
境界世界としての『ワルツへの招待』

―― Rosamond Lehmann, Invitation to the Waltz 解読

高　井　宏　子

ロザモンド・レマン（Rosamond Lehmann 1901-1990）の名やその作品が文

学史関連の本や文学事典に記載されているか否かは、その事典や本の規模で

決まることが多い。網羅的なものや、あるいは２０世紀の作家やイギリスの

女性作家を扱うというような焦点を絞った編集である場合は、ほぼ間違いな

く載せられている。著作数は限られているとはいえ、２０世紀のイギリス作

家の中である程度重要な位置を占める作家である。国際作家連合ＰＥＮの副

会長をつとめ、１９８２年には文学への貢献を認められＣＢＥを授与されて

いる。そのような公的立場と作品の価値が必ずしも一致するとは言えないに

せよ、作家としてのレマンとその作品は、いわゆる正典という領域の少なく

とも周縁上に位置すると言えるだろう。レマンが Dusty Answer（1927）で文

壇に登場したばかりのときは、熱狂的賞賛と期待を持って迎えられ、それに

応えるかのように次々と劣らぬ質の作品を発表していった。しかしその熱狂

は少しずつかげりを見せていき、レマン自身も The Echoing Grove(1953)発表の

後長い沈黙を守り、２０年以上もたって The Sea Grape(1976)を出したときに

は、ほんのわずかに論評されただけであった。しかしフェミニズム批評の隆

盛とともにヴィラーゴ・シリーズからその作品が再出版され、ここ数年の間

に研究本と伝記が立て続けに出された。

ヘイスティングズによるレマンの最新の伝記（Salina Hastings, Rosamond

Lehmann: A life, 2002 ）が出たときには、TLS のカバーをレマンの写真が飾り、

また伝記自体はその第一面の書評で取り上げられている（TLS, May 24,2002）。

Jeremy Treglown によるその書評には、TLS 第一面で取り上げられる作家の宿

命に忠実に、見事にカリカチュア化されたレマンの挿し絵がつけられている。

若き日のレマンの挿し絵は、髪を真ん中で分け、両耳あたりで膨らませたト
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レードマークのような髪型で、イブニングドレスを着ている。髪型は変わっ

ても、晩年になるまで真珠のネックレスは愛用し続けていたが、このイブニ

ングドレス姿の挿し絵でも長い二連の真珠のネックレスが描かれている。レ

マンの所属階層、作品の主要な場とテーマのすべてについて見事に特徴をつ

かんだように見えるその絵の中で、遠くを見るような目で花びらをちぎるレ

マンは、「（彼は私を）愛している、愛していない・・・」とつぶやいている。

確かにそれは、レマンの人生そのものにおいても、彼女の作品世界において

も、一つの持続低音のように鳴り止まないテーマのように思われる。言うま

でもなく、それは多くの問いかけ、自問の一つであり、そしてまた、その他

の問いと同じく、最終的にははっきりした答えは出ない。しかしレマンの人

生や作品のテーマをそれだけに還元するのでは、あまりに雑駁で悪意ある要

約である。むしろレマンの作品はロマンス小説めいた形式をとるようであり

ながら、常に読後に滑稽感や苦みを残し、ロマンス小説というジャンル自体

をまさに脱構築しているのである。

この導入部において、「レマンの人生においてもその作品においても」とい

う並列関係を何の疑念もないかのように呈示したように、そしてまたレマン

の作品の読者であればその並列におそらくは違和感を覚えないであろうと信

じられるほどに、レマンと彼女が描くヒロインの間には明瞭な類似性がある。

レマンの評伝を著した Stourgeon はその序文でレマンの伝記的背景を知ってお

くことは作品理解にとって絶対必要であると述べている（Stourgeon, n.page）。

また最も新しいレマン研究書を出したジュディ・サイモンズは、第一章を

「情熱的で知的、美しく才能に恵まれ、心暖かで活力に満ち、感じやすい人物

であるロザモンド・レマンは、何よりも彼女自身のヒロインたちに似ている」

(Symons, p.1)という文で始めている。

もちろんレマン自身とヒロインの相似性・近似感は、作品ごとに、またシ

ーンによっても異なる。そしてその近さは、一つには伝記的事実とヒロイン

の経験の類似性が基盤となっている。しかし同時に、それは語りの手法や視

点の問題でもある。中でも『ワルツへの招待』においては、ヒロインの暖か

な息づかいが感じられるほどの主観的な近接感を与えながら、一方でヒロイ

ン自身は奇妙に遊離した別の眼、作家・芸術家となるよう運命づけられてい

る者の眼とでもいうべき観察者的視点を持っている。それが作品に固有の滑
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稽感や一種の苦みを添え、それがまたヒロインと著者、読者をつなぐ役割も

果している。言い換えれば、レマンの作品が喚起する生々しいまでの近接感

と遊離感は、単に著者とヒロインの類似性の問題であるだけではなく、それ

が語られる言葉や場面が醸し出す効果を通して、著者と作中人物、そしてそ

れを読む読者すべてを巻き込むものである。

本論においてはレマンの作品の中でも、おそらく最も愛されたと思われる

『ワルツへの招待』読解を通して、２０世紀のイギリス社会を生きた女性にと

っての現実・体験・表現の問題について、そして書く行為と読む行為につい

て考えてみたい。

１

『ワルツへの招待』は「三一致の原則」の指針にかなり近く、主人公オリ

ヴィアが一七才の誕生日を迎える一日の出来事と、その日から一週間をはさ

んだ「ダンス」の当日のほぼ二日間の出来事を主人公オリヴィアの視点を中

心に描いた小説である。とはいえ、作品冒頭は劇の始まりにふさわしく、あ

るいは映画の手法のように、オリヴィアの住む村の風景描写からカーティス

家の地所へとズームが徐々に絞られていく。同じように時間系列においても、

オリヴィアの曾祖父の時代に操業を開始した紙工場への通勤風景を通して、

曾祖父の代から、体調不良で早々に引退したオリヴィアの父親の代という

「現代」（１９２０年頃）までが一気にズームアップされる。そして四代目の

七才のジェームズがあとを継ぐかどうかは誰にも分からないと述べ、読者を

不確定な「現在」へといざなう。こうしてズームアップされた家から語り手

がコーラスめいた立場で読者に呼びかける。

It is a pre-war residence of attractive design, with lounge hall, etc., and usual

offices, beautifully timbered grounds, well-stocked kitchen garden. Yet there

is no mistaking the fascination, or its meaning. Something is going on. The

kettle's boiling, the cloth is spread, the windows are flung open. Come in,

come in! Here dwells the familiar mystery. Come and find it. Each room is

active, fecund, brimming over with it. The pulse beats ....Come and

listen!...Yes, we are sure of it. These walls enclose a world. Here is continuity
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spinning a web from room to room, from year to year. It is safe in this house.

Here grows something energetic, concentrated, tough, serene; with its own

laws and habits; something alarming, oppressive, not altogether to be trusted:

nefarious perhaps. Here grows a curios plant with strong roots knotted all

together: an unique specimen. In brief, a family lives here.(pp.8-9)２

詩的散文とでも呼びたくなるイタリック体の呼びかけも含めて、レマンの

作品群の中では、この冒頭部は少し異質にも見える部分である。この第一部

第一セクションはきわめて集約的なこの作品世界の始まりを告げるための前

口上のような役割を果たしていて、劇の始まり部分に書かれる設定やト書き

を小説中に入れ込んだような形になっている。このように先ず始めにこの小

説の社会的歴史的枠組を示すために、遠景から近景へ、そして過去から現在

へと時空間を一気に移動して、読者の視線と意識の焦点をオリヴィアの

「今・ここ」へ差し向けているのである。このセクションの終わりは、これか

ら一つのドラマが始まる期待をかき立てるように、短いセンテンスが続き、

テンポと緊張感をあげていく。The inner door is closed. It is winter. Quarter to

nine in the morning. (p.9)そこで舞台がライトアップされたように、第二セクシ

ョンが始まり、いよいよ物語が動き出す。Kate burst open the door of Olivia's

bedroom and looked sharply round, with anticipatory distaste, expecting to see what

indeed she saw. (p.9)

幕が開いて物語が開始したことを示すのは、姉ケイトが勢いよく開けたオ

リヴィアの寝室である。そしてそこに登場するのは眠り呆けたヒロインのオ

リヴィアらしき寝具の盛り上がった固まりである。レマンの作品の中では最

も構成的で喜劇的な作りを持ちながら微妙な味わいに満ちた作品でもある

『ワルツへの招待』の世界が始まる。

２

第一部では、まだ子供らしく眠りをむさぼる寝坊な次女オリヴィアが、家

族みんなに祝福される誕生日の一日が描かれている。オリヴィアの今回の誕

生日はまたもう一つの楽しみを目前にした期待に満ちた日でもある。地方の

名家スペンサー卿の屋敷では、二週間後に、娘のマリーゴールドのためのハ
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ウスパーティーが開かれる。一九二〇年現在、地方貴族として伝統的なライ

フスタイルを引き継ぐスペンサー卿とレディ・スペンサーが、結婚市場にい

わゆるデビューを果たすマリーゴールドのために開くハウスパーティーであ

る。父と母は誕生日のプレゼントとしてそのパーティーに着ていくドレスの

生地をオリヴィアに贈ってくれる。その日の午後オリヴィアはドレスの仕立

てを頼みに村で仕立てを引き受けているミス・ロビンソンを訪ねる。第二部

はパーティー当日、パートナー役に駆り出されたオックスフォードの学生レ

ジナルド・カーショーの到着から、ダンスに備えた姉妹の身支度、自宅での

ディナー、そしてタクシーに乗って出発するまでの描写にあたり、第三部で

はいよいよスペンサー卿の屋敷についてからのパーティーでの姉妹の経験が

描かれている。

『ワルツへの招待』は、ヒロインのオリヴィアが子供時代をあとにし、先

に言及したロマンスの世界、まさに「恋占い」の世界に足を踏み入れる直前

の境界の日々が描かれている。第一部で父母から贈られた真紅色のドレスの

生地も、姉ケイトから贈られた鍵のかかる日記帳も、それぞれに、その境界

にいたったオリヴィアが新たな大人の世界へと足を踏み出すように促してい

るかのようである。その意味ではこの作品ではレマンの作品の重要な要素で

あるパッションやロマンスそのものの色はまだ薄く、オリヴィアに関しては

あくまで「予期・期待」としてのみ存在し、むしろ周囲の人々に関わるもの

でしかない。それは一七才というオリヴィアの年齢だけが原因ではない。社

交生活を満喫しているいわゆる「発展家」の従姉エティや姉のケイトはもと

より、一緒に勉強していたほぼ同年代のスペンサー家のマリーゴールドと比

べても、この作品前半でのオリヴィアの子供っぽさやナイーブさは際立って

見える。四人の中で一人だけ結婚市場に参入する準備ではなく、著者と同様、

オックスフォード大学入学の準備を続けるという条件も手伝っているかもし

れない。しかしそのようなオリヴィアのゆっくりとした目覚め・開花の予感

で終わるこの作品は、喜劇的でありながら、同時にその開花を共に経験して

いく読者の心を動かす作品になっている。

父母の庇護のもとでまだ幸福な子供時代の延長上にいるオリヴィアは、第

一部においては、一七才になったとはいえ、まだ随所に子供っぽさ・ナイー

ブさを感じさせる存在である。誕生日の朝、寝坊して起こされたオリヴィア
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はベッドの中で After I 'm married I shall stay in bed as long as I want to. Girls often

marry at my age. Seventeen to-day.(p.11)と考える。「私の年齢で結婚する人もい

るのだから」と思うことが、いかにもまだ育ち盛りのようなオリヴィア自身

の今の様子とそぐわず、その対照性を際立たせて読者の微笑を誘う。張り切

って起き出したオリヴィアはカーテンの外の景色を見て、穏やかな天気にな

りそうなことを知り、それだけで幸福感に満たされる。

このようなオリヴィアは、母とレディ・スペンサーに代表される社会的規

範や良識に対してまだ意識的な疑念を抱いたことはないようである。ただそ

の規範を内面化できていないためかオリヴィア自身は他人との関係において、

どこか柔弱な面があり、自分の意志をはっきりと示すことはできない。姉ケ

イトとも対照的に、ドレスの仕立てを頼むときもきちんと仕事をさせること

ができないし、レースを売りに訪問販売に来た女性をきっぱり拒絶できない。

しかもだまされるのではなく、オリヴィアの感じやすさや、他者への過度の

シンパシーゆえに自分の意志を強く押し出せないのである。それは単に姉と

の年齢の差という問題ではないようである。現に自分とは対照的に、七才に

してすでに凛として自分を孤高の存在にできる弟ジェームズをうらやましく

思う。His strength lay in an absolute surface tractability combined with an absolute

spiritual reserve and independence. She thought: I'll respect him anyway.(p.55)

ところでレマンの作品の特徴とされるヒロインと著者の近似性について考

えるとき、文学批評におけるきわめて古典的な用語である「視点」が重要な

意味を持ってくる。レマンの作品においては語られる内容の多くはヒロイン

の視点に基づくことが多い。『ワルツへの招待』もまた例外ではなく、作品の

大半はオリヴィアの視点を通して語られていく。とはいえ、オリヴィア一人

に視点が固定されているのではなく、ときには語り手、オリヴィアの姉ケイ

ト、オリヴィアの母親の視点などに自在に移動している。さらに重要なのは、

この作品においては、明瞭に規定されたある視点から語り告げられているこ

とと、それが含意することとの間にギャップがあることである。それら複数

の意味が共鳴することによってさらに別の意味作用が醸し出されるという意

味でまさに多声的な語りとなっている。

作品中にはっきり現れる明快なギャップは、娘たちの本心を語り手が淡々

と付け加える部分に見られる。これはこの作品の基調であるコミカルな効果
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を引き出している。おおよそロマンチックではない母のつてをたどってやっ

と引っぱり出されたダンスパーティ用のまだ見ぬパートナーについて、姉妹

の間で、生意気で痛烈に皮肉な予測が戦わされたあと、語り手はその二人が

考えていることを淡々と綴る。

But their cynicism was assumed. Already they were busy wondering

whether he preferred blondes or brunettes, which of them he would dance with

most, who would show him his bedroom, whether it would be all right to be

seen coming to or from the bath in their dressing-gowns, what they could talk

about at meals to be bright....(pp.28-9) 

種が尽きてしまったとはいえ、ついその前にあれほどシニカルな論評を交わ

していた二人の強がりと、語り手が語るそのナイーブな本心の些末さとが反

響しあって、現実感を増大させながら、喜劇的効果が生み出されている。

このような時差を伴うギャップとは別に、共時的に多声的な意味を生じさ

せる語りの複層作用は、より微妙な効果を生み出す。まだ子供っぽいオリヴ

ィアの意識や言動をそのまま報告しながら、当のオリヴィアが明瞭には理解

していない意味を表だっては記さないままに読者に伝えるという箇所がこの

作品には随所に見受けられる。それによって、語り手や他の大人の登場人物

と読者の間に微妙な共謀関係が生じるという構造である。ドレスの仕立てを

頼みに行った帰り道、敬虔な未亡人として村でも有名な Mrs. Wells-Straker を

遠方に見かけると、オリヴィアはふと不思議に思う。Mr. Smedley[the curate]

must find her fervour and regularity a great encouragement. Why then did he wear that

distant patient look, as of suffering concealed, when he saw her waiting for him in the

churchyard after sevice? (p.44) 

Mrs. Wells-Straker についてのオリヴィアのもっともな疑念も、どこまでが

純粋な疑問であり、どの程度修辞疑問であるのかという問いは残る。子供っ

ぽいとはいえ、知性的で、文学好きなオリヴィアが本当のところ、現実につ

いては、どこまで理解し、どこまで灰色の状態でいるのかははっきりしない

段階にあるのだ。とはいえ、本人の意識においては、まだ母たちの基準や建

て前を受け容れているようである。Olivia broke into an imitative jog-trot, then

checked herself. It was her best imitation, but she oughtn't to do it. Mrs. Wells-Straker

was so very kind(p.44)その歩き方の物まねをしてしまうこと自体、オリヴィア
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がかなり子供っぽさを残している証拠である。そしてその後の反省も、いか

にも母の叱責をそのまま心の中で繰り返したかのようである。自分自身の中

でまだ解明されないままの観察と母やレディ・スペンサーに代表される社会

的コードとの間に何らかの距離があることに気付き始めながらも、少なくと

も、オリヴィアはまだ母たちの教えを信じようとしている状態にある。一方

読者は、この Austen 的な村世界の登場人物についてのオリヴィアの素直な疑

問の狭間から生じるいささか皮肉で喜劇的な複相効果を味わうことになる。

この効果は、母たちに代表される価値観に対するオリヴィアの従順さこそが

その原動力になりながら、Mrs. Wells-Straker の人物像を肉付けしながら、こ

の時点でのオリヴィアの従順さを強調する働きもある。さらにオリヴィアの

視点とのギャップの存在が、語り手と読者をある種の共謀関係におき、オリ

ヴィアとの間にある程度の隔たりを生み出す。

このような、まさに成長途上にあるオリヴィアは、ドレスの仕立てを頼み

に行ったミス・ロビンソンにとっては、juiciest prey and first favorite である。

未婚のまま母の家で、とらわれたような生活を送るミス・ロビンソンは、オ

リヴィアが来るとその若さに感電するように活気づく。オリヴィアは性的な

問題については、まだまだ黎明期とでも呼べるところにいる。それは同じ階

層の娘たち一般についても言えることで、それぞれ差異はあっても、両親や

周囲の庇護のもと、表向きはそのような情報から極力遠ざけられている。し

かし父母の庇護がいくらしっかりしていても、一七才ともなるとオリヴィア

をそのような情報や経験からまったく切り離しておくことはできない。

She [Miss Robinson] put a hand to her mouth, slid a glance. An inner Miss

Robinson seemed to peer out suddenly, give a lewd nudge, whisper: Come on

now! How much d'you know? And for a moment a whole train of surreptitious

words (such as fornication, and White Slave Traffic), shameful images,

obscure warnings (such as, never travel alone with a man in a railway car-

riage) seemed--horrors!-- about to become pieced together into the Facts of

Life and slipped furtively into her hand by Miss Robinson.(pp.36-7)

ここではオリヴィアに漠然とした表現で言われていたことが突然結び合わ

さって「人生における事実」としてはっきりした像を結びそうになる。これ

もまた別の形で、オリヴィアの意識の中に存在する言表と意味とのギャップ
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が劇化されたものである。実は当惑しながら相手に調子を合わせるオリヴィ

アにとって幸いなことに、ミス・ロビンソンは他のことに気を取られて話は

他に移った。もう一つこの記述で問題になるのは、horrors!と述べているのは

誰かという問いである。about to という語句が示すように、ここでは未遂に終

わったできごとであった以上、そう思ったのはオリヴィア自身ではない。オ

リヴィアの意識に限りなく近づきながら、知識において隔たりを持つ語り手

自身の言葉であることになる。

やはり漠然とした形だが、多少とも性的な体験としては、オリヴィアがミ

ス・ロビンソンの家からの帰り道に出会うスキナー少佐の彼女への関心がそ

れにあたるだろう。会うたびにゴルフのコーチをしようという彼の執拗な誘

いが持つ性的な意味合いについて、オリヴィアは漠とした感覚しか持てない

でいる。しばらく前に、スキナー少佐がオリヴィアにいつかゴルフを教えて

あげようと申し出してくれたときはよい知らせだと思ったのに、家に帰って

報告したときの母の反応から、受け容れてはならないらしいことを知る。

Broad-minded in many ways though Mother was, for some reason she drew

the line at golf with Major Skinner; and had been quite disproportionately

annoyed when Olivia came home and announced the glad news.(p.46)

それでもまだ子供らしいオリヴィアはその some reason をはっきりと特定しよ

うとしてこなかったし、母の不快感は disproportionately に示されているように

感じている。この二つの語句がオリヴィアを母親と語り手、そして読者から

隔て、またこの三者をオリヴィアに対する同情心のある共謀関係に置くので

ある。

こうしてオリヴィアははっきり示された母の指針とスキナー少佐への同情

心との間で板挟みになり、やがて思い切って少佐にすばらしい微笑みを贈る。

She was sorry for him, because all his offering was nothing but asking ─

tentative, shamefaced, pretty sure it was no go, but never altogether daunted.

Poor old fumbling suppliant: he was getting old, he didn't have much fun. The

nice, the fresh young girls avoided him, made excuses. By this smile she

would make up to him for having to slight him.(p.49) 

オリヴィアは母が恐れる性的な含意ははっきりと認識しないまでも直観的真

実を押えてはいる。その上でいかにも彼女らしい同情心を覚えるのである。
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オリヴィアからまさに度肝を抜くような「微笑み」を贈られ、スキナー少佐

は空恐ろしさを覚えて大慌てで退散するが、それを見てオリヴィアは大笑い

する。オリヴィアとしてはスキナー少佐の慌てぶりがおかしく、成功した悪

戯を喜んでいるのである。しかし同時に無意識の中であっても、欲望の対象

となっているがゆえに持つことのできる潜在的な力による成功であることを

喜んでもいるようである。スキナー少佐への同情から発したはずの笑みであ

りながら、彼の間接的な欲望にさらされる居心地の悪さへの無意識の意趣返

しにもなっている。それはまさに境界世界にいる娘の大笑いである。

こうして見てくると、オリヴィアの幼さや純情は、それ自体として物語世

界に純粋に現前するだけではない。脅かされるものとして、あるいは常に陰

の意味を伴うものとして、意味の複層作用によっても呈示されている。陰の

意味合いを意識的にはオリヴィアは漠としたまま「否定」する。そうするこ

とによって危ういところでオリヴィアの純情さはとりあえず「救出」されて

いるのである。しかし、もちろんフロイトが主張するとおり、「否定」された

ものは消滅するのではなく、執拗に保持される。否定された意味はあくまで

語り手と読者の意識に存在するだけではない。境界世界にいるオリヴィアは

何となく釈然としないまま表向きの意味を意識の上では飲み込んでいる。だ

が、そこにつきまとう影として、その「否定された意味」はつねにオリヴィ

アと共にある。オリヴィアの子供らしさが読者が感じるギャップに依存する

ものである以上、それはオリヴィアの体験の複層的意味を読むことによって

きわどい効果としても生み出されるものである。

３

子供っぽさが前面に出ているオリヴィアもすでに自分自身の変化について、

変わりつつある自分について、一種の予感の瞬間を持つことはある。すでに

第一部の冒頭で、朝の身支度をしながら鏡に向かうオリヴィアは、これまで、

ごくまれに、異質な「自分」、別人のような自分を鏡に見出したことがあった

ことを思い出す。Nowadays a peculiar emotion accompanied the moment of look-

ing in the mirror: fitfully, rarely a stranger might emerge: a new self....(p.13)これまで

も自分の鏡に映る姿を見てきていたが、それとはまったく違う自分に出会っ
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たためである。そのときオリヴィアは鏡に映る自分の像に目を見張った。

.... this was something else. This was a mysterious face; both dark and

glowing; hair tumbling down, pushed back and upwards, as if in currents of

fierce energy. Was it the frock that did it? Her body seemed to assemble itself

harmoniously within it, to become centralised, to expand, both static and fluid;

alive. It was the portrait of a young girl in pink. (強調筆者 p.14)

鏡に映るあらゆるものが「フレーム」として鏡の中の見慣れぬ娘を取り囲

み、あたかも一つの作品のように呈示される。オリヴィアはその構図を some

grand inevitable freeing design which she both created and took part in (p.14)と呼ぶ。

発達段階と鏡、鏡と女性というテーマでは精神分析においても、性別役割

（ジェンダー・ロール）の分析においてもよく論じられる。ここでは「ピンク

のドレスを着た若い娘の肖像」とオリヴィアが名付けたその見知らぬ少女は

むろんオリヴィア自身の姿であるのだが、それは彼女が今まで自分のものと

してきた像とは異質の、一人の「他者」である。

通常ラカンの用語では、鏡像段階というのは、幼い幼児が鏡に映る「像」

を自己と同一視し、自身として引き受ける段階を指し、そうすることによっ

て、次に自己のアイデンティティを三者の関係においてとらえ確立すること

ができる。つまりそれは社会化をスタートする直前の境界の相をさす。言い

換えればその境界の相を経てはじめて、主体は構造の中で自己の位置をとり

あえず措定し、社会化の第一歩を踏み出すのである。すでに幼児期を終了し

たオリヴィアが、いわゆる「年頃」になって得た鏡の前でのこの経験は、現

実的に多くの女性が共有するであろう具体的な体験でもある。女性の第二の

社会化、すなわち定型化された「望ましい女性」「美しくあるべき女性」「眺

められ鑑賞され評価される存在」「欲望される対象」へのナルシスティックで

かりそめの同一視を通して（But hope had sprung up, half-suppressed, dubious,

irrational, as if a dream had left a sense of prophecy....Am I not to be ugly after all?

p.14）、ジェンダーアイデンティティを確立し、次の社会化への段階
ステージ

に足を踏

み入れようとしている相である。男女の非対称的な文化コードの中ではこれ

もまた女性にのみ固有の新たな鏡像段階と呼べるであろう。

少なくともオリヴィアは、今、その「力」「生命力」にうっとりし、自らも

加担している「壮大で不可避の解放的力をもつ見取り図 some grand inevitable
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freeing design」の中心をなす「他者＝自分」の可能性を、喜びを持って迎えよ

うとしている。性的アイデンティティの獲得自体は、その個人にとっては既

存社会への適応を意味し、したがってある種の高揚感・成就感・安定感を与

えてくれる。オリヴィアのこの体験は、三人称で語られながらも主体として

のオリヴィアの視点から語られ、「これは服のせいかしら」と自問するあたり

まではまさに意識の流れをそのまま記録したように見える。しかしその意味

や理由をさらに深く考え始める次のセンテンスからは、ただオリヴィアの生

の意識をそのまま記録したものとは言い難い。体験の意味を考え、手探りし

ながらその本当の意味を忠実に示そうとしているオリヴィアの意識に仮託さ

れて呈示されながらも、明らかに表現者としての語り手の意識も重なってい

る。ここで語り手の意識は女性に共通の問題を通して、オリヴィアの意識に

重なっていくようである。これこそがレマンの作品における近接感の特性で

ある。

成長し作家となった著者が、かつての疑問ともいえない疑問、同定できな

かった謎をいま再びヒロインを通して問い直しているのである。ここでオリ

ヴィアは単なる子供っぽいヒロインではなく、語り手や読者と何かを共有し

合う仲間として、同じ問いについて考える立場にいるものとしては同輩とも

なる。重要なのは、語り手は決してここで解答を与えないし、すでに了解し

た者として何かの意味に還元することもないという点である。しかもそうか

と言って単に問いを投げつけたままにするのではなく、オリヴィアの意識の

中で試行錯誤しながら解答に向かう道をあちらこちら試してみせるのである。

こうした開かれたままの問いかけはオリヴィアの独り言のような自問として

作品中に何度か登場する。その多くは、女性として現実社会の中で生きてい

くことについての自問である。

４

第二部では、第一部の子供らしい世界から、いわゆる「大人」の世界に投

げ入れられる第三部に入り込む直前の準備が描かれている。姉妹はまさにイ

ニシエーションとして、パーティー用に自らの身体を磨き、手入れし、着飾

る。鏡の前でのその込み入った過程は、あるべき女性像に自らを同一化させ

－ 36 －

境界世界としての『ワルツへの招待』



る過程である。オリヴィアにありふれた語学テキストの文句を思い出させて

しまうほど「典型的な美人」である姉ケイトは、パーティーではしたり顔の

オックスフォードの学生ピーターに‘Chaste-looking girl. Quite a nymph!

Barley-water nymph, God’(p.124)と言わしめる種類の美しさを持つ。彼女がオ

リヴィアと最も異なっているのは、あくまで信仰心を失っていない点もさる

ことながら、女性らしい美しさを演出するための細々とした身支度を何の抵

抗もなく行うところであろう。それとは対照的にオリヴィアは奇妙な抵抗感

を覚えている。All these dainty devices, so natural to Kate, seemed when [Olivia]

performed them to become unreal, like a lesson learnt by heart, but not properly

understood. Something in her fumbled, felt inharmonious, wanted almost to

resist.(p.81)

ケイトは性をめぐる社会的コードに無理なく一致し、それが「文化」では

なく、「自然」であるようにさえ見えるのに、一方オリヴィアは、姉に並ぶほ

どの容姿への自信はないだけでなく、女性らしい容姿を演出することはどう

しても身に付かないレッスンのように感じられている。第一部でほんのまれ

な出来事として鏡に見慣れぬ他者を見つけたことは確かにあったが、むしろ

基本的にはどこかそのような像に完全に一致しそうにない自分に不安を覚え、

当惑しているのである。それどころか、今鏡の前でパーティーの身支度をし

ながら、あの時とはちょうど正反対の感覚――自己が「一つの像」を結ばな

いで、まだ自分を見出せていないという感覚を覚えている。She experienced a

sudden distress of spirit, thinking in a half-conscious way that she hadn't ─ hadn't yet

found herself ...couldn't ─ could not put herself together, all of a piece.(pp.81-2)

フェミニズム批評において、精神分析が結局は既存社会への適応をのみ目

的とし、そうすることによって既存社会の価値観を保持する働きをしている

ことについて、批判的に論じられることもある。オリヴィアの悩みはたしか

に既存社会の文化コードに適応できないことへの恐れによって引き起こされ

ている。だがそれに加えて、アイデンティティの基準自体が社会の中で激し

く変化し始めている大戦後の一九二〇年においては、既存の文化的・道徳的

価値観がまだ支配力を残しつつもこれまでになく脅かされてもいる。作品中

に影を落とす「大戦」の経験によってイギリス社会自体が大きく変わりつつ

あったのだ。その大きな表れが母たちの世代とはまったく異なる高度の教育
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を受け、オックスフォードに進学するという選択肢を与えられた「著者／ヒ

ロイン」という存在そのものかもしれない。レマンは一九三二年に一九二〇

年を振り返ってその変化を生き直してみているかのようである。

自分にはどこかちぐはぐしたところがあることを意識しているオリヴィア

は、変わり者の叔父オズワルドにむかって、なぜか突然心の底の不安や当惑

を吐露してしまう。“Kate says you ought to know at once--I mean, what's right and

what's wrong. But I don't. Sometimes it seems as if those words hadn't any meaning.  I

must be unmoral. I get awfully worried.... ” カーティス夫人からは人生の敗残者

のように思われている叔父に向かって、オリヴィアは既存社会のコードを自

分の中に内面化できていない事を語り始める。そしてそのことに自分でも驚

く。それに対する叔父の助言は、決してオリヴィアの不安をうち消すような

おざなりの楽観的展望ではない。むしろ不安を裏打ちするような叔父の助言

を聞き、変化の予感と暗い未来の展望が一瞬オリヴィアの前に広がる。

こうしてみてくると、『ワルツへの招待』の世界は、牧歌的で理想的な子供

時代を後にして、大人の世界の入り口に足を踏み入れようとしている一七才

という年齢上の境界世界であるだけではない。既存の価値観が脅かされ新し

く価値観が構築されようとしているイギリス社会の境界世界でもあることが

分かってくる。そしてヒロインオリヴィアは子供の世界で教え込まれた旧価

値観をそのまま用いることはできず、かといって独自の価値観も確立できぬ

ままに、徒手空拳で、今現在の境界世界から新しい世界へと進んでいかなけ

ればならない。その意味では当然ながら、結局オリヴィアは最終的な答えは

出さないまま、ここでもこの問題を宙づりにしておく。Some time, later, I'll

think about this. It will seem important, extraordinary, upsetting. No time now. I'm

going to a dance. Let's forget it.(p.89)

まず生きることだ言わんばかりのこの方式は、いささかいい加減にも見え

るが、いずれにしても安易な解答は意味がないことは事実である。解消でき

ない多声的意味作用、還元し得ない複層的意味を誠実に保持するには、答え

は出さないまま、できるだけ忠実に、偽りなく、その矛盾も含めて記録して

おくしかない。それこそがレマンのヒロインに共通する特性である。中でも

オリヴィアは意識的にその方法をとるヒロインである。それはオリヴィアが

読み、かつ書くヒロインであることと深い関係がある。
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５

「ハレ」の舞台に赴く娘たちの盛装は、そこに参加しない周囲の者たちを

観客にする。ドレスアップした姉妹は、弟ジェームズの部屋にその姿を見せ

に行くし、長年仕えているコックも、ディナーの後、姉妹を一目見ようと廊

下に出てくる。彼らはただ美しく着飾った娘たちを見る喜びを楽しんでいる。

しかし既存社会のある「型」に合致していき、「見られ、欲しがられる結婚市

場の商品」へと完成された娘たちは、美しく着飾って他者の消費に備えてい

るのである。社会慣習とその価値観を次世代に手渡す役割を担いながら、父

親も母親は、どこかせつない思いを感じてしまう。愛情を持って育ててきた

親や周囲の大人は娘たちの成長を喜び是認しながら、市場に出すことによっ

て娘たちが外の風にさらされること、もはや自分の手を離れ、市場原理に動

かされる世界へ出ていくことに複雑な思いも覚える。パーティーに出かける

娘たちを見送りながら、自分でも分からないまま父カーティス氏の心を去来

するのは娘たちを保護したい思いである。Pretty young creatures. He was not sat-

isfied. All at once they seemed to him for some reason exposed, in need of protec-

tion.(p.95) それも無理はない。娘たちが向かう場所は「結婚市場」という競争

原理と欲望の場へと続く「ロマンスの場」であるのだ。姉妹がタクシーに乗

り込んでいよいよスペンサー家に向かって出発したとき、母親も何とか娘た

ちを守りたい思いに駆られる。At the last moment they saw their mother fly out

into the dark like a wraith, crying to Walker [the driver] to be careful on the bad cor-

ner.(p.96)カーティス夫人が最後に確認したかったのは、運転の安全ではなく、

実は市場に向かう「途上」の娘たちの安全であったのだ。

６

第三部では、姉妹が未知の世界へと踏み出すダンスの夜の出来事が描かれ

ている。見事にロマンスを実らせそうなケイトや、男性たちがその魅力に参

ってしまうマリーゴールドとは対照的に、オリヴィアは会場で華々しい成功

は収めない。むしろ傷ついた思いをする事の方が多い。招かれていたのは大

きく分けてハウスパーティーに始終出入りしている階層の人々（「羊組」）と、
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近所のよしみで呼ばれた村の人々（「山羊組」）である。きわめて柔らかな感

受性を持つオリヴィアの体験の一つ一つが、オリヴィアの意識を通して描か

れて行く中で、またロマンスが芽生え始めるケイトの意識やその周囲に時折

視点が切り替えられる中で、読み手はパーティーそのものを味わい経験して

いく。

オリヴィアがパーティーで出会った人々は、スペンサー夫人が紹介したオ

ックスフォードの学生ピーター・ジェンキン、親しい近隣の知人である陽気

なマーチン一家とその従兄弟たち、大戦の犠牲者でマリーゴールドを慕う盲

目の隣人、従姉妹エティの傲慢なボーイフレンド、そして子供時代のあこが

れのヒーローアーチーなど多様であった。中でも学生のピーターは、パーテ

ィー会場でこのような既存文化にいたたまれないほどの敵意を燃やしながら、

その急進的発言と知識人ぶった態度でオリヴィアを驚かした。オリヴィアと

彼女の家族の敬愛の的であるレディ・スペンサーのことを‘that bosomy tin-

plated dowager, yearning over us with her bowels of condescension’(p.123)と形容

して、オリヴィアの度肝を抜く。

‘Such a totally fresh point of view, so disquieting and subversive’(p.124)と驚き、

少なくともオリヴィアがまったく新しい別の視点にさらされたことは事実で

あった。もちろん今すぐそのような視点をそのまま受け容れはしない。それ

にピーターのほとんどエキセントリックな態度は、ケイトなら突っぱねてし

まうであろうし、レジーやマーチン家の一同の間ではもの笑いの種になって

いた。しかしオリヴィアは彼らに同調する気にはなれず、むしろ自分と彼ら

との間に深い隔たりがあるような気がしてならない。There must be something

shady in me too, then, something decadent. I'm different from them, though they don't

know it. She felt the cleavage, deep, uneasy. I'm not going to do the things they'll

do.(p.134)

まさに偶像破壊的な価値観を不器用に振り回しつつデカダントを気取るピ

ーターは痛ましいほど滑稽だが、オリヴィアがこれから入っていく世界の一

部をなしていることも事実である。ここでもまたオリヴィアは、既存コード

に自然に従う人々とそうできないだけでなく、そうしないであろう自分との

隔たりを自覚する。その隔たりを作るのは、一つには知性であり芸術家の本

性であるのかもしれない。いずれにしてもこの作品中ではそれは常に可能
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性・潜在性としてほのめかされて終わる。一方オリヴィアにはあくまでスペ

ンサー家への心情的なあこがれは残り続ける。外の空気を吸いに行ったオリ

ヴィアはスペンサー家の跡取り息子ロロと偶然出会う。この作品の続編とも

言える The Weather in the Streets(1936)でオリヴィアがロロの愛人となる伏線は

後から読み直した読者には充分見えるとはいえ、この作品内部では、大人の

世界への痛みに満ちた航程を慰めてくれたロロとの会話は、オリヴィアにと

って、一つの代償的な意味を持っている。このパーティーの間に、オリヴィ

アは明らかな成長を示している。その成長は恋をして大人になっていく通常

の過程とは別のもので、むしろ人間としての成長とでも呼べそうな変化であ

る。最初に会ったときにはあれほどオリヴィアを驚かしたピーターに対して

も、またとまどいながらダンスの相手をした盲目の元兵士ティミーに対して

も、二度目に会ったときには、オリヴィアは助け保護したい気持ちをもつ。

オリヴィアの弱さのもとであった他者への過度の同情心が、他者を助け守り

たいというところにまで高まり、その結果自分に対する自信が生まれたよう

である。とはいえ、パーティーの終わり頃になると疲れ果て、踊り場の隠れ

た椅子に座って眠り込んでしまうオリヴィアは、姉ケイトとは違って、もう

しばらく父母の庇護下に置かれる生活を送る娘らしさを象徴している。一方

ケイトはロマンスの道に足を踏み込み、自宅に帰ったとき、見慣れた我が家

がすべて変わって見え始めている事に気付く。

パーティーの終わった翌日、安全な港そのものである自宅の子供部屋で母

に昨夜の話をしているオリヴィアは、ある種の変化を見せている。問われる

がままに母親に昨夜の出来事をあれこれ話しながら、母には理解できないで

あろうと思われることを判断し、それは言わずにおくほどの成長を果たして

いる。自分一人で考えたいことがたくさんあると思いながら、外に出ていく

と、上空では雲が風に吹かれて、これからのオリヴィアの人生さながらに広

い野原を絡み合うように光がさし、影がおちる。人生への期待に満ちたオリ

ヴィアは、地上の微妙な光と影の絡み合いが、上空の雲と共に彼方からこち

らに向かって移動してくるのを待ち受け、その光と影の中へ駆け込んで行き、

小説は幕を閉じる。

喝采を持って迎えられた当初においても、レマンの作品は独特の美しさの
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ある「佳作」であるとされた。その後の作品についても、賞賛されつつもあ

くまで限定的な所属階層の女性の「私的」経験しか描いていない「半世界」

にすぎないという否定的評価が常につきまとっていた。フェミニズム批評の

隆盛と共に、「現実」や「世界」そのものについての評価基準の見直しがされ

てきた現在から見ると、完全に切り離された「公／私」の厳密な二分割自体

に疑義が呈されている。とくに『ワルツへの招待』は、一七才の少女の二日

間の出来事を扱っているという意味では、レマンの作品の中でも最も狭い半

世界の作品に見えるであろう。しかしいかに防御された「私的」世界に生き

ようと、ヒロインが一七才の少女に過ぎなかろうと、個人の生活は常に社会

との接触にさらされている。人間の「生」は結局は「私」が「外」と関わり

合う境界世界に生きることである。ヒロインオリヴィアのたった二日間の生

活を、様々な距離を持ちながら描く語りを通して、読者はオリヴィアの「生」

を、時に近寄り、時に遠ざかりながら共に生きる体験をする。

『ワルツへの招待』はこのようにヒロインに対するきわめて強い近接感と

遊離感を生み出しているほかに、もう一つ大きな特徴がある。すでにその始

まりが示しているようにこの作品は集約的で象徴的な構成を持っている。一

貫してリアリズムに徹しているように見えながら、同時に極限まで様式化さ

れてもいるのである。その一つの例が、登場人物の配置である。すでに複数

の指摘があるように、オリヴィアがこの二日間で、社会の縮図とでも言うべ

き各階層の人々との出会っている（Lestourgeon 及び Symons）。その意味でそ

れぞれの登場人物は所属社会階層の象徴にもなっており、したがってこの小

説世界は「半世界」どころか英国社会全体の縮図となっているのである。

そしてこれまで指摘されてきていないが、さらに興味深いのは、「読みかつ

書く」ヒロインのオリヴィアという特異なキャラクターを通して、この作品

が読む行為と書く行為についてのメタフィクションにもなりうる点である。

オリヴィアが子供部屋で夢中になって David Copperfield を読みふけっている

下りは、オリヴィアのナイーブさを示すとともに、この作品を今読んでいる

読者の読書行為と重ね合わせることもできる。様々な体験をして成長してい

くオリヴィアの物語を読んでいる読者の体験が、読書中のオリヴィアの体験

として劇化され重ね合わせられるのである。同じくオリヴィアがその後で日

記を書いているシーンは、オリヴィアの二日間の体験を書いている著者の姿
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に重ねられる。オリヴィアが書いている日記の文はつたなく幼いものである

にせよ、それは象徴的には、二日間のオリヴィアの体験や気持ちを丹念に記

録し、その意味について問いかけていくこの作品に重ね合わせられるだろう。

レマンは晩年に出したアルバム集の序文の中で、自分がこれまで日記を付

けてこなかったことを残念に思うと記している。確かにもしレマンの日記が

あれば、作品に新たな光が投げかけられる事もあるかもしれない。しかしレ

マンの作品では、彼女自身が深く心に感じたことや問いかけた問題が様々な

ヒロインや登場人物に仮託して描かれている。日記に見出されるような様々

な出来事や観察・考察が本質化され凝縮された形で示されているという意味

では、レマンの最上の自伝となり日記となっていると言えるだろう。そして

『ワルツへの招待』は、自らの孤立性をはっきりと意識し引き受けるという意

味で、まさに作家としてのレマンの自我の確立が始まる直前の境界相を記し

た記念碑的な作品となっているのである。
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