Although this was indeed the state of affairs at the time, with Japanese people 

subjects, not citizens, there is no reason why the textbooks should uncritically accept 

this unequal power relationship between the State and the ordinary people. By 
unquestioningly accepting the naturalness of the State talking down to its inhabitants, 

the textbooks are naturalizing this discursive practice of 1945 and thereby giving their 

imprimatur to a particular way of viewing the relationship between a totalitarian regime, 
or any regime for that matter, and ordinary people. 

  And when I say the discursive practice of 1945, I mean this literally, for what we 

have in the textbooks is a clear echoing of the language used by Emperor Hirohito in 
his broadcast (my emphasis): 

Example 4 
朕は帝国政府をして米英支蘇四国に対し其の共同宣言を受諾する旨通告せし

めたり 

Translation: We have had the Imperial Government communicate to the four 

countries of America, Britain, China and Russia to the effect that we accept their 
joint declaration.2  

 

Thus, today, the pupils in Japanese high schools are learning, perhaps actually 
memorizing, words that are really nothing more than recycled versions of the words 

used by Hirohito more than fifty-five years ago.  

 
6.  An Alternative History 

 

That high school history does not have to be written like this is clearly shown by 
the following example: 

Example 5 (from Shin nihonshi, p. 286) 

ここにいたり、日本政府もついに降伏せざるをえなくなり、8 月 14 日連合国に

その旨を通知した。国民は翌15日の天皇のラジオ放送によって降伏を知った。 

Translation: Things having come to this [the Soviet entry into the war, etc., CB], 
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and the Japanese government finally having no choice but to surrender, on 14th 

August informed the Allies to this effect. On 15th, the people learnt about the 
defeat by the Emperor's broadcast. 

 

This is one of two identical texts from different textbooks. It is a story of a country 
having no choice but “surrendering”, not of a country making decisions regarding 

“Potsdam Declaration”. There is no“rejecting/refusing”dimly visible on the 

paradigmatic and syntagmatic axes. The word,“通告する”(communicate to), used by 

the Emperor and echoed in 13 of the textbooks, when talking about informing the 
Allies, is not used. Instead we have“通知する”(notify). In this text, the Japanese 

government carries out no acts of high statesmanship. In this recounting of the events, 
the Japanese people are not Receivers of a Verbal process, but are Sensers of a Mental 

process, and are thus brought into the story as active participants. Surely even this short 
extract leads us to questions like,‘What did the people feel about all this?’,  rather than 
questions like,‘What did the authorities do?’. 

This example raises the possibility of history becoming intimately personal to 

pupils; putting ordinary people into the story as active participants in the events in 
question would surely encourage pupils to question their grandfathers and 

grandmothers about the events in question. The other examples quoted in this paper all 

work towards isolating the events in question (by putting ordinary people in the story 
as nothing more than passive participants in history), and thereby breaking the thread 

of historical memory that runs from generation to generation among ordinary people. 

Why on earth would the textbooks not want to take pedagogic advantage of this 
thread?   

  The story in example 5 is a very different story, and one that goes some way 

towards rejecting and challenging the naturalized discourse of the textbooks, that as I 
have argued has its origins in 1945 and before. I think the story told in this textbook is 

accurate or complete enough so that we would expect to see it in more than 2 textbooks 

out of 41.  
  Interestingly enough, Ienaga is either the sole author or joint author of these two 

textbooks. I would suggest that his words from 1968 (almost certainly themselves an 
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expression of feelings going back to about 1945), quoted earlier in this article, and 

which strongly question and reject the naturalized discourse, are themselves echoed in 
this textbook. 

 

7.  Conclusion and Discussion 
 

In this paper I have given the historical background to a consistent pattern of 

language use that dates from just prior to the surrender, to the words used by Emperor 
Hirohito in his broadcast, to the words used by witnesses to the historical events 

themselves, and finally to the language commonly used in Japanese high school history 

textbooks. 
  But why do we have the situation that is outlined above? Why are the textbooks so 

coy about the Japanese surrender at the end of the war? Why has the discourse 

regarding Japan's surrender made little progress towards frankness over the last 
fifty-five years? In fact, why is the language used in Japanese History textbooks a clear 

echo of the language used by Emperor Hirohito in his broadcast to intimate that the war 

had ended?  
  Resoluteness, freedom of choice, firm control is what we see in the Emperor's 

broadcast. We can understand the reasons why this should be so. After all, the Emperor 

had to break the news gently to the people, persuade the widely dispersed Japanese 
forces to stop fighting, preserve his own face, prepare the Japanese for occupation by 

thousands of foreigners, and seek to preserve as much as possible of the existing State 

structure, including his own position, into the coming postwar period. The question is, 
why are the very words that Japanese children are learning so similar to the words of 

1945? Surely in a modern, democratic Japan we should see widespread challenging of 

the discourse of 1945? 
  To answer these questions, we have to ascertain with whose voice the textbooks 

are speaking.  

  Even with the few extended quotations and the numerical data, it must be clear to 
readers that we are dealing with a corpus that exhibits extremely little variation in 

language use. In the textbooks we do not have individualistic voices of particular 
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authors (apart from the exceptions noted with respect to example 5), nor of different 

publishing houses.  
  The voice of the textbooks is probably mainly the voice of the Japanese Ministry 

of Education. This should not be surprising. Although the Ministry itself does not 

actually physically produce the textbooks, it is nevertheless the most important party in 
the production of the textbooks by virtue of its function as gatekeeper. The court cases 

it has vigorously fought in order to maintain the current textbook authorization system 

show that this is so.  
  As an example of the power of the Ministry of Education and the way it is 

perceived by textbook publishers and authors, consider the following report in the 

Daily Yomiuri newspaper (Publishers Follow, 1994): 
In an apparently self-imposed bid to gain government authorization, five 

publishing companies have submitted drafts for primary-school social studies 

textbooks that include all 42 figures cited as examples by the Education Ministry 
as being“significant historic persons,”it was learned Tuesday .... 

  Although the ministry says the prominent figures were given just as 

examples, most publishing companies have included all 42 in their drafts 
submitted for authorization last spring. “The omission of any cited figure will 

most certainly cause the ministry to issue a recommendation for a second 
consideration on including that figure,” a company official said. Another official 
said that omitting any of the“examples”could result in failing the ministry's 

screening for publication....  

  Editors at three of the five publishing companies told The Yomiuri Shimbun 
they would not have included several of the historic figures cited by the ministry ... 
in their textbooks if the ministry had truly cited them as just“examples.”  

 
  What I think the textbook data that I have examined show very clearly, is that the 

present-day Ministry of Education identifies itself closely with the Japanese State of 

1945, and the power structures within that State.  
  If the Ministry does not identify with the the State of 1945, how is it that the 

Ministry, the ultimate gatekeeper of education, has not over a period of more than fifty 
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years succeeded in replacing the discourse of 1945? Far from this happening, the 

discourse has been thoroughly naturalized.  
  The whole question of continuance of the governmental and bureaucratic system 

of 1945 to the present time is one taken up by several writers (e.g. Buruma 1994, p. 

296)). 
  Platzer (1988) in his editor's introduction summarizing the importance of Horio's 

writings, deals with the institutional memory as it specifically effects education in 

modern Japan: 
...those bureaucrats in the Ministry of Education who today attempt to rule 

Japanese educational life from their offices in Tokyo are the inheritors of the 

attitude of contempt for the human rights of the Japanese people which was 
perfected by their predecessors in the prewar Imperial State apparatus. (p. xiii) 

I would also suggest that bureaucracies tend to see themselves as in-groups, and 

thus bureaucracies will tend to identify with each other, including those from recent 
historical periods, even to the possible detriment of the public whose interests the 

bureaucracy is meant to serve. 

  The textbooks used in Japan are the products of a tradition of face saving going 
back to August and September 1945. I think that this face saving is an important means 

by which the structure of governmental and bureaucratic power is maintained in the 

modern Japanese State. It is in the interests of present day Japanese state organizations 
to show that their lineal bureaucratic and governmental predecessors acted wisely, had 

freedom of choice, and could not be imposed on (even when the country had lost a 

disastrous war) exactly because it is by maintaining the dignity and power of past 
governments and bureaucracies that the dignity and power of the present ones are 

maintained.  

 
Notes 

 

1. This paper is a shortened and modified version of Barnard (2000b), referenced below. 
Readers interested in a more detailed discussion of the systemic functional grammar of 

Japanese are referred to this paper. Readers interested in a more rigorous statistical 
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treatment of the data are referred to Barnard (1998). 

2. This is my close translation. The translation always given in the literature is this: 
We have ordered our Government to communicate to the Governments of the 

United States, Great Britain, China and the Soviet Union that our Empire accepts 

the provisions of their Joint Declaration. 
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