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「僕の心は女だ」 

―F.Scott Fitzgerald 研究余滴（３） 
 

永 岡 定 夫 
 

 

 1935 年のこと、F. Scott Fitzgerald（以下、書名を除き FSF と略記）は自分のライ

フ・サイクルは「飲酒とセックスと仕事」だと述懐したという。(1) 本稿は従来タブー

扱いされがちだった、この作家のヰタ・セクスアリスに論究することを予め断って

おきたい。彼は同年 5 月、ノースカロライナ州 Asheville の Grove Park Inn で一夏を

過ごした。いわば一種の逃避行だが、この地でも微妙な人間関係を経験している。

先ず Laura Guthrie Hearne,この時期同ホテルでジプシー姿をして「手相見」を営んで

いたが、FSF の早速の求愛を躱して、秘書かつ「聞き役」を勤めた。コロンビア新

聞研究科大学院出身で、かねて作家志望だったところから、当時の克明な記録を日

記風に残している。（2） Tony Buttitta、姓からも分かるようにイタリア系二世、近く

のGeorge Vanderbilt Hotelのアーケードで貸本屋を経営、お手のものの本の見返し（白

紙）に FSF の発言をメモ、後年回想録に纏めた。(3) その回想録に、‘Lottie’という仮

名で終始登場する高級コールガール、FSF にとって性の「メンター（よき師）」であ

る。そして、FSF が最晩年の愛人 Sheilarh Graham に語ったと伝えられる、「妻 Zelda

のことを初めて忘れさせてくれた女性」Beatrice Dance との出会いと情事。(4)  

Ⅰ 

 本稿のタイトルの出典は上記のハーン女史の問い掛けに応じた FSF の答え。その

前後は以下の通り―― 

 

「何故この僕に小説が書けるのか、自分にも分からない。僕の中に何があるのか、つま

り筆を手にしたとき思いつくもののことだが、それも分からない。僕は半分、女だ――少

なくとも、僕の心はそうだ」(I don’t know why I can write stories. I don’t know what it is in me or 

that comes to me when I start to write. I am half  feminine--that is,my mind is.)――that is は
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Andrew Turnbull の付記 斜線部は引用者 

 

 伝記者の Andrew Turnbull はこの言葉を引用してから、付けて「リルケやロレンス

の場合と同様、フィッツジェラルドの女性的な傾向、つまり、はなはだしく繊細な

感受性はその芸術家としての才能の解明に資するところが大きいが、彼は決して柔

弱ではなかった。性欲は正常だが、強い方ではなかった。彼の場合、強い性的動因

は美と創造へと調節されていたし、一方、その性質の破壊的な側面は飲酒に捌け口

を見出したのだと言えるかもしれない」と論評している。(5)  

 さらに FSF はセックスに係わる表現には極めて神経質で、『偉大なギャツビー』

では「トム・ビュキャナンと野卑な情婦との性交渉さえ暗示するにとどまっている」

とし、『夜はやさし』（1934 年、初出版）でも発表後、作者自身「後悔先に立たずの

思いをしたのはディック・ダイヴァーが（不倫を犯した）ニコルと相手に向かって

口走ったあてこすり――“I never did go in for making love to dry loins.”〔Bantam Books, 

1950 p.340〕(あそこが乾いていたら、僕はその気にならなかったな）〔第 3 部 9 章〕

の一行であって」いわゆる「決定版」（1951）では作者の意を汲んだ Malcolm Cowley

の校訂で削除されている。（近年のどちらの版自体をよしとするかの論争は別の問題

である。） 

 ちなみに私事にわたるが、ターンブル原著のこの伝記を翻訳したとき、FSF が病

妻に宛てた手紙（1940 年 8 月 24 日付））、娘 Scottie のことを「なかなかしっかりし

たところのある、とてもいい子になったよ」と知らせた箇所は共訳者との妥協であ

る。原文は “...an awfully good girl in the broad fundamentals”で、けだし、これを精神

的な意味での基本的資質においてと解するか、‘broad shoulders’（広い肩幅）の用例

のように「細腰」とは逆の健康的な腰付き（成長ぶり）を連想するかの違いであろ

う。 

 しかも、もっぱら精神性を強調するたぐいの見方は上記（注4）とも関連するが、

Scott Donaldson の所説あたりから変容してきたように思える。このことを強く意識

させられたのは、Matthew J.Bruccoli が編纂した随想集 The Notebooks of F.Scott 

Fitzgerald（1980）に偶々次の一行を見出したからである、登録番号は 1390。言うま

でもなく Edmund Wilson 編集の The Crack-up（1945）の“Rough Stuff”の項目には所収

されていない。 
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My mind is the loose cunt of a whore,to fit all genitals.(6)  

 

あえて意訳すれば「僕の心は売春婦の、いわゆる太平洋並みで．．．｣となり、創

作の心構えの包容性を謳ったにせよ、いかにもきわどい比喩だが（いつ書き残され

たかは不明）、すでに引用した「少なくとも僕の心は女だ」の言葉と、どう繋がるの

だろうか。 

Ⅱ 

 検討に入る前に、関係資料を年代順に挙げておこう。ハーンの「日記」（“A Summer 

with F.Scott Fitzgerald”として 1964 年、Esquire 誌 12 月号に掲載）、ターンブルの伝記

Scott Fitzgerald (1962、ハーンの「日記」の現物を参照か)、ブティータの After the Good 

Gay Times--Asheville - A Summer of ’35 A Season with F.Scott Fitzgerald (1974)｡ブティー

タは FSF より十一歳年下で、一時期 Contempo〔rary〕にも関係した文筆好きだか

ら、前記の文献以外にもThe Crack-upやヘミングウェイ遺作のパリ回想録A Moveable 

Feast（1964）等を下敷きにしており、おそらく潤色部分もかなりあろう。（ちなみ

に、その直話を国際会議で再度聞いたことがあるが、概して旧著の域を越えるもの

でなかったように思う｡(7) なお題名の『よき時代を懐かしんで』の主体は無論ブティー

タではなく FSF である。 

 ブティータによれば、FSF の初印象は―― 

 

 He was a physical,emotional, and financial bankrapt. He smoked and drank steadily, but ate very 

little; he took pills to sleep a few hours....Often when I saw him he cried, suddenly, as if he were an 

overwrought,indulged child.(8)  

であって、要するに借金をかかえて心身共にピンチにありながら、酒と煙草は手放

さず、食も細く、睡眠薬を常用し、時には疲れ果てて甘えん坊のように泣き出すこ

とがあった、というのである。 

 ブルッコリーによって実名 Beatrice Dance と明らかにされるまで仮名扱いになっ

ていた（ハーンの「日記」では‘Gloria Dart’、ブティータの回想記では‘Rosemary’)

情事の相手はテネシー州Memphis 出身の裕福な人妻で、妹の保養に付き添ってきて

同じ Grove Park Inn に滞在していた。子持ちだが、六歳年下の金髪美人、どもり気

味なところが格別魅力的だったらしい。FSF と識ると、先ず『偉大なギャツビー』
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に親しみ、『夜はやさし』を読んでは自分と作中人物の Rosemary Hoyt を同一化した。

（それかあらぬか、FSF はブティータとの会話では「ローズマリー」と呼んでいる。）

二人の関係は進み、ビアトリスはあるいは彼に「駈け落ち」を求め、あるいは 4 万

ドルの借金の肩代わりと妻子への月々の仕送りまで提案したが、FSF もジゴロ（ひ

も）扱いは遠慮した。この間には様子を見にきた夫を交えて歓談したあと、その面

前で彼女に「お休み」のキスをしたこともあった。 

 さすがに一度はホテルを立退くつもりでブティータに案内させて止宿先を探した

が、その一軒、かねて知り合いの作家 Thomas Wolfe の生家で、家主の母親の言動が

余りにも自分の母親を連想させたので嫌気がさしてしまう。一般に、父親が無気力、

甲斐性なしで母親が支配的な家庭では、男の子はとかく女性化されがちというのが

精神分析学的な見方だが、ここでブティータは FSF について、その生い立ちに触れ

ている。本稿では特に論じないが、このような見方はゼルダとの夫婦関係において

も、多分に当てはまるところがある。FSF は無意識的には支配的な女性に愛着した

が、現実に支配されることは拒み、「この世界は男性のものだ。賢明な女なら、みん

な男のリードに従っている」とまで強がりを口にしている――こうした言い分は単

にFSFだけでなく同時代のフォークナーやヘミングウェイについてもいい得ること

だが。 

 ここで筆を元に戻そう。その後もビアトリスとの関係は続き、遂にもともと情緒

不安定な妹は義兄に隠し切れず錯乱状態に陥った。すぐさま夫が San Antonio から

家庭医と共に駆け付け、ビアトリスは妹共々連れ戻された。彼女自身は諦め切れず、

一時は狂乱状態になったあげく入院、自殺まで図ったこともあるという。“It is easy to 

be loved, so hard to love.”という FSF の所感をブティータは記録しているが、彼にし

ても罪の意識は強く、潮時と見て、いささか残酷にも彼女の手紙への返書に、けっ

きょく出さずじまいになったものの、入院中のゼルダからの手紙を同封しようとさ

えした。しかしブルッコリー編纂の書簡集には、この先 1938 年までのビアトリス宛

ての手紙が数通収録されており、ことに翌年 1936 年 9 月 15 日付の手紙では、ホテ

ルのプールで飛込みをして失敗、肩の骨を痛め、その後さらに浴室で転んで関節炎

に罹った経緯を事細かに書いているなど、己れの日常を逐一聞いてもらえる相手、

それも女性を必要とした彼の側面を物語って余りあろう。( 9 )  
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Ⅲ 

 同じことは、ほぼ同時期に交渉のあったコールガールの‘Lottie’についても言える。

二匹のプードルを伴い小脇に本を一冊抱えて散策しては人目を引くのが常で、その

本もアクセサリーとしての意味しかなかったのだが、時折ブティータの書店に立ち

寄っていたのが奇縁で、むしろ FSF の方から紹介を望んだ。娼婦についての創作の

ネタ探しが本音だった向きもある。 

 ところが、いざ会ってみると、彼はロティーを自分のヰタ・セクスアリスの聞き

役にしてしまう――大学時代も、性病を怖れたのと、セックスは汚い罪深いものと

する道徳的抑制から、友人たちのようにはウェイトレスやあばずれ娘や安物雑貨店

員に近づかなかったし、週末の娼婦買いにも同行しなかったこと、ゼルダが初めて

の女性だったこと(10)、そのゼルダが「あなたのは小さくて、私にしろ誰にしろ女を

満足させることはできない」と言ったが、なぜ彼女はあんなことを言ったんだろう？ 

等々。「では、その代わりどうしたの」というロティーの反問には押し黙ったまま。 

 このやり取り、十年前のパリでヘミングウェイに同様の質問をして「女が男を破

滅させるために、よく使う手さ」と説得された経緯を思い出させる―― 

 

“Forget what Zelda said....Zelda is crazy. There is nothing wrong with you.  Just have a little 

confidence and do what the girl wants. Zelda just wants to destroy you.”（下線は引用者） 

 

ヘミングウェイの遺稿集の一章 “A Matter of Measurements”に見える評言で人口に膾

炙しているほどだが、ロティーが「あなたは十人並みよ、女を満足させるのはサイ

ズではなくて...」とゼルダのことを口にしかかると、FSF はいきなり彼女を娼婦呼

ばわりして平手打ちしたという。それほどゼルダの呪縛が強かったとも言えようが、

しかし、このエピソード自体、あるいはヘミングウェイのパリ回想録を踏まえた、

ブティータの潤色がなされているのではないか。 

 後日、ロティーがブティータに洩らしたところでは、FSF は早漏の気味があって、

それを青少年期の自慰行為によるものと思い込んでいたらしい。また黒人女性を相

手にしたことは？と聞いて、頑なに返事を拒まれたとき、ロティーは直観的に嘘を

見抜いて、彼女自身、白人の血は 4 分の 3 に過ぎないと打ち明けたという。 

 ある時、FSF は体の至るところに発疹を発見した。てっきりロティーから伝染さ
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れたものと決め込み、無垢なビアトリスにも災いを及ぼしたのではないかと不安に

駆られて、別の町でワッセルマン反応を調べた。発疹は、実は神経を静め不眠症対

策として常用していた睡眠薬の副作用だった。かつてその種の「病気ナシ」の「健

康証明書」まで求められたロティーこそ、いい迷惑至極だったろうが、冗談めいた

言い方が許されるなら、彼女のおかげで「禁じられた快楽」と思うことなくセック

スを楽しめそうだと述懐されているところから推せば、以てよしとすべきか。 

Ⅳ 

 本稿の冒頭で、FSF が自分のライフサイクルは「飲酒とセックスと仕事」だと語っ

たことに触れた。「酒」については、以前にもこの後も節酒ないし禁酒を幾度か試み

ている。「セックス」の場合、ドナルドソンの説くところによれば、この夏ビアトリ

スやロティーのほかにも、ニューヨークに出かけた折りに、Bert Barr とMargaret Case 

Harriman とそれぞれ情を通じている。(11) 「情事は自分を（病）妻から解放してく

れるようだ」とはロティーに述べた所感だが、いちがいに今日的感覚だけで彼を非

難するわけにはいくまい。ハーンに向かって彼は言う――“I am an intuitive introvert. I 

take people to me and change my conception of them and then write them out again. My 

characters are all Scott Fitzgerald. Even my feminine characters are feminine Scott 

Fitzgeralds.”(12) （僕は直観的な内向性の人間だ。心の中で人々を思い浮かべて、そ

の人たちに対して持っていた概念を変えてしまう、それから彼らを表現し直す。だ

から、僕の小説に登場する人物は、これすべてスコット・フィッツジェラルドだ。

ヒロインたちからしてスコット・フィッツジェラルドの女性版だ。下線は引用者）と

すれば、すでに引用した二種の「僕の心は」云々は（一つは比喩としても、きわど

いが）、これまたすでに指摘したごとく創作に携わる者としての心情の「包容性」を

強調したかったのではなかろうか。「仕事」に関しては、この「不毛の一夏」（“a wasted 

summer”）を償うべく、すぐれた自己告白的なエッセイ「崩壊」を書いたのは、そ

の年 11 月であった。 

 

 性的な語句を含む引用文やその試訳も多く、紀要論文としてはどうかと思うほど、

本稿は書きにくかった。けっきょく、何を書こうとしたのか――しばしば誤解され

がちだが、FSF は決して単にピューリタニックなロマンティストではなく、そこに

また彼の人として作家としての悩みがあったのではないか、と言うことに尽きよう。
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しかし「フィッツジェラルド研究余滴」シリーズと銘打った以上、一度は触れざる

を得ないテーマであることを諒としていただければ幸甚である。 

(2000 年 9 月) 

注 

(1) Buttitta, Tony, After the Good Gay Times--Asheville-Summer of ’35  A Season with F.Scott 

Fotzgerald. New York:The Viking Press,1974,p.144. 但し次の(2)では』“My life has a 

cycle--work,drink,love. ”(p.235)となっている。 

(2) Hearne, Laura Guthrie, “A Summer with F. Scott Fitzgerald”, Esquire LXII (December 

1964) Matthew J. Bruccoli の序文付き、約 60,000 語の日記風手記。掲載誌の体裁上、

所々に広告を挟んで pp .160-295 に亘っている。但し、Buttitta を Battitaと誤記。 

(3) Buttitta,op.cit.xi,et al. 

(4) Donaldson, Scott, Fool for Love: A Biography of F.Scott Fitzgerald. New York: A Delta 

Book,1983.p.133,et al. 

(5) Turnbull, Andrew, Scott Fitzgerald. New York: Scribners, 1962, p.262. 出版年次が前後し

ているが、末尾の“sources”に Hearne の名が明示されているように上記(2)を踏まえ

ていることは確か。但し、(2)からの引用はかなりフリ－で、例えば注(12)は(2)の二つ

の文章の合成である。 

 なお村上春樹『バビロンに帰る』（中央公論社、1996）によると、著者は(2)をニュー

ヨーク市立図書館で読み(1)を古本屋で入手して、現地を訪れたという。その労は多

とすべきだが、あえて一例を挙げれば(1)が『華麗なる時代の後に』と訳されいる。

この after は T. S. Eliot の‘After Strange Gods’のように「...を追って」「...を求めて」の

意で、しかも本稿で指摘したように、その主体は FSF であろう(cf. Buttitta,op.cit.p.16  

“...and (he) longed for...”) 

(6) Bruccoli,J.Matthew (ed.) The Notebooks of F. Scott Fitzgerald. New York & London: A 

Harvest Book, 1980, p.213. 

(7) 第 5 回国際会議（2000 年 7 月、ニース大学）には不参加。 

(8) Buttitta, op.cit., “Foreword”, et al. ちなみに著者を FSF は“companion”としてだけでな

く“a sounding board for his ideas”として付き合っていたようで、記述のように必ずし

も一級資料とは言い難い点もある。 

(9) Bruccoli, J. Matthew and Margaret M. Duggan (eds.) Correspondence of F.Scott Fitzgerald. 
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New York: Random House, 1980, p.419 et al. 

(10) Mellow, James R., Invented Lives:F. Scott and Zelda Fitzgerald. Boston: Houghton Mifflin, 

1984, pp.80-84 によれば FSF の初体験は 1919 年秋（相手は滞米中の英国女優かつ歌手

の Rosalinde Fuller)。 

（11) 帝京大学文学部紀要 英語・英文学第 29 号（平成 10 年）pp.61-62 でやや詳しく

記述。 

(12) Turnbull, op.cit., p.259. 

 

前稿（帝京大学文学部紀要 英語・英文学第 32 号）『「灰の谷」考』で未詳としたEddie 

Cantor は日本では「勘太」と愛称された歌手・喜劇俳優（青木信義・山梨大学名誉教授

による）。 


