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バーナード・マラマッド (Bernard Malamud, 1914－86) の短篇小説「結婚

式を想定して」(“Suppose a Wedding”1963) の中心テーマは、一口に言って、

忘己利他である。つまり、父親のモーリス・フォイアー (Maurice Feuer) は、

娘のアデル (Adele) の結婚相手としては、目下修業中の貧乏作家のベン・グ

リックマン (Ben Glickman) が、一番の適任者だと主張する。これに対し、母

親のフローレンス・フォイアー (Florence Feuer) は、収入が安定していると

いう経済的理由で、スポーツ用品店のオーナーであるレオン・シンガー

(Leon Singer) がアデルの結婚相手としては、一番の適任者であると主張し、

一歩も譲らない。こういったわけで、アデルの両親は、それぞれ、自分の主

張に関しては、断固として相譲らぬといった対立状態にある。こういった緊

迫した状況の中にあって、娘のアデルは二者択一を迫られるが、内心、ベ

ン・グリックマンに対しては、人間的には同情と憐憫の情で惹かれる所もあ

るが、現実的にはレオン・シンガーを選択する。しかし、アデルは終始一貫

して、忘己利他の精神に則って、父親と母親の意志を尊重し、かつまた、ベ

ンとレオンの気持ちをも納得させる形で、自己目的の実現を図る。最終的に

は、レオンが提案した〈妥協案〉(“compromise”) を実践する決断を下す。そ

こで、筆者は、この選択をめぐって、アデルの忘己利他が、この短篇では、

具体的にいかに実践されているかを、作品内容に即して徹底的に検証した。

(1) モーリス・フォイアーのレオンに対する偏見と悪意と皮肉

モーリス・フォイアーは手塩にかけて育て上げた娘アデルが、まるで鳶に

油揚げでも攫
さら

われるように、レオン・シンガーなどというくだらぬ男に取ら

れるのかと思うと、憤懣やる方ない思いがして、しょっちゅういらいらして
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いる。この憤懣は、モーリスにとっては、精神的外傷となって、意外な時に、

あたり構わず爆発する。例えば、娘のアデルと婚約しているレオン・シンガ

ーが、８月中旬のある暑い日に、アデルをびっくりさせて、喜ばせるために、

ニュー・ジャージーからはるばる車を飛ばして、アデルの家にやって来た。

ところが、その時、アデルはまだ会社から帰宅していなかったので、アデル

の帰宅を待つ間、父親のモーリス・フォイアーとラミーというトランブをす

る。結果的には、レオンが勝って、得点の合計をし始めると、その瞬間モー

リスが矢庭に立ち上がり、椅子を後に押しのけ、眼鏡をとり、感情を露
あらわ

にし

て、イーディッシュ語で、次のように熱弁を振るい始める。

My God, you
,
re killing your poor father, this is what you

,
re doing. For your

whole life I worked bitter hard to take care of you the way a father should. To feed

and clothe you. To give you the best kind of education. To teach you what's right.

And so how do you pay me back？ You pay me back by becoming a tramp. By

living with a married man, a cheap, dirty person who has absolutely no respect for

you. A bum who used you like dirt. Worse than dirt. And now when he doesn
,
t

want you anymore and kicks you out of his bed, you come to me crying, begging I

should take you back. My daughter, for what I went through with you, there's no

more forgiveness. My heart is milked of tears. It's like a piece of rock. I don't want

to see you again in my whole life. Go, but remember, you killed your father.

(pp.299－300)

「ああ悲しいかな、お前は哀れな父を殺そうとしている。これが、いま、

お前がしていることなのだ。わしは、いままで生涯にわたって、父親のやる

べき当然の義務として、お前の面倒を見るために、苦難の人生を、精一杯耐

え抜いてきた。つまり、お前に十分食べさせ、ちゃんとした衣服を着させる

ためにだ。また、お前に最良の教育を受けさせるためにだ。それなのに、お

前が、親のわしにお返しする方法たるや、なんたるざまだ。お前は放浪者み

たいになりさがることによって、わしにお返しをしようとしているのだ。既

婚の男性、つまり、お前に対して敬意なんぞ金輪際払わぬような、まこと

にもって、取るに足らぬ、下劣な奴と同棲することによってだ。奴なんか、
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お前をまるでごみのように扱ってきたろくでなしだ。いや、ごみよりもひど

い扱いをしてきたんだ。一旦、お前がもう要らなくなって、奴のベッドから

蹴っ飛ばされて、拗り出された暁にはだ、お前は、わしにお前を引き取って

くれるようにと懇願しながら、泣いてわしの所に来るのだ。いいかお前、わ

しがいままでお前のために、さんざん苦労してきたことに対しては、もはや、

容赦もへちまもない。わしの心からは、一滴の涙さえも搾り取られてしまっ

た。わしの心はまるで、１個の岩のようになってしまった。わしは、生涯２

度とお前の面なんぞみたくない。行け、しかしだ、よーく覚えておくんだな。

お前は実の父を殺したということをな。」

レオンは、このような、父親モーリスの唐突極まる、異様な熱弁を聞いた

時、当惑した。しかし、実際には、当惑したというより、当惑のふりをした

と言った方が正確であろう。というのは、レオンはモーリスの潜在意識の中

にある凝り固まった偏見と悪意を感知していたからだ。しかし、レオンはと

ぼけて、いまのは何の台詞ですかと尋ねる。すると、モーリスは得意然とし

て、ニューヨークのセカンド・アベェニューの劇場で彼が演じた役の台詞だ

と言う。その劇はシュモルツ (“schmaltz”)、つまり、オーバーな感情主義の

三流の作品であったけれども、自分の演技力と台詞のうまさで、この劇を一

応成功させた。モーリスの功績がいかにすごいものであったかは、ニューヨ

ークタイムズの劇評の中で書かれた、モーリス絶賛の記事によって分かる。

このことに関しては、次のように書かれている。

Even The New York Times sent somebody and he wrote in his review that

Maurice Feuer is not only a wonderful actor, he is also a magician. What I could

do with such a lousy play was unbelievable. I made it come to life. I made it

believable. (p.300)

「ニューヨークタイムズでさえも、わしのところに人を寄こして、モーリ

ス・フォイアーはただ単に、すばらしい俳優であるばかりか、彼こそは、ま

さに真の魔術師であるという批評記事を書いてくれた。わしがあのような下

手くその劇に対して成し得たことは、まさに信じられないほどすばらしいこ
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とだったんだ。つまり、わしはあのようなつまらぬ劇を生き返らせて、信じ

られるに足るちゃんとしたものにしたんだ。」

この時、モーリスの頭の中には、過去において、『悪霊』とか『桜の園』

といった名作において、自分が演じたすばらしい演技の追憶に陶酔の余り、

いま、レオン・シンガーとラミーをやっているのだという現実を忘れ、忘我

の境に浸る。このように、モーリスが過去の栄光へのノスタルジアに陶酔す

るのとは対照的に、シンガーはそんなことにはいささかなりとも動ぜず、現

在モーリスと取り組んでいるトランプのことだけを考える。つまり、現実直

視の態度を崩さない。恐らくは、シンガーにとっては、モーリスの追憶は彼

自身にとっては堪え切れないほどの不快感と言うか、嫌悪感を掻
か

き立てるも

のなのだが、婚約者アデルへの愛のために我慢し、隠忍自重する。しかし、

偏見と悪意に凝り固まったモーリスの攻撃は、この程度で収まらず、レオン

を苦しめるために、あの手この手の新たな戦術を次々と考えて、実行する。

時には、大学は一応出たものの、文学的素養などまったくないと決めつけて、

シンガーの無学を嘲笑う。例えば、ユダヤ系作家として有名なペレス

(Peretz)、ショローム・アラィケム (Sholem Aleichem)、アッシュ (Ashe) など

を知っているかなどと試したりする。

モーリスは、また、シェイクスピア劇における彼の当たり役は、シャイロ

ック、ハムレット、リア王であるなどと言い、またしてもレオンを試すかの

ように、シェイクスピアの悲劇を見たような時には、どんなことを感じるの

かと尋ねる。すると、意外にも、レオンはちゃんとした答え方をする。つま

り、レオンは〈憐憫と恐怖によって、カサルシスを感じるのです〉(“I feel a

catharsis through pity and terror.”p.303) と答える。これによって、レオンは実

際には、モーリスによって蔑まれるような無学な男ではないことが分かる。

(2) フォイアーとフローレンスの議論

娘のアデルの結婚相手であるレオンについて、フォイアーとフローレンス

がけんけんがくがくの議論をする。
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フローレンスの目から見れば、ベン・グリックマンという男は、ちゃんと

した定職にもついてないで、貧乏暮らしに甘んじるかけだしの作家に過ぎな

い。従って、フローレンスは、このような人物からは、とても将来を期待す

ることはできないので、娘のアデルが結婚すれば、貧乏暮らしは、まず間違

いあるまいと考える。このような観点に立って、フローレンスはグリックマ

ンについて、激しい口調で、次のように手厳しい意見を述べる。

What can a starving writer give her？ A decent home？ Can he afford to

have children？ Will he consider her first when she needs him, or his egotism？

I want her to have a future, not a cold-water flat with a poor man. (p.306)

「飢え死にしかかっている作家が、アデルにいったい何を与えることがで

きましょうか。きちんとした家をあてがうことができましょうか。あの男は

子供をつくることができましょうか。もしも、かりにアデルがどうしてもベ

ン・グリックマンを必要とするような事態になった場合、あの男はまず第一

にあの娘のことを考えるでしょうか。それとも自分のことを中心に考えるで

しょうか。私は、あの娘には、どうしても未来をもってもらいたいのよ。貧

しい男とセントラルヒーティングのない、あるのは水道設備だけといった、

みじめなアパート暮らしをさせたくないのよ。」

ところが、父親のフォイアーは妻に何と言われようと、自分の一生を振り

返って、自分と同じく、文学に情熱と夢を抱く作家志望のベン・グリックマ

ンこそが、娘のアデルに、もっとも相応しい結婚相手であると確信している。

というのは、グリックマンは将来も経済的には恵まれぬだろうが、もしアデ

ルが結婚すれば、彼女は人生における真の興奮を味わうことができるだろう

とフォイアーは考えるからである。

このようなフォイアーの確信ぶりは、次のことばによって分かる。

This is a passionate man－how many are left in the world？ He doesn
,
t tell me

what he has suffered but I can see in his eyes. He knows what life means and he

knows what's real. He
,
ll be good for Adele. He will understand her and love her

バーナード・マラマッドの「結婚式を想定して」を読む

－31－



like she needs to be loved. (p.306)

「このグリックマンは、なかなか情熱的な男だよ。今のこの世の中に、こ

のような男はいったい何人残っているだろうか。あの男はいままでに、どの

ような苦難を体験してきたかなどということは、わしにはいっさい話してく

れてないが、わしは、あの男の目を見ればはっきりと分かるのだよ。あの男

こそは、人生の何たるかを心得ており、また、人生の真実なるものも、ちゃ

んと心得ている。あの男こそは、まさに、アデルにとってもっとも望ましい

結婚相手ということになるだろうよ。あの男はアデルのことをよーく理解し

ているので、あの子が愛してもらいたいと望むように、愛してくれるだろう

よ。」

このように、フォイアーはフローレンスのリアリズムに対し、彼独特のロ

マンティシズムで応戦する。しかし、フローレンスは最後まで持論を撤回せ

ず、夫に反論するというより、徹底的に攻撃する。従って、フローレンスの

ことばは辛辣である。つまり、フォイアーが、ベン・グリックマンのような

男を、娘の婿にと願うのは、〈ベンの中にあなた自身の姿を見ているからな

のよ〉(“ It
,
s because you see yourself in him, ...”p.307)、つまり、〈自分以外の

もう一人の利己主義者を見ている〉(“You see another egoist.”p.307) からだ

と言う。

ここに至って、フォイアーはフローレンスのことばに堪りかねて、フロー

レンスに〈お前はくだらぬ心配事を、次から次へと、わしに持ちかける〉

(“You
,
re full of foolish anxieties you want to give me.”p.307)と言って、妻を非

難する。また、フォイアーはフローレンスの〈話すこと〉(“ talk”) は、まっ

たく〈混乱〉(“confusion”)していると言う。この〈混乱〉ということばを聞

いたフローレンスは、この〈混乱〉の罪を犯しているのは、他ならぬ、夫で

あるフォイアー自身であると決めつけ、次のように言う。

You confuse her. Soon she won
,
t know what she's doing. You confused me too.

(p.307)
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「あんたは、あの娘の頭を混乱させてしまったわよ。間もなく、アデルだ

って、自分が何をしているのかも分からなくなるでしょうよ。それに、あん

たは、この私の頭をも混乱させてしまったわよ」

このようなフローレンスのことばを聞いたフォイアーは怒って〈混乱させ

たのは君自身なんで、俺じゃないんだよ〉(“You confused yourself.”p.303) と

応酬すると、フローレンスは怒り狂って〈あなたなんか利己主義者よ！利己

主義者以外の何物でもないわよ！あんたなんか、あのような娘婿を持つ資格

なんて、まったくありゃしないわよ〉(“Egoist！ Egoist！ You don
,
t deserve to

have such a son-in-law.”p.307) と言い返す。すると、こんどは、フォイアー

が〈わしは、いったい何かね、お前のような女と結婚する資格があったのか

な〉(“Did I deserve to have such a wife！”p.307) と皮肉っぽい口調で言う。

これに対し、フローレンスはフローレンスで、毅然たる態度で、〈資格なん

ぞ、まったくありはしなかったわよ。あんたなんか、この私と結婚する資格

なんか、はっきり言って、なかったわよ〉(“Never, you never deserved me.”

p.307) ときっぱりと言ってのける。

このような夫婦の激しい会話の応酬から判断すると、両人はもはや嫌悪と

憎悪の化身となってしまって、夫婦関係の修復は絶望的であるかにみえる。

しかし、この直後における両人の行動から、両人が我に返って反省する様子

が窺える。つまり、フローレンスは自分の靴を拾い上げ、居間のクロゼット

に投げ込んで、スリッパをはく。台所に戻ると、冷蔵庫の扉を開け、二、三

のものを取り出し、無言のまま、夕食の準備にとりかかる。いっぽう、フォ

イアーはフローレンスが家に持ち帰ってきた雑誌を親指でぱらぱらっとめく

っている。ちょっとすると、フローレンスは玄関のところに行って、玄関の

扉を静かに閉める。しかし、両人の感情はこのまま収まることはない。とい

うのは、フローレンスは娘のアデルがまだ小さかった頃の、フォイアーの浮

気を想い出し、夫に食ってかかるからだ。つまり、フローレンスは夫に〈あ

んたは妻と子供がいたのにもかかわらず、馴れ馴れしくして、離れることが

できなかった聖歌隊の若い女性達について、さんざん嘘をついた。私はあな

たのために、愛を捧げたのにもかかわらず、あんたは若いコーラスガール達

には、およそ何事もいやだと言って、断ることなど、到底できる男ではなか
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った。だから、もしコーラスガールの１人があんたの顔をみつめたような場

合には、あんたは途端にすけべ男に変わってしまった。あんたには、およそ、

自分の意志の力というものがなかったのよ。〉(“You lied about the choristers

you couldn
,
t stay away from them, even with a wife and child. I gave you my love

but you couldn
,
t say no to the chorus girls. If one of them looked at you you turned

into a rooster. You had no will. ”p.308) と言った後、具体例をあげる。つまり、

もしもコーラスガールのガーターが弛んだ時には、彼女のストッキングを脱

がしてやった。また、もしも、彼女が片方のストッキングを自分で脱いだ場

合には、もう片一方のストッキングをも手伝って脱がしてやったりしたなど

と言ってあげつらう。すると、今度は、夫のフォイアーが逆襲する。つまり、

フォイアーは〈じゃ、お前のストッキングを脱がしたのは、大根役者達のう

ちのどいつだったのかな。それに、結婚生活を送っている間に、ああいった

ことは何回あったかな〉(“ ...which two－bit actors took off your stockings？

And how many times in your married life？”p.308)と言う。このように、夫の

フォイアーによって、弱点を發
あば

かれると、弱気になり、このような不倫をした

のも、しょせんはフォイアーのせいであると言って、次のように自己弁護する。

You started the whole dirty business. You started it. I never wanted that kind of

a life, it wasn
,
t my nature.

：

：

You left me three times, once two whole years. Also many times you were on

the road for months when I couldn
,
t go. I was human. I made mistakes. (p.308)

「ああいうみだらなことは、すべて、あなたが始めたのよ。ああいうこと

を始めたのは、他ならぬあなたなのよ。私はああいった生活は、決して望ん

だりしていなかったのよ。というのは、あんな生活は、私の性に反するもの

だったからよ。」

：

：

「あなたが私を棄てて、出て行ってしまったことが３回あったわ。１回は
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丸２年。更に、あなたは、私が出かけることができない状態にあった時、何

回も、更に、何ヵ月間も地方巡業に出て行ってしまったわ。私だって人間よ。

だから、間違いを重ねてしまったのよ。」

妻との口論で、旗色が悪くなったと感じた夫のフォイアーは、フローレン

スに〈君にはだ、娘のアデルをあちこち盥
たらい

廻しする、つまり、結果的には

アデルを病気にしてしまったが、あの娘にとっては、まったくの見ず知らず

の人達の手に盥廻しすること以外に、考える努力がまったくなかったんだ。〉

(“You could
,
ve thought of your child instead of sending her from one place to

another, in the hands of strangers who made her sick.”p.308)と言って、妻の弱

点というか、落度をずばり突きつけると、フローレンスは良心の呵責に耐え

切れず、フォイアーに向かって〈あなた、お願いだから、もう止めて頂戴。

私、これ以上聞くことには、もうとても耐えられないから〉(“ Feuer, for

God
,
s sake, I can

,
t stand any more.”p.308) と言うが、同時に、フローレンスは、

自分が犯した罪の原因は、元を正せば、フォイアーの浮気にあるという主張

を固執して、〈だったら、どうしてあなたがあの娘の面倒をみてくださらな

かったのよ。(私があんなことをしてしまったのは) あなたが家にいなかった

からなのよ。つまり、あんたは、誰か知らんが他の女とベッドの中でせっせ

と励んでいたからなのよ〉(“Why didn
,
t you take care of her？ Because you

weren
,
t there. Because you were busy in bed with somebody else.”p.308)と必死

の抗議をすると、痛い急所を突かれて堪え兼ねたフォイアーは、激怒してし

まい、フローレンスに向かって、思わず〈このろくでなしめが〉(“You son

of a bitch！”p.308) と口走ってしまう。この瞬間、夫婦の口論は一段落する。

この後の夫婦の行動はエピファニーという観点から重要である。というのは、

両者の行動から判断すると、両人共、娘のアデルの事が関係しているだけに

自責の念を感じ、悄然たる行動をとっているからである。つまり、フローレ

ンスは一応夫のフォイアーの顔をじっと見つめて睨
にら

みつけはするが、突然へ

なへなとなって、崩れ落ちるようによろけて、ゆっくりと椅子に深く座りこ

んでしまう。それから、フローレンスは食卓の上に両手を、手の平を上にし

て置き、手の平の中に顔を埋めるようにして、全身を震わせて、激しくむせ

び泣く。
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いっぽう、フォイアーは玄関のところに行き、扉を静かに閉め、妻の所に

近寄って行こうとするができない。フォイアーはもう１杯の水を飲むために

流しに行くが、飲まずに棄ててしまい、ぼんやりと窓から外を眺める。鏡の

ところにふらふらっと歩いて行って、鏡に映る自分の顔を眺める。

ここで、両者の気分は落ち着きを取り戻す。つまり、フローレンスは泣く

のを止め、顔を上げて、静かに食卓の前に座り、片方の手で、両方の目を、

光が当たらないように覆う。しばらくすると、フローレンスは鼻をかみ、ハ

ンカチで自分の目の涙を拭きとる。いっぽう、フォイアーはフォイアーで、

鏡に映る自分の顔を睨みつけるように見てから、疲れたようにぐったりとソ

ファーベッドの上に横になる。

この後は、激論の時とはうって変わって、会話の内容はお互いの身体を気

づかうものとなる。例えば、フローレンスがフォイアーに、静かな口調で、

〈あなた、今日は、頭痛薬を飲んだの〉(Did you take your pills today？ p.309)

と尋ねると、フォイアーはベッドから跳ね起きて、熱意のこもった声で、フ

ローレンスに謝罪のことばを述べる。

Florence, I
,
m sorry. In my heart I love you. My tongue is filthy but not my heart.

(p.309)

「フローレンス、申し訳ないことをしてしまって、後悔している。心の中

では、君のことを心から愛しているんだ。俺の口が汚れているもんだから、

つい、きたないことを喋ってしまったが、俺の心は決して汚れてなんぞいや

しないんだ。」

このフォイアーのフローレンスに対する謝罪の瞬間から、両者の間に真情

が交流し合う。二人は真人間に立ち帰って、少し余裕のあると言うか、ユー

モラスな会話を始める。この部分を引用で示すと、次の通りである。

Florence〔after a pause〕: How can you love a son of bitch！

Feuer：Don
,
t poison me with my words. I have enough poison in me already. I

say what I don
,
t mean.
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Florence：What do you mean！

Feuer：I say that too.

Florence〔still half stunned〕：How can anyone love a son of bitch？

Feuer〔savagely striking his chest〕：I am the son of a bitch. (p.309)

フローレンス〔少し間を置いてから〕どうして、あなたは、ろくでなしな

んか愛することができるの。

フォイヤー：俺のことばで、俺を毒するようなことをせんでくれよ。俺の

身体の中には、すでに、毒素が十分たまっているんだ。だから、俺はつい心

にもないことを言っちまうんだよ。

フローレンス：それは、いったい、どういう意味なの。

フォイアー　：俺もまたそれを言おうと思っていたんだよ。

フローレンス〔依然として、半ば気を失った状態で〕ろくでなしなんか愛

することができるような人がいるかしら。

フォイアー〔激しく胸を叩きながら〕俺なんか、まさに、ろくでなしなん

だよ。

このようにフォイアーとフローレンスがお互いに虚心坦懐に自己真実の一

端を吐露した時から、正直に真情を打ち明ける。

まず、フローレンスは、まるで針でも心に突き刺さっているかのように、

娘のアデルにはずいぶんと苦労をかけてきたことを認め、自責の念に駆られ

る。このような心境に関して、フローレンスは、次のように告白する。

I neglected her, she
,
s the one who suffered. I still feel terrible about those days.

But you left me. I had to work. I was out all day. At night I was afraid to be alone.

I began to look for company. I was ashamed to let her see me so I sent her away.

There was nobody to send her to so I sent her to strangers. (p.309)

「私が彼女のことを顧みなかったのは本当なんだわ。本当に苦しんだのは

あの娘だわ。だから、私はあの当時のことを想い出すと、今でも、大罪を犯

したように恐ろしく感ずるの。しかし、あなたが私を棄てて行ってしまった
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ので、私はやむをえず働かざるを得なかった。私は終日外に出ていた。夜に

なると、独りになるのが恐かった。やむをえず、私は話し相手を求め始めた。

私はあの娘に、私のあさましい姿をみられるのが恥ずかしかった。それで、

あの娘をよそにやってしまったのよ。よそにやると言っても、ちゃんとした

やるあてがあるわけではなかったので、知らぬ人に預けることになってしま

ったの。」

このようなフローレンスのやるせない告白を聞いたものの、フォイアーは、

当時の複雑な感情を抑え切れず、フローレンスがアデルを預けたのは〈お前

の恋人の友達のところへだろう。また、恋人の友達の親戚
せき

のところへもだろ

う〉(“To friends of your lovers. To their relatives too.”p.309) と追い打ちをか

けるように言う。しかし、フローレンスはフォイアーに、自分は今もなお自

責の念に駆られて塗炭の苦しみを味わっているし、また、自分の恋人達もい

まやすでに全部死んでしまっているので、今さら想い出させるようなことは

止めて欲しいと哀願する。フローレンスはアデルにしたことに対しては、今

でも本当に悪いことをしてしまったと思い苦しんでいるから、今更、フォイ

アーから、これ以上彼女自身を傷つけるようなことはせんで欲しいと言う。

フローレンスは罪を犯した自分自身を痛めつける方法は十分心得ていると言

って、静かに泣く。この妻の哀れな姿を見たフォイアーは、思わず、妻のこ

とを不憫に思い、妻が座っている椅子に近づいて行って、すぐ後ろに立つの

だが、胸が一杯で、それ以上何もできない。この時、フォイアーはいままで

の自分を反省し、人間として、はたまた役者としての自分をも、自己評価を

含めて反省し、次のように告白する。

I was a fool. I didn
,
t know what I was doing. I didn

,
t understand my own

nature. I talked big but accomplished nothing. Even as an actor I wasn
,
t one of the

best. Thomashefsky, Jacob Adler, Schwartz―all were better than me. Their names

are famous. Two years off the stage and my name is dead. This is what I deserve―

I don't fool myself. (p.309)

「俺はばかだった。俺は自分が何をしているか分からなかった。自分自身
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の本性を理解していなかった。俺は大ぼらを吹いたが、実際には、何にも達

成できなかった。俳優としても、俺は最高の俳優の１人ではなかった。トマ

シェフスキー、ジェイコブ・アドラー、シュウォルツなど、みんなこの俺よ

りも優れていた。彼らの名前は有名だ。舞台から２年遠ざかったら、俺の名

前なんぞすっかり消えてしまった。これが、俺が受けるに値する運命という

ものだ。いまとなっては、俺はもう自分を欺くようなことはしない。」

このようなフォイアーの偽らざる自己真実についての告白を聞いて、フロ

ーレンスの胸中に、フォイアーに対し、言い知れぬ憐憫の情が湧き起こり、

同情的になる。また、同様に、フォイアーの胸中にも、自分の不徳でフロー

レンスを苦しませたことに対する自責の念で、妻に対し、同情と憐憫の情が

湧き起こった。このように夫婦の心に、同情と憐憫の情が同時に湧き起こっ

た瞬間は、まさに、真情交流の瞬間である。この瞬間は、この短篇小説のク

ライマックスにおけるエピファニーの瞬間でもある。このような真情交流の

瞬間における２人の会話の特徴は、実に短い真情溢れることばのやりとりで

ある。これは、次の引用によって分かる。

Florence：You were a good actor.

Feuer：I wasn
,
t a good actor and I

,
m not a good man.

〔She rises and they embrace.〕

Florence：I forgave you but you don
,
t forgive me.

Feuer：I don
,
t forgive myself.

フローレンス：あなたはりっぱな俳優でしたわ。

フォイアー：俺はりっぱな俳優ではなかったし、また、りっぱな人間でも

なかったよ。

〔フローレンスは立ち上がり、２人は抱き合う〕

フローレンス：私はあなたを赦したけれども、あなたは私を赦してくれて

はいないんでしょ。

フォイアー：（それは違うよ）俺が赦してないのは、この俺自身なんだよ。
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(3) アデルの忘己利他

フローレンスとフォイアーは子供時代のアデルに大変な苦い思いをさせ

た。この原因の擦
なす

り合いは、結局のところは、夫婦がお互いの過ちを率直に

認め合い、赦し合おうという形で決着がついた。ところが、アデルの結婚相

手のことが焦眉
しょうび

の課題としてフローレンスの心に重くのしかかっていた。フ

ローレンスとしては、経済力という観点から、スポーツ用品店の経営者であ

るレオン・シンガーが最適の結婚相手だと思っていた。ところが、夫のフォ

イアーは、定職がない、かけだしの、貧乏作家であるが、ベン・グリックマ

ンこそは、まさに、娘のアデルの最適任者だと信じきっている。そこで、フ

ローレンスは、結婚のことは当人同志に任せることにし、両親としては一切

口出しをしないということに協力してくれないかと、フォイアーに頼む。こ

の模様は、次の引用で分かる。

Please do me a favor, Feuer, and I won
,
t ask you for anything else－let Leon

alone. Let Adele alone. Let them find their life together. It's all I ask you. For her

sake－or there will be terrible trouble. (p.310)

「あなた、私のただ１つのお願いを聞いて頂けませんか。その他には、何

んにもお頼みしませんから。レオンには構わず放って置いてやっていただき

たいのです。また、アデルに関しても同様で、構わずに放って置いてやって

いただきたいのです。あの２人には一緒に生活できるようにさせてやろうじ

ゃありませんか。私のお願いというのは、ただそれだけなんです。あの娘の

ためにぜひそうしていただきたいの。さもなければ、ひどく厄介なことが起

こらないとも限りませんわよ。」

このように、フローレンスは半ば脅迫じみた言い方で、夫のフォイアーに

迫る。この時、娘のアデルが登場する。アデルは両親が抱き合っているのを

見た瞬間、鋭い直感力で、２人が口論をし合っていたことを察知する。が、

その時、フローレンスが、アデルの婚約者のレオンが、仕事から帰るアデル

をびっくりさせて、喜ばせるために、何の予告もなく来訪していたことを話
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す。ところが、アデルは、ベン・グリックマンからの電話で、午後８時頃か

ら散歩に出かける約束をしていたので、びっくりして、何時頃来たのかと息

急き切って尋ねる。しかし、母親のフローレンスは表面は平静を装い〈あの

人はあなたを驚かすためにわざわざ来たのよ。何やら、あなたと夕食を一緒

にしたがっているようよ。ぜひ食事に行ってあげてよ。２、３分もしたら戻

ってくるでしょうよ。〉(“He came to surprise you. He wants you to eat dinner

with him. Please, darling, go. He
,
ll be right back in a few minutes.”p.310)と言う。

すると、心配になったアデルが〈あの人、いま、どこにいるの〉(“Where is

he now？”p.310) と尋ねる。が、フローレンスは徒らにアデルを刺激しては

いかんと思ってか、事実だけを淡々と喋る。

I don
,
t know. I wasn

,
t here. Papa told me. I think they were playing rummy and

he said something to Leon. (p.310)

「わたし、知らないわ。ここにいなかったもの。パパが教えてくれたの。

２人はラミーをやっていたんで、あの人はきっとレオンに何かしら言ったと

思うわ。」

アデルは母親から〈何かしら〉ということばを聞いた瞬間、レオンが〈嫌

がる〉(“Nasty”) ことでも言ったのかしらと聞く。すると、フローレンスは

〈パパは皮肉を言うもんだから、レオンさんは気に入らなかったんでしょ

うよ。だけど、パパはあの人すぐに戻ってくると言っていたわよと言った〉

(“Papa got sarcastic and Leon didn
,
t like it. But he said he would come back

soon.”p.310)と話す。しかし、アデルは今晩はベンと散歩の約束があるので、

レオンに来られたら気まずい事態になるかもと気遣い、ベンとはすでに今晩

の散歩の〈約束をした〉(“promised”) ことを、わざと力を入れて、はっきり

話す。

すると、フローレンスは〈散歩なんて、別に大したことでも何でもないで

しょ〉(“A walk is nothing.”p.310) と言う。が、このフローレンスのことばの

裏には、散歩なんかいつでもできることなんだから、散歩の約束をキャンセ

ルすることなんか、何時でもできるじゃないかという意味が含まれている。
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しかし、フローレンスはアデルとレオンの結婚を積極的に支持し、それが実

現することを強く期待している。であるから、万が一にでも、夫のフォイア

ーの勧めに従って、グリックマンと結婚されたんでは、夢も希望も吹き飛ん

でしまうという危機意識をもっている。従って、フローレンスの頭の中には、

絶えず警戒本能が鋭敏に働くので、アデルに対して、厳しい口調で、次のよ

うに言う。

Adele, you
,
re an engaged girl. Leon came all the way from Newark to take

you to dinner. You ought to go. (p.310)

「アデル、あなたはすでに婚約しているのよ。それに、婚約者であるレオ

ンさん自身がニューワークから、わざわざ来てくださって、あなたを夕食に

連れて行ってくださるとおっしゃっているのよ。あなたは、どうしたって行

くべきよ。」

しかし、アデルとしては、母親であるフローレンスの助言には簡単におい

それとは従えない。何故ならば、父親のフォイアーに対する義理立てがある

からだ。従って、アデルは同じ断るにしても、父親を納得させる形でやらな

いと、父親を失望・落胆させることになると、冷静に考える。従って、アデ

ルは母親に、次のように言う。

Being engaged doesn
,
t mean I

,
m not entitled to a free minute to myself. (p.311)

「婚約しているっていうことは、私に自由な時間が１分たりとも与えられ

ていないっていう意味ではないでしょ。」

このことばはアデルが父親の感情を傷つけまいとする気持ちの表れであ

る。つまり、アデルなりの忘己利他の一端である。しかし、母親はこのアデ

ルのことばに納得せず、２階の男、つまり、ベン・グリックマンにはいつか

別な日に会うと言うように勧める。しかし、アデルは父親擁護の立場を頑と

して崩さず、〈グリックマンさんが電話をかけてきて、誘われたので、私は
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はっきり承諾したんだから、今更どうすることもできないのよ〉(“He called

me up and I said yes.”p.311) と言い張る。その間、アデルは、どうしてレオ

ンは来るなら、何時頃来ると電話をかけてくれなかったのかなと悩む。アデ

ルの煮えきらない態度にいらいらした母親のフローレンスは、この時、アデ

ルにかなり厳しい言い方で〈私はね、アデル。あなたにはあの男と今晩は散

歩をしてもらいたくはないのですよ。それは大変危険だからです〉(“ I don
,
t

want you to walk with that boy. It
,
s dangerous.”p.311) と半ば脅迫めいた言い方

で言う。しかしアデルもなかなか強硬で、あくまでも自説を崩さず、〈お母

さん、散歩が結婚に繋がるとは限りません〉(“A walk isn
,
t a wedding,

Mama.”p.311) と反発する。これに対し、フローレンスは〈散歩は結婚より

も悪い結果になることだってあり得ますからね〉(“ It could be worse than a

wedding.”p.311) と曖昧な脅迫めいたことを言う。そこで、アデルが母親に

そのことばの真意を尋ねると、〈ちょっとの散歩が元で、墓場に直行すると

いうことだってあり得るのですよ〉(“You can walk to your grave with a little

walk.”p.311) と説明する。

このようなフローレンスとアデルの会話のやりとりの間、父親のフォイア

ーは終始バスルームに閉じこもって事態の推移を心配していたが、アデルの

態度に安心して、台所に行く。父親がアデルの態度に満足したということは、

次の短い２人の会話によって分かる。

Adele：Doesn
,
t anyone trust me？

Feuer：I trust you.

アデル：誰か私の言うことをちゃんと信用してくれる人、いないのかなぁ。

フォイアー：いるとも、わしはお前の言うことをちゃんと信用してるよ。

フローレンスとアデルの会話が一段落した時、アデルの婚約者のレオンが

大きな花束をもってやって来る。レオンは到着早々、早速にもアデルに中華

料理を食べに行こうと提案する。が、アデルは父の友達である作家のベンと

先約があるからという理由で断る。するとレオンは婚約者である自分を差し
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おいて、アデルが敢えてデイトに出かけるのは、いったいいかなる理由によ

るものかと詰め寄る。しかし、アデルは平然とレオンに〈私の気が向いたら、

たまには出かけても構わないと、あなた自身がおっしゃったじゃないの〉

(“You said I could go out once in a while if I felt like it.”p.312) と一応の自己弁

護をしてから、３つの理由をあげる。先ず第１の理由は、ベンはいままでさ

んざん世の中の苦労を体験してきたということ。第２の理由は、非常に個人

的な理由なのであるが、アデルにとって、ベンという男は〈興味のある〉

(“interesting”) と同時に、好きなタイプの男であるから、いろいろと腹を割っ

て話をしたいのであるということ。第３の理由は、ベンという男は〈孤独な〉

(“lonely”) な男であるためということ。これらの理由を聞いたレオンは、第

１と第２の理由はレオン自身にもあてはまり、特別な理由とはならないと主

張する。また、これら３つの理由は、いずれも、レオンの厚意を覆すのには、

理由そのものが薄弱である。従って、レオンは、ベンとの散歩の変更をアデ

ルに執拗に迫るが、アデルは頑として、計画を撤回しない。

では、アデルがここまでベンとの散歩を重視する理由は何か。それは、ア

デルの父親への配慮である。もしもアデルが簡単にベンとの約束を破って、

レオンと中華料理を食べたり、コニィアイランドへドライブに出かければ、

父親の心を傷つけることになる。また、ベン自身のプライドをも傷つけるこ

とになる。レオンはなかなかできた男で、ベンの顔が立つようにいろいろと

提案するが、いずれもアデルを納得させるには到らない。従って、レオンは

ベンが来る時刻に合わせ、知恵を振り絞って、その晩の〈妥協案〉(“compro-

mise”) を考え出す。レオンはアデルから、ベンが来る時刻が午後８時頃と聞

いて、直ぐに腕時計を見て、今午後６時10分前だと知る。そこで、レオンは

提案する。つまり、レオンとアデルはこれから早速、中華料理を食べに行く

ことにすれば、午後８時15分には車でアデルを自宅に送り帰らすことができ

る。そうすれば、アデルはベン・グリックマンとの短時間の散歩のデートを

楽しむことができる。また、アデルが散歩から帰ってから、レオンはアデル

とコニィアイランドへドライブに行くことができるというのが妥協案の主旨

であった。この妥協案は一見申し分のないものであるように思われるのだが、

アデルは第１の提案、つまり、中華料理を食べに行く件は承服するが、第２

の提案のドライブに関しては注文をつける。つまり、アデルはレオンと散歩
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している時、ドライブのために帰れるように、ベン・グリックマンを急き立

てるようなことはしたくないと言う。というのは、今回の〈ベンとのデート

はそういう種類のデートではない〉(“ It
,
s not that kind of date.”p.313) からだ

と言う。これを聞いたレオンは少し心配になって、いらいらし〈いったい、

どういうデートなんだね〉(“What kind of date is it？”p.313) と尋ねる。する

と、アデルは〈とても純粋にして、潔白なるデートなのよ〉(“a very innocent

date”p.313) と、いともしゃあしゃあと言ってのける。これで、無事決着が

つく。というのは、フローレンスも、これで、アデルはレオンとのデートの

約束を無事果たすことができると考えて満足しただろうからである。

このように無事に決着がついた瞬間に、ドアをノックする音が聞こえ、ベ

ン・グリックマンが〈小さな水仙の花束〉(“a small bouquet of daffodils”

p.313) をもって登場する。

では、アデルがベン・グリックマンとのデートを必死になって守り切った

背後には、いったい、いかなる理由があるのか。それは、アデルがいわゆる

母性本能によって、ベン・グリックマンに対し、深い同情と憐憫の情を感じ

ていたからだ。ひょっとしたら、アデルは心情的には、ベン・グリックマン

と結婚したかったのかも知れぬ。だが、アデルは母親の勧めもさることなが

ら、レオン・シンガーの経済力に頼らざるを得ないという現実認識を優先さ

せた。従って、父親の差し金があったことと推測されるが、ベンとの散歩を

口実に、お互いに思う存分真情を吐露しあい、レオンとの結婚に踏ん切りを

つけることができたことであろう。

いずれにしても、アデルが忘己利他を貫き通したお陰で、両親は言うに及

ばず、レオンとベンも危機的瞬間を、満足して乗り切ることができた。つま

り、アデルの忘己利他が勝利の凱歌をあげたことになる。このようなアデル

は結婚後も忘己利他を基軸として、必ず円満な家庭を築いていけるものと思

われる。
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結　　論

「結婚式を想定して」におけるアデルの忘己利他を中心に、作品解釈を行

った。その結果、このアデルの忘己利他は、この短篇の主要人物、つまり、

父親のフォイアー、母親のフローレンス、父親がアデルの結婚相手として強

く主張するベン・グリックマン、また、母親が両手をあげて推薦する婚約者

のレオン・シンガーの４人にそれぞれ深い影響を与える。結果的には、レオ

ンとの結婚に強硬に反対していた父親のモーリス・フォイアーでさえ、アデ

ルの結婚相手の選択に、何ら異議を唱えることもなく、暗黙のうちに許すこ

ととなった。

このアデルの忘己利他は、一口で言えば、自分自身の苦しみは、いかに大

きなものであれ、さて置いて、まず、相手の苦しみの軽減を優先させるとい

った考え方である。このようなアデルの忘己利他は、超愛他主義 (ultra-altru-

ism) で、その根底には、深い人間愛に根ざした同情、憐憫、寛容、忍耐、慈

悲、思いやり等がある。

では、アデルはこのような忘己利他をどのようにして体得したのか。それ

は、アデル自身が小さい時から、両親が俳優であったせいもあろうが、両親

の愛に恵まれず、他人の家に預けられて遣り場のない塗炭の苦しみをさんざ

ん味わったからこそ、人間にとって、一番大切なものは何かということが分

かったのである。それに、アデルはなかなか賢明で、頭脳明晰な女性であっ

たから、このように人間にとって大切なものを心の中で、長い間にわたって

育み、培ってきて、忘己利他という人生哲学の知恵を体得したのであろう。

つまり、アデルは小さい時から、他人の飯を食って、つらい苦しみを味わっ

たればこそ、人間の悲しみが、ただ理屈の上だけでなく、心情的に分かった。

そのために、アデルは、現実に苦しんでいる人間に対しては、自分の苦しみ

はさて置いて、相手の苦しみを自他不二の精神をもって考えた。一口に言っ

て、マラマッドという作家は、現実に哀れな人間をみた場合に、瞬間的に可

愛相だなぁという気持ち、つまり、憐憫の情が湧き起こってくることが、人

間にとって一番大切なことだと考えたようである。

従って、アデルは彼女の結婚相手をめぐって、父親と母親が対立するのを

悲しく思い、何とか両親の満足と言うか、納得のゆく形で結論を出したいと
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苦慮した。いっぽう、両親の対立も、両親がアデルの小さい時に十分な愛情

を注がず、なおざりにしてしまったことに良心の呵責を覚えた時、アデルに

対し、罪の意識を痛感した。両親はお互いに、この罪悪感を率直に告白し合

うことによって、お互いの真情を理解し合い、今まで予想だにしなかった、

奇跡的な強い和合の絆によって結ばれる。また、アデルは父親が結婚相手と

して強く推薦するベン・グリックマンと、母親がこれまた、強く推薦する婚

約者のレオン・シンガーとの関係が、怨念、憎悪による仇同志になることに

極力警戒して、レオンが提案した〈妥協案〉(“compromise”)によって、両者

の関係の円満解決を計る。恐らく、レオンの心の中には、日頃からアデルと

の付き合い、会話等を通じて、自然に、彼女の忘己利他の哲学に感化されて

いたものと想像される。従って、レオンはアデルの意を汲んで、アデル自身

のことはもちろんであるが、次いで、両親ならびに、ベンのプライドをも傷

つけない形で、妥協案を練り上げた。要するに、この妥協案は忘己利他によ

る英知を具現化したものに外ならない。アデルはこの妥協案を選択すること

によって、孤独と苦難に悩んだベンに対し、母性本能から生まれたロマンテ

ィシズムを胸に秘めながらも、スポーツ用品店のオーナーという生活力のあ

る男を選択するといったリアリズムに生きる道を選ぶ。このアデルの選択こ

そは、まさに、彼女の忘己利他の哲学の実践に外ならない。

このようにして、アデルの忘己利他の哲学によって、アデルとレオンは言

うに及ばず、両親とベンもそれぞれ人生の選択を誤ることはなかった。つま

り、父親は俳優を隠退して、自己真実を覚り、過去の夢に浸りながらも、世

界の人々の幸福を願うといったロマンティック・リアリズムを追求することに人

生の意義を見い出す。いっぽう母親は、女優を辞めてからは美容師として、

生活力のない夫を支えながら、逞しく生活することに人生の意義を見出す。

また、ベンはベンで、厳しい現実と戦いながら、将来、自分の理想と念願する

作家になるという夢の実現に、人生の意義を見出していくものと想像される。

ところで、肝心のアデル自身も、レオンを深い愛情で包み、献身的努力を

し、真の忘己利他による夫婦愛というものが、いかなるものであるかを、示

すことになるであろう。いっぽう、多くの人達はアデル夫婦の忘己利他に影

響され、己れの自己真実、はたまた、相関的真実に目覚め、人生の生き方の

知恵を教わるということになるであろう。
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