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テ ネ シ ー ・ ウ ィ リ ア ム ズ の 短 編
「未亡人のホリーさんの身に起こった奇跡」
における人間の真実と生き方の文化

ホリーさんの現実と夢の交錯を中心として

岡　田　春　馬　

　　

　テネシー・ウィリアムズ（Tennessee Williams,1911～83）の短編集『堅

菓』（Hard Candy,1954)に収録されている「未亡人のホリーさんに起こっ

た奇跡」（“The Coming of Something to the Widow Holly”）において

は、未亡人であるホリーさんに、まるで、青天の霹靂のように起こった奇

跡が、中心テーマとして取り上げられている。従って、この奇跡が起こる
ひ

に至った過程を検証することは、延いては、この作品の本質究明と同時に、
つな

人間の真実と生き方の文化の究明にも繋がるものと、私は考えるのである。

1 　未亡人のホリーさんが下宿屋の女将となった経緯

　そもそも、下宿屋となった家は、ホリーさんが結婚当初ホリー氏

（Mr.Holly）と住んでいた家であるにもかかわらず、当時の特別懐しい想い

出などはないようである。これは、次の引用で分かる。

　She had an impression, however, that this was a house where she

had lived as a bride. （p.165）

　「しかし、ホリーさんには、この家は、どうも、花嫁のころ住んでいた家

であるというような気がした。」

常識的に考えれば、これは異常である。だが、このような異常が異常でな
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かぎ

くなった原因には、それ相当の訳がある筈である。この原因を解明する鍵

としては、次の引用が挙げられる。

　There had been, she also believed, a series of more or less

tragic disappointments, the least of which had been Mr.Holly's

disease.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （p.165）

　「考えてみると、ホリーさんの人生は、いままでは、多少悲しい失望、落

胆の連続であったようだが、その中で一番小さいのが、ホリー氏の死で

あった。」

くつが

　このようなホリーさんの回顧は、普通世間の常識を覆すものである。更

に驚くべきことは、ホリーさんには〈もはや、ホリー氏のファースト・ネ

イムをも思い出すことができなくなってしまっている〉（“…,whose first
さ

name she could no longer remember,” p.165）ということである。然り

とて、この作品の中では、ホリーさんとホリー氏との関係については、何

らの言及もないが、2人の関係を知る手掛りとして、まず、イザベル・ホリー

さん（Isabel Holly）自身は、終始一貫して〈上流階級に生まれ育ったこ

とを示す、上品さと言うか気品を備えた女性〉（“a woman of gentle birth

and breeding" p.166）であったということが挙げられる。いっぽう、ホ

リー氏に関しては、作品の中ではまったく言及されていないのであるが、

彼という人間を知る唯一の手掛りは、彼が遺していった〈遺品〉（“relics”

p.176）である。して、その〈遺品〉なるものは、現在では〈すべて、がら

くたの遺品として、巨大な焼却炉の中や側に、山積みにされたままになっ

ている〉（“all of this reliquary truck was now heaped inside or

beside the giant incinerator.” p.177）状態である。

　ここで、我々読者にとって、不思議と言うか、異様に思われるのは、遺

品の内容である。これを引用で示すと、次の通りである。
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　“…,his stomach pump, the formidable bearded photograph of his

mother in her daredevil outfit, the bucket of mutton tallow he

greased himself with thrice weekly in lieu of bathing, the 970-

page musical composition called Punitive Measures which he had

striven tirelessly to master upon a brass instrument of his own

invention”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（pp.176～177）

あごひげ

　「胃ポンプ。大胆な服装をした母親の、顎髭を生やした恐るべき写真。ホ

リー氏が入浴の代りに、週3回身体に塗った羊脂を入れるバケツ。ホリー氏

が自分自身で考案し、金管楽器でうまく吹こうと、飽くことなく（根気強

く）、懸命の努力をした、あの〈刑罰の旋律〉と呼ばれる970ページの楽曲。」

　上記の引用で示された、ホリー氏の遺品によって象徴される人物と、イ

ザベル・ホリーのような、上品にして、繊細な淑女の組み合わせを考える

と、両者は、まさに、水と油といった不似合いな感じがするのである。従っ

て、恐らく、イザベル・ホリーにとって、ホリー氏との結婚生活は苦悶と
さ

忍従の日々であったであろうと想像される。然りとて、イザベル・ホリー

は夫を捨てて、家を出る訳にもゆかず、悶々たる日々を送っている間、心

の奥底には、つまり、潜在意識の中では、秘かに白馬の騎士を夢見ていた

であらうと想像される。

　ところで、イザベル・ホリーは夫から〈十分な信託資金〉（“an adequate

trust fund” p.165）を遺産として、残してもらったにもかかわらず、敢

えて、遺産で細々とながらも悠々自適に暮らすといった、いわゆる未亡人

の生き方を捨てて、ニュー・オーリンズの〈バーボン通り〉（“Bourbon

Street” p.165）にあった家には、下宿人と称する連中を住まわせ、自ら

は、下宿の女将として生きる道を選択したのである。
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2 　下宿屋での内紛

　下宿屋開業当初は順調であったが、近頃では、下宿代の支払いがだんだ

んと少なくなってきて、現在では、下宿人が、実際には、居候みたいになっ

てしまった。しかも、下宿人の数もだんだん減ってしまい、現在では、な

んと、たったの3人になってしまった。その3人というのは、〈2人の中年の

オールドミスと80才代の独身男性1人〉（“two middle-aged spinsters and

a bachelor in his eighties.” p.166）であった。しかも、この 3人の

仲が非常に悪かった。例えば、この 3人が階段とか廊下、あるいは、バス

ルームのドアのところで顔を合わせたりすると、きまって、何等かの口論
こわ

が起こった。また、バスルームのドアの差し錠などは、絶えず毀されてし

まうので、その都度、修理はされたが、その後また毀されるという始末で

あった。従って、そこら辺にガラス製品を置いておくことはできなかった。

そこで、ホーリー夫人は、とうとう、持ち運びができる備品は、いっさい、

アルミ製のものにした。しかし、アルミ製品は確かに丈夫ではあるけれど

も、それが他のものに当ると、かなりの危害を与えることにもなった。従っ

て、しばしば、〈3人の恐るべき下宿人の1人〉（“one of terrible three

tenants” p.166）が、朝、頭に血で汚れたホータイをぐるぐる巻きつけ、
は

口は打撲傷で腫れ上がったり、あるいは、目のまわりに黒あざを作ったり

して、現れることがあった。こういった事情から考えてみて、少くとも、3

人のうち1人位は、この下宿から出て行くということが、当然あり得ること

と考えられたが、しかし、3人の頭には、そういった考えは毛頭なかった。
ひる

それどころか、3人とも湿気の臭いがするそれぞれの部屋に、まるで〈蛭〉

（“leeches” p.166）のようにしがみついていた。しかも、3人はいずれも、

くだらないもの、例えば、瓶の蓋、マッチ箱、アルミ箔の包み紙等を集め
かび

て、部屋の黴臭い壁のまわりに積み上げたりしているところを見ると、引

越しの気配など、微塵たりとも感じられなかったのである。
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3 　極悪の下宿人コッブ氏の乱行　

　3人の下宿人の中で、誰が一番悪いかということは言い難いのであるが、

80才代の独身男性が〈イザベル・ホリーのように、家柄もよければ、育ち

もいい女性〉（“a woman of gentle birth and breeding as Isabel

Holly” p.166）にとっては、厄介この上ない存在であった。この男はいろ
しびれ

んな人から、多額の借金をしていたために、痺を切らした債権者達は、こ

とに、ここ2、3年はしょっちゅう借金の取り立てにやって来た。しかも、

彼らは昼間だけでなく、夜寝静まった夜中にも、あたり構わず、下宿屋に

踏み込んで来た。ホリーさんの下宿屋は〈古いフレンチ・クゥオーター

（“Old French Quarter” p.167）の中でも、安居酒屋とか、飲み屋がいっ

ぱいある所にあったので、大酒飲み連中揃いの債権者達は、夜遅くバーか

ら締め出されると、酒の勢いで、〈この80才代の隠遁者〉（“This octoge-

narian recluse” p.166）に対する情容赦のない包囲攻撃を再開するので

あった。そんな時には、債権者達はベルの音を大きく鳴らしたり、ドアを

どんどん叩いたりしたのであるが、そんな時、もしも〈80才代の隠遁者〉が

応待に出ないような場合には、それこそ大変で、いろんな種類の飛び道具

が、窓ガラスの中で、シャッターが降りていない所とか、きちんと閉まっ

ていない所から投げ込まれた。ニューオリーズでは、時々、天気が非常に

いい日があるが、そんな時には、債権者も大した騒ぎを起こすことなく、

時々、ドアの所から借金請求書を見せたりするだけで、その後は、静かに

引きさがって行った。しかし、天気が悪い時は、それに比例するかのよう

に、債権者達の言葉も、乱暴を極めた。従って、ホリー夫人などは、可愛

そうに、天気のよくない日は、両耳を両手で押える習慣ができてしまって

いた。葬儀屋の中で、特別ひどいのは、葬儀屋の代表格であるコブ（“Cobb”

p.167）という職人であった。この男は英語の最悪の形容詞を大声で、しか

も、熱狂してくると、繰返し、繰返し怒鳴る癖があった。この男に対抗で

きるのは、中年のフロレンス（“Florence” p.167）とスージー（“Susie”

p.167）の2人だけであった。この2人が力を合わせれば、コブを追い払う



－ 68 －

テネシー・ウィリアムズの短編「未亡人のホリーさんの身に起こった奇跡」における人間の真実と生き方の文化

ことはできたが、ただし、それには手櫂が毀れるといった犠牲もつきもの

であった。未亡人のホリーは、たったの1度だけ、職人のコブと80才代の

独身の下宿人との、実に聞くに堪えない喧嘩のことに言及したことがある

が、その際、彼女はびくびくして、老人に、友達との間に何らかの和解が

できないものかと聞いたことがあった。すると、老人は〈わしが死ぬまで

は、絶対にあり得ないね〉（“Not till I'm dead, he told her.” p.168）
の

ときっぱりと言い退けた。
かんおけ

　それから、老人はおよそこの世で手に入れることができる棺桶の中で、

最高のものの特製を注文したと話した。ところが、訳のわからぬコッブ氏

が、その代金の支払いを、死ぬ前に済ませて欲しいと言ってきたと言い、し

かも、このコッブという男は、俺のことを不死身であるとでも思っている

ようだが、実は、医者の診断によると、俺の平均余命は辛うじてあと87年

なんだとも言うのである。これを聞いたホリー夫人はびっくりした。彼女

は生来穏かな性格の女性であったけれども、もうすんでのところで、いっ

たい、そんなに長い間、この下宿に居続けるつもりかどうかを尋ねるとこ

ろであった。ところが、丁度その時、フロレンスだか、スージーだか、はっ

きりと見分けがつかなかったが、寝室のドアを開けて、頭を突き出し、〈こ

んな馬鹿げた騒ぎ、絶対、止めさせなくっちゃいけないわよ〉（“This awful

disturbance has got to stop!” p.168）と怒鳴った。そのフロレンスと

もスージーとも見分けがつかぬ女は、自分の要求を強調するために、アル

ミニュームの洗面器をホリー夫人と老人がいる方向に投げつけた。すると、

それは、棺桶を注文した男の頭を外れて、ホリー夫人の胸にまともに当っ

てしまった。80才代の老人の頭は七重にも八重にも、フランネルでぐるぐ

る巻きにされ、更に、湿ったボール紙が当てられていたので、かりに洗面

器が当ったにしても、それによって打撲傷を負うということはまずなかっ

たし、また、油断の隙を狙われるということさえなかった。しかし、イザ
こら

ベル・ホリーは痛みを堪えながら階段を降りて、彼女のいつもの避難所で

ある地下室に逃げこんだ。ホリーはふと後を振り向くと、なんと逞ましい

老紳士が手摺から、1 本の木の柱をぐいと引き抜いて、フロレンスだか、
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スージーに向って、葬儀屋が使っていたのと全く同じ、2度と繰り返すこと

のできないような、ひどい言葉を浴びせかけていたのである。

4 　形而上学者ローズ氏登場

イザベル・ホリーはバーボン通りに面するドアの下に〈困った問題があれ

ば、形而上学者A.ローズに相談されたし〉（“FOR PROBLEMS CONFER WITH

A. ROSE, METAPHYSICIAN!” p.169）と書かれた名刺が差し込まれている

のを見つけた。その時、ホリーは藁をも掴む思いで、名刺に書いてあった

形而上学者のところにすっとんで行った。すると、その形而上学者はホ

リーが来るのを待ち受けている様子であった。ホリーが早速にも相談をも

ちかけると、老人（形而上学者）は眼鏡を外し、元帳を閉じて、〈ホリーさ

ん、実は、あなたには、これから数奇な運命が起ころうとしているんです。

あなたは、別の宇宙の、とある星から、この地球上に移住させられた、あ

なたと同じ種類と性格の人の中では、最初の方なんです〉（“My dear

Mrs.Holly, he said, the fact of the matter is that you have a very

unusual destiny in store. You are the first of your kind and

character ever to be transplanted to this earth from a certain

star in another universe!” p.169）と言うのである。これを聞いたホ

リー夫人はびっくりして、〈運命の結果としては、いったい、どういうこと

が起こるのでしょうか〉（“And what is that going to result in?”

p.170）と尋ねた。すると、形而上学者であるコンサルタントは、ホリー夫

人に、極めて重要なる助言をする。これを引用で示すと、次の通りである。

　Be patient, my dear. Endure your present trials as well as you

can. A change is coming, a momentous change, not only for you but

for practically all others confined to this lunatic sphere! （p.170）

　「ホリーさん、この場合は、辛抱が肝心です。今回の試練に対しては、で
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きるだけ一生懸命に耐えることです。あなたにとってのみならず、実際に

は、この狂気の地球に監禁されているすべての人達にとって、変化、それ

も重大なる変化が起ころうとしているのです。」

　上記の引用で分かるように、コンサルタントはホリー夫人に対して、い

わゆる忍耐の哲学の重要性を強調したのである。

　ホリー夫人は形而上学者から、重大な事件が起こるということを予告さ

れたにもかかわらず、家に帰ると、間もなく〈この面会のことなど、過去

におけるすべてのことと同様に、ほとんど完全に念頭から消えてしまった〉

（“…this interview, like everything else in the past, had faded

almost completely out of her mind.” p.170）のである。というのは、

彼女にとって〈過去の日々というのは、現在という光に曝されると、だん

だんと消えていってしまう、不鮮明で、ぼやけたフィルムのネガのような

ものであった〉（“The days behind her were like an unclear, fuzzy

negative of a film that faded when exposed to the present.”

p.170）からである。こういった訳で、下宿屋の中で、実際、深刻な問題が

次々と起こることになる。

5 　フロレンス・ドミンゴとスージー・パトンとの喧嘩

　フロレンス・ドミンゴ（“Florence Domingo” p.170）には、1人のおば
しんせき

あさんの親戚がいた。このおばあさんは月に1回位、フロレンスの所にやっ

て来た。その際、彼女は、フロレンスが何かしら相当価値のあるものをプ
むな

レゼントしてくれるんじゃないかという、いつもながらの空しい希望を抱
から

いて、空の紙袋をもってきた。この極貧の親類のおばあさんは、まるで、〈柵

の棒〉（“a fence pole” p.170）のように金聾であったので、フロレンス

との会話には、大声を張りあげなければならなかった。2人の会話は、大体

において、ホリー夫人の下宿屋の住人に関するものであったので、このお

ばあさんが来ると、いっぺんに、下宿屋内での平和な空気が乱されてし
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まった。

　ところで、フロレンスと仲が悪いスージー・パットン（“Susie Patten”

p.171）には、来客というものがさっぱりなかったので、このことが、2人

の会話の種になった。もちろん、このような会話は、スージー・パットン

を激怒させたばかりか、逆情させて、復讐に駆りたてることになったので

ある。2人の会話の内容を引用で示すと、次の通りである。

　How is old Susie Patten?  the cousin would shriek.

  Terrible.  Same as ever, Florence would shout back.

  Does she ever go out anywhere to pay a call?  the cousin would

ye l l .

  Never, never!  Florence would reply at the top of her lungs, and

nobody comes to see her!  She is a friendless soul, completely

alone in the world.

  Nobody comes to see her?

  Nobody!

  Never?

  Never!  Absolutely never!　　　　　　　　　　　　　　　 （p.171）

　〈例のスージー・パットン、近頃は、どんな塩梅なの〉と、おばあさんが

甲高い声で言う。

　〈ひどいもんよ。あい変らずよ〉と、フロレンスが叫び返す。

　〈訪問でもするために、どこかに出かけたりするの〉と、おばあさんが叫

ぶ。

　〈とんでもない、そんなこと、ぜんぜんないわよ〉と、フロレンスはあら

ん限りの大声を張りあげて答える。〈それに、誰1人として、彼女に会いに

来る者なんかいやぁしないわよ。友達なんて、1人もいやしないわよ。全く

の孤立無縁だわ〉

　〈彼女に会いに来る人、誰もいないの〉
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　〈誰もいやしないわよ〉

　〈本当に、誰も来ないの〉

　〈誰も来やしないわよ。まったく、全然よ〉

　さて、おばあさんが帰ろうとして立ち上がると、フロレンス・ドミンゴ

は、いつも、〈さあ、目を閉じて、紙袋を出して頂戴。そして、階段を降り

るまでは、なかに何が入っているか見ちゃだめですよ〉（“Now close your

eyes and hold out your paper bag and see what you find in it when

you get downstairs.” p.171）と言うのであった。これは、フロレンス

が贈り物をする時の、いつもながらのふざけたやり方であった。とにかく、

おばあさんは家を出るまでは、袋の中味を見ることを禁じられていたので、

また、おばあさんの好奇心と欲は、驚くほど大変なものであったので、いっ

たん贈り物をもらったとなると、慌てて出かけようとして、すんでのとこ

ろで首の骨を折らんばかりであった。ところが、その贈り物なるものは、大
かじ

体において、フロレンスが齧った時の歯形が残っているような所は、すっ
しお

かり茶色に変色してしまっていたり、萎れてしまっていたりする、いわば

半分食いさしの林檎といったような、食い残しの食べ物であった。一度、2

人の会話の内容がミス・ドミンゴの気に入らなかったような時には、彼女

が紙袋の中に入れたものは、なんと、鼠の死骸であった。もちろん、その

後、おばあさんの訪問は3ヵ月間中断された。しかし、おばあさんの訪問が

再開されそうになった時、スージーの苛ら立ちたるや、殆んど筆舌に盡し

難いものであった。だが、その時、スージーの頭に1つの妙案が浮かんだ。

そこで、彼女はフロレンスに対する攻撃を開始した。スージーは1人の訪問

客を考案した。もともと、スージーは2つの違った声で喋るのが得意であっ

たので、あたかも彼女が誰かと会話をしているかの如くに、最初は自分の

声で話し、次には、違った声で喋ることにした。更に、スージーが考え出

した訪問客というのは、老女ではなくして、スージーのことをマダムと呼

ぶ紳士だったのである。

　そこで、スージーは早速にもお芝居を始める訳であるが、その内容は
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ざっと次のようなものであった。

　まず、スージーによって考案された訪問客は、〈奥様、あなた様は今日は、

とても美しい水玉模様のスイスモスリンをお召しですね〉（“You are wear-

ing your beautiful dotted Swiss today!” p.172）と言う。すると、

〈あーら、あなたのお気に召して〉（“Oh, do you like it?” p.172）と

スージーが叫ぶ。〈えぇ、お洋服の色、あなたの目の色にとってもよくマッ

チしていますね〉（“Yes, it goes with your eyes.”p.172）と、訪問客

は言う。

　それから、スージーは口でキッスをする時の音をたてる。つまり、最初

は静かなキッス、その次には、大胆なキッスをする時の音をつくる。それ

から、彼女は、ロッキングチェアに坐って、身体を前後に速く搖らし、〈ハ

ア、ハア、ハア〉（“Huff, huff, huff!” p.172）と言いながら、呻き声

を出す。それから、適当な時間的間隔を置いてから、独りで〈ああ、もう

だめ、止めて頂戴〉（“Oh, no!” p.172）と叫ぶのである。それから、また、

彼女は、再び、ロッキングチェアーで身体を搖らしてから、ハア、ハア、と

言いながら呻き声をあげる。それから、また、適当な時間的間隔をおいて

から、2人の会話を始める。もちろん、会話の主題はフロレンス・ドミンゴ
くそみそ

のこととなり、彼女のことを糞味噌にけなす。次いで、ドミンゴのアルミ

箔の包み紙のコレクションと、家を出る時に、贈り物をもらうために差し

出す、紙袋をもった、ドミンゴの親類のおばあさんのことに話題を集中さ

せる。それから、また、フロレンスのことに話題を集中させる。〈奥様、あ

の女は、ちゃんとした、りっぱな家なんかに住むのには、相応しくない方

ですね〉（“Madam, cried Susie's caller, that woman is not fit to

live in a respectable house!” p.172）と、スージーの訪問客は言う。

すると、スージーは〈本当に、彼女っていう女性は、とてもじゃないけど、

ちゃんとした、りっぱな家なんかに住めるような女じゃないわよ〉（“No,

indeed, she is not.” p.172）と言い、訪問客の言うことには、いちい

ち、大声で賛成する。その間、当のフロレンス・ドミンゴは2人が喋る言葉

に、1つ1つ丹念に耳を傾けると同時に、その長い社交的訪問の間に作られ
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るすべての音に聴き耳を立てているのであった。フロレンスは、果して訪

問客が本当に来ているのかどうか、半心半疑であったが、さりとて、そん

な訪問客なんぞ絶対に来ていないと、はっきり言い切る自信もなかった。

従って、この問題に関するフロレンスの疑問と懐疑は、彼女の神経を非常
いらだ

に苛立たせたので、この問題に関しては、何としてでもきっちりと決着を

つけなければならぬと考えた。また、実際、フロレンス・ドミンゴはこの

問題に対して、何らかの手段を講じた。

　イザベル・ホリーは、フロレンスとスージーの感情的対立葛藤には、い

ささか心を痛め、神経もピリピリしていたので、ミス・ドミンゴが、ある

晩正面玄関から、〈爆発物〉（“Explosives” p.173）というラベルが貼られ

た、中型サイズの箱を持って入って来るのを見た時、その瞬間、これはど

えらい事件が起こるぞということを直感した。イザベル・ホリーは下宿屋
こまね

の建物の所有者であったので、その夜は手を拱いて、偶発的事件がただ起

こるのを待つといったようなことはしなかった。彼女はレーヨンのブル

マーとブラジャーをつけたままの、まさに着のみ着のままの状態で、直ち

に道路に飛び出して行った。彼女が街角を曲がるか曲がらないかに、その
くかく

辺の一区劃全体が、恐ろしい爆発音で搖れ動いた。彼女は寒さで震えなが
カ ビ ル ド

らも走り続けて、とうとう〈市庁舎〉（“Cabildo” p.173）の側の公園まで
ひざまづ

来てしまった。その公園で、彼女は家に帰る勇気が出るまで、数時間跪い

てお祈りをした。

　イザベル・ホリーがバーボン通りに面した家に這いずるようにして戻っ

て来た時には、家の中は、まさに、修羅場と化していた。各部屋は静かで
つまさき

あったが、ホリーがそれぞれの部屋の前を爪先歩きで通り過ぎて行った時、

乱暴者のコッブ氏を含む、ほぼ20人位の職人達が血だらけになり、ぐった
しゃが あえ

りとした状態で、嗄れ声で喘いでいた。床の上やら、階段の踏み段の上に

は、それはもう、至る所に小さなキラキラするものが光っていた。彼女は、

最初、それはガラスの破片と間違えたが、1つ拾ってみると、なんと、それ

が硬貨だった。これは、明らかに、建物のどこかからか、金が撒き散らさ

れたのであったらしいが、さりとて、老人の債権者達は、いまだもって、そ
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れを拾い上げる状態にはなかった。きっと、この金の支払いの前には、相

当な暴力事件があったに違いなかったのである。

　イザベル・ホリーは、この事件がどうして起きたのかについて考えよう

としたが、〈彼女の脳は、水を容れられないひび割れた器のようなもので

あった〉（“…her brain was like a cracked vessel that won't hold

water.” p.174）のである。それに、イサベル・ホリーは疲労のためにふ
ず

らついていたので、足を引き摺りながら、寝室に戻って行った。

6 　3 人の下宿人の引越し

　イザベル・ホリーが寝室に戻った時、ドアの下には、彼女の不可解と言

うか、当惑をただ一層掻き立てるような、1通の封筒が差し込まれていた。

その文面を引用で示すと、次の通りである。

　“My dear Mrs.Holly, I think that with my persuasion the ghastly

disturbance has stopped.  I am sorry I cannot wait till you return

home as I am sure that you must feel a good deal of sorrow and

confusion over conditions here.  However I shall see you person-

ally soon, and stay a good deal longer.  Sincerely, Christopher

D. Cosmos.” 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.174）

　「親愛なるホリー様。私の説得によって、このたびの恐ろしい騒ぎが、一

応、終ったと存じます。私はあたな様がお帰りになられるまで、お待ちで

きないのを残念に存じます。私は、きっと、あなた様はここでの混乱した

状態に関して、大変な悲しみと心の惑いをお感じになられることと存じま

す。しかし、またいずれ、個人的にお目にかかれるでしょうし、また、ずーっ

と長い間、滞在させていただくことになることと存じます。　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリストファー　D.コズモス」
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　上記の手紙がドアの下に差し込まれてから何週間もの間、下宿屋の中は

平然と静まりかえってしまった。イザベル・ホリーは、この静まりかえっ

た雰囲気の中に、3人の下宿人が家から出て行く気配を感じた。この模様に

関しては、次のように描写されている。

　All three of　the incorrigible tenants remained locked in their

rooms apparently in a state of intimidation.  The violently paid-

off creditors called at the house no more.  The carpenters came

and patched things up in silence.  Telegraph messengers tiptoed

up the stairs and rapped discreetly at the roomer's doors.  Boxes

began to be carried in and out--It soon appeared to Mrs.Holly's

hardly believing mind that general preparations were being made

by the terrible two and one to move from the premises.  （p.174）

　「わがまま勝手な、手に負えない3人の下宿人はみんな、明らかに脅迫さ

れたようにおびえてしまい、それぞれの部屋に監禁状態になっていた。乱

暴な方法で借金を支払われた債権者達は、もうこの下宿屋には来なくなっ
こわ

た。大工さん達が来て、毀れた箇所を、黙々と修理した。また、電報配達

人も気を使って、爪先で階段を昇って、2階の下宿人達の部屋のドアを、用

心して慎重に叩いた。そして、いくつもの空き箱が運び入れられたり、荷

物を詰め込まれた箱が運び出されたりした。それで、まもなく、まさかそ

んなことはあるまいと思っていたホリー夫人の心にも、恐るべき2人の女と

1人の老人が、それぞれ3人共、この家敷から引っ越す準備をしているよう

に思われたのである。」

　また、このようなホリー夫人の直感を確証づけるように、3人の下宿人連

署による掲示が、階下の廊下のところに貼り出された。その貼り紙の内容

は、次の通りである。
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　“We have decided,” said this bulletin, “in view of your cousin's

behavior, not to maintain our residence here any longer.  This

decision is absolutely inalterable and we would prefer not to

discuss it.  Signed:Florence Domingo, Susie Patten, Rogis de

Winter.”(The signatures of the roomers.) 　　　　　　　　 (p.175)

 「貼り紙には次のようなことが書かれておりました。すなわち、〈あなた

様のご親類の行動を考慮いたしました結果、もうこの下宿屋での滞在を続

けることはしないという決定をいたしました。今後共、この決定を変更す

ることは、絶対にありません。従いまして、私達は、この問題に関しては、

今後いっさい議論しないつもりです〉そして、フロレンス・ドミンゴ、スー

ジー・パットン、レジィ・デュ・ウィンターといった具合に、3人の署名が

なされておりました。（下宿人一同連署）」

7 　イザベル・ホリーの放心状態

　3人の下宿人達が出て行ってしまった後、イザベル・ホリーは厄介払いが

できて、気持ちがせいせいし、正常な神経を取り戻し、また、元気を取り

戻すかに思われたが、実際にはさにあらずで、彼女は一種の放心状態に

陥ってしまった。また、万事につけ、精神的集中力が弱くなってしまった。

従って、日中でも、しばしば、台所の食卓とか、整えられていないベッド

の上に、悩み苦しんでいるような様子で坐りこみ、額を両手で抱えながら、

〈考えなくっちゃいかん。とにかく、気どったりしないで、ごく自然に考え

なくっちゃいかん〉（“I've got to think, I've simply got to think!”
つぶや

p.175）と独り呟くのであった。しかし、彼女は、そう思って一生懸命考え

ようとしたが、しょせんは、無駄であった。しばらく、彼女は何かについ
もと もくあみ

て考えているように見えたが、元の木阿弥であった。このようなホリーの

精神状態について、ウィリアムズは巧みな比喩を使い、次のように書いて

いる。
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　But in the end it was always pretty much like a lump of sugar

making strenuous efforts to preserve its integrity in a steaming

warm cup of tea.  The cubic shape of a thought would not keep.  It

relaxed and dissolved and spread out flat on the bottom or

drifted away.                                       　　　 　（p.175）

　「しかし、結局は、それは、いつも、まるで湯気が出ている熱いテー・カッ

プの中の砂糖の塊り、つまり、角砂糖のようなものであった。というのは、

それ（砂糖の塊り）は一生懸命になって、その完全な形体を保ち続けよう

と努力しているのであるが、思考という立方体は、その形体を保つことは
ほぐ

できなかったからである。従って、その立方体は解れて、分解し、カップ

の底に沈んで、平らに広がるか、あるいは、熱い紅茶の中に溶けこんでいっ

てしまったのである。」

8 　イザベル・ホリーに起きた奇跡

　思案に暮れたイザベル・ホリーは、とうとう形而上学者宅を再訪問する

決心をし、実行した。すると、玄関ドアには、極めて簡単な書き置きが錠

で留められていた。その書き置きの内容は〈私は、いま、永遠の若さを保

つためにフロリダに来ています。私のすべての敵の皆様によろしくお伝え

下さい。さようなら〉（“I've gone to Florida to stay young forever.

Dear Love to all my enemies.  Goodby.” p.175）であった。この書き

置きを見たホリーは、しばらく顎然として立ちつくしていたが、引き返そ

うとした丁度その時に、白鼠がドアの下から、無理矢理抜け出して来て、

彼女の足元に1通の封筒を落として行った。その封筒に貼られたシールは、

クリストファー・コズモスが、最後の騒動の時、彼女の家に置いていった
やぶ

手紙のシールと同じものであった。彼女は早速にもその封筒を破いて開け

てみたところ、次のようなことが書かれていた。
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　“I have returned and am sleeping in your bedroom.  Do not wake

me up till after seven o'clock.  We've had a long hard trip around

the cape of the sun and need much rest before we start back again.

Sincerely, Christopher D. Cosmos”　　　　　　　　　　　 （p.175）

　「私は、いま帰って来て、あなたの寝室で眠っているのです。どうか、私

を7時過ぎまでは起こさないで下さい。私達は太陽の岬をまわるといった、

長い困難な船旅をしてきましたので、再び出発する前には、相当の休養が

必要なのであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリストファー　D.コズモス」

　そこで直ちに、イザベル・ホリーが家に帰ってみると、確かに、寝室に

1人の男の人が眠っていた。彼女は驚きの余り、ドアの所に呆然として突っ

立って、息をするのを止めるほどであった。イザベル・ホリーが驚いたの

は、その眠っている男が、なんと、実にハンサムな海軍将校であったから

である。その時の模様に関しては、実に具体的に、しかも念入りに描写さ

れている。

　Oh, handsome he was!  He had on the uniform of a naval com-

mander.  The cloth was crisp and lustrous as deeply banked winter

snow!  The shoulders of the coat were braided; the braids were

clasped to the garments with ruby studs.  The buttons were aqua-

marine.  And the chest of the man, exposed by the unbuttoned

jacket, was burnished as fine, pale gold with diamond-like beads

of perspiration on it. 　　　　　　　　　　　　　　　　　 （p.176）

 「あら、この方って、なんてハンサムなんだらう。この方、海軍中佐の軍

服を着ている。軍服の布地は、深く積もった冬の雪のようにパリパリして
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ひも

いて、しかも光沢がある。上着の両肩には組み紐（モール）の飾りがつい

ている。組み紐（モール）は、ルビーの飾り錠で、布地にしっかりと留め

られている。ボタンは藍玉でできている。そして、軍服の上着のボタンが
はず あらわ

外されているために、露になっている胸は、ダイヤモンドのような玉の汗

のせいで、淡黄色の純金のように、ぴかぴか光り輝いている。」

　海軍中佐は片目を開けて、ウィンクをし、やあと小声で言ってから、も

のうげに腹這いになって、ごろりと回転し、また眠ってしまった。イザベ

ル・ホリーはどうしていいか分からず、彼女が留守中に起こった驚くべき

変化を眺めながら、しばらく漠然とした気分で、家の中をあちこち歩き

回った。

　海軍中佐クリストファー　D.コズモス氏の出現は、イザベル・ホリーに

とっては、まさに、奇跡であったが、その後も奇跡は続いて起こるのであ

る。外ならぬ、この奇跡のお陰で、爆破によって滅茶苦茶になった家の中

は、何者かによってすっかり片付けられた。この模様に関しては、次のよ

うに具体的に書かれている。

　Everything now was put straight.  It was all spick and span as

if a regiment of servants had worked industriously for days,

scrubbing and polishing, exacting a radiance from the dullest

objects.  Kitchen utensils worn away with rust and various other

truck which could not be renovated had been thrown into or heaped

beside an incinerator.  GET RID OF THIS NONSENSE was scrawled on

a laundry cardboard in the Commander's handwriting. 　 （p.176）

 「いまでは、すべてのものがきちんと元通りになっていた。それは、あた

かも1個連隊もの召使いが何日間も一生懸命になって働き、擦ったり、磨い

たりして、どんなに色艶の悪いものからでさえも、光輝がでるようにした。

錆ですっかり腐蝕してしまったような台所用品や、もはや修理ができない
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と思われる種々の小さな器物、つまり、いわゆる、がらくたは、焼却炉の

中に投げ込まれたり、あるいは、そのすぐ側に山積みにされていた。〈これ

らのがらくたを処分せよ〉という文字が、海軍中佐の直筆で、洗濯屋の厚

紙の料金表に書かれていた。」

　更に、奇跡の来訪者とも言うべき海軍中佐が処分を命じたものは、この

他にもいろいろあった。これを引用で示すと、次の通りである。

　Also among the stuff which her marvellous visitor had ordained

for destruction were various relics of the late Mr.Holly, his

stomach pump, the formidable bearded photograph of his mother in

her daredevil outfit, the bucket of mutton tallow he greased

himself with thrice weekly in lieu of bathing, the 970-page

musical composition called Punitive Measures which he had striven

tirelessly to master upon a brass instrument of his own invention

－all of this reliquary truck was now heaped inside or beside the

giant incinerator.　　　　　　　　　　　　　　　　　 （pp.176-177）

 「更に、イザベル・ホリーの奇跡の来訪者が処分するようにと命じたもの

の中には、亡夫ホリー氏の種々の遺品、例えば、胃ポンプ。大胆な服装を

した母親の、顎髭を生やした恐るべき写真。ホリー氏が入浴の代りに、週

3回身体に塗った羊脂を入れるバケツ。ホリー氏が自分自身で考案し、金管

楽器でうまく吹こうと、飽くことなく（根気強く）、懸命の努力をした、あ

の〈刑罰の旋律〉と呼ばれる970ページの楽曲等であった。こういったがら

くたの遺品は、今や、巨大な焼却炉の中や、その側に積み上げられていた。」

　〈この分だと、いろんな奇跡が次々と起こって、止まるところを知らない

ようだわ〉（“Wonders will never cease!” p.177）と未亡人ホリーは階

段を昇りながら、小声で呟いた。
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　イザベル・ホリーの場合、ぐずぐずするといった優柔不断は、日常茶飯

事であったが、今回のように、頭の中は爽快であるのみならず、足どりも

軽やかに、2階の寝室に上がって行ったのは、生まれて始めてのことであっ

た。バーボン通りに面する居間でさえも、大して光はなかった。従って、ホ

リーの寝室においても、眠っている海軍中佐のはだけた胸から発したであ

ろうと思われる光があるだけであった。それは〈もしも、あたかもホリー

がキッスでも求めるかのように置時計の文字盤の方に顔を近づけたならば、

置時計の文字盤が分かる程度の光があった〉（“There was just light

enough to show the face of the clock if she leaned toward it as

if to invite a kiss.” p.177）だけである。

　このように、いままで優柔不断のため、彼女にとって好ましからざる過

去を、きっぱりと精算できずに、まるで金魚の糞のように、だらだらと引
ず

き摺ってきたのは、今回のように、目の覚めるような奇跡がなかったから

である。とくに、イザベル・ホリーが夢に見たような白馬の騎士とでも言

えるような、ハンサムで逞ましい海軍中佐の出現は、もちろん、幻想

（fantasy）の世界と言うか、夢（dream）の世界の中の出来事であるが、彼
はさみ

女が過去を断ち切る〈鋏〉（“scissors” p.170)となったのである。

　参考までにではあるが、イザベル・ホリーが過去との縁を断ち切れずに

いる状態について、ウィリアムズは、独特の比喩を使って、次のように書

いている。

　The days behind her were like an unclear, fuzzy negative of a

film that faded when exposed to the present.  They were like a

dull piece of thread she would like to cut and be done with.  Yes,

to be done with forever, like a thread from a raveled hem that

catches or things when you walk.  But where had she put the

scissors?  Where had she put away everything sharp in her life,

everything which were capable of incision?  Sometimes she searched

about her something that had an edge that she could cut with.  But
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everything about her was rounded or soft.　　　　　　　 （p.170）

　「イザベル・ホリーの過去の日々というのは、現在という光に曝される

と、ぼやけてしまい、不鮮明で、はっきりしないフィルムのネガのような

ものであった。過去の日々は、彼女がすぱっと切って、片づけて（捨てて）
いとくず

しまいたいと思う、ひょろひょろとしていて、始末の悪い1本の糸屑のよう

なものであった。そう、イザベル・ホリーは、丁度歩く時に物に絡まりつ

く、縫い目が解れたすそから出ている糸のように、こんなものは、すっぱ

りと始末してしまいたと思った。しかし、彼女は、肝腎の鋏を、いったい、

どこに片づけてしまったのであらうか。つまり、彼女は人生における鋭利

な刃物、切断することができるすべてのものを、いったいどこに置き忘れ

てしまったのであらうか。時々、彼女は切ることができる刃物はないもの

かと、身の回りを捜した。しかし、彼女の回りにあるものはと言えば、す

べて、丸くなってしまっているか、なまくらになってしまっているものば

かりであった。」

　この短編の最後は、イザベル・ホリーの蘇生復活による歓喜の模様で締

めくくられている。これを引用で示すと、次の通りである。

　The widow did not have a cold, but as she folded some garments

over a nest of pine cones in the parlor fireplace, she began to

sniff.  She sniffed again and again; all of the muscles under the

surface of her chilly young skin began to quiver, for somewhere

in the house, tremulous with moments coming and going as almost

bodiless creatures might rush through a room made of nothing but

doors, someone was surely holding a sugar-coated apple on a

forked metal stick above a flame's rapid tongue, until the skin

of it hissed and crackled and finally split open, spilling out

sweet juices, spitting them into the flame and filling the whole
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house, now, all of the chill and dim chambers, upstairs and down,

with an odor of celebration in the season of Advent. 　　（p.177）

　「未亡人ホリーは風邪をひいてはいなかったが、居間の暖爐の松かさの上

方に、衣類をかざした時、鼻をすすり始めた。彼女は幾度も鼻をすすった。

彼女のひんやりする、若い皮膚で包まれている、すべての筋肉が震え始め

た。というのは、誰かが、その家の中のどこかで、ほとんど肉体を持たな

い生きものが、いくつかのドアだけしかない1つの部屋を、さっと駆け抜け

るようにして、出たり入ったりする、その瞬間毎に身を震わせながら、燃

えさかる、炎の上で、糖衣をかぶせた林檎をかざしていたため、やがて、そ

の林檎は、皮がしゅーしゅうといった音をたてたかと思うと、ぱちっとは

じけ、最後には、ぱっくりと口が開き、甘い汁がごぼれ、炎の中にしたた

り落ち、家中、つまり、今や2階のみならず、1階のひんやりした、うす暗

い部屋のすべてが、降臨祭の季節における、お祝いの臭いで充満したから

である。」

9 　結論

　ウィリアムズの「未亡人のホリーさんの身に起こった奇跡」という短編

は、図らずも、イザベル・ホリーの身に起こった奇跡ということを主題と

し、彼女の蘇生・復活ということを中心テーマとした作品である。して、こ

の作品の特徴は、現実と夢とがみごとに交錯しながら、ユーモアによる笑

いが織り混ざりながら展開させられている、いわゆる、幻想的短編小説で

あるということである。

　イザベル・ホリー夫人に関しては、下宿屋を始めてからの、下宿人に対

する寛容な対応ぶり、及び、夢の中にでてくる形而上学者A.ローズ氏の指

示、助言に対する柔順ぶりとか、クリストファー　D.　コズモス氏に対し

て示した驚嘆の態度等から判断して、ホリーはやはり本貭的には、南部貴

婦人の優雅で上品な感覚と、ノブレス・オブリージェ（noblesse oblige）



－ 85 －

テネシー・ウィリアムズの短編「未亡人のホリーさんの身に起こった奇跡」における人間の真実と生き方の文化

にみられる高潔、気品、寛容と忍耐力を備えた繊細な女性であることが分

かる。しかしながら、ホリーの亡夫であるホリー氏に関しては、作品の中

では、彼が遺産として残していった〈相当な信託預金〉（“an adequate

trust fund,”　p.165）と遺品を除いては、いっさい説明がないので、こ

れら2つのものをもって推し測るより仕方がないということになる。しか

し、ホリー夫人にとって、夫の死は〈失望落胆の中で最も小さいものであっ

た〉ということから判断すると、2人の結婚生活は、彼女にとっては、窮屈

と言うか、忍従の日々であったと想像される。恐らく、ホリーは内心では、

南部貴婦人に相応しく、白馬の騎士とも言うべき、まさに、彼女のロマン

を象徴するような、優しくて、包容力のある紳士を夢見ていたに違いある
せきりょう

まい。また、夫が亡くなるまでのホリーは、精神的には、孤独感と寂寥に

悩んでいたに違いあるまい。従って、夫の死後、ホリーは亡夫の遺産で、

悠々自適の生活をエンジョイすることができたにもかかわらず、敢えて下

宿屋を開業したのには、下宿人との接触を通じて、社会生活に直接関与で

きるという考えがあったからである。ここのところまでは、ホリーにとっ

て、現実的生き方としての必然による運命であると言ってよからう。しか

し、ホリーがいったん下宿屋を開業したとなると、それからは神の意志に

よって支配されることになる。ここらあたりから、現実と夢との交錯が始

まることになる。もしもホリーが現実的打算を考え、情容赦のない下宿屋

の経営者に徹していったならば、恐らく、下宿屋を繁昌させ、経済的繁栄

を享受することができたものと考えられる。しかし、下宿屋も、成程、最

初のうちは、かなりの数の下宿人もいて、経営も順調であったのであるが、
さび

3人の厄介な、常軌を逸した下宿人のために、下宿屋はすっかり淋れてしま

い、しかも、2人のオールドミスの感情的対立、葛藤と、コッブ氏による傍

若無人の振舞いによって、下宿人の数は激減した。しかも、この3人の下宿

人が平然と居候になりすますに至っては、まさに、豈何をか言わんやで、ホ

リーにとっては、我慢の極限に達してしまった。しかし、これは、考えて

みれば、神によって、ホリーに課せられた試練なのである。ウィリアムズ

はこういう場合、ホリーのような女性の場合には、ギリギリの極限まで我
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いかん

慢、辛抱、忍耐させるのである。更に、ホリーの人力をもってしは、如何

ともすることができないといった、絶体絶命の窮地にまで追い詰めるので

ある。このように、ホリーが進退窮まった時に、始めて、神が形而上学者

A．ローズ氏による指示という形で、彼女の救済に乗り出すのである。ここ

らあたりから、ホリーの夢が始まる。しかも、この夢は唯単なる夢ではな

くして、ウィリアムズは夢の中で、現実と夢とを巧みに交錯させながら、事

件を発展させてゆくのである。しかし、ここいらで、大抵の場合、いった

んは読者の頭は混乱し、戸惑いを覚え、作品の内容理解が難かしくなる。

が、いったんウィリアムズの手法の極意が分かったとなると、ウィリアム

ズがこの作品において意図している点が、自づと明瞭になってくるのであ

る。

　ところで、イザベル・ホリーは〈降臨祭の季節〉（“The season of

Advent” p.177）に相応しく、夢による念願達成を果たし、目覚める。だ

が、このようにして目覚めたホリーは、もはや、奇跡を体験する以前のホ

リーとは、全く異なる人間となっているのである。というのは、ホリーは
しがらみ

〈鋏〉（“scissors” p.170）でもって、過去との柵をばっさりと断ち切るこ

とができたからである。

　このように、イザベル・ホリーは〈鋏〉を持つことができたことによっ

て、いわゆる、現実直視の哲学に基づいて、新たなる勇気と自信をもって、

新しい現実と挑戦と言うか、対決して生きてゆくことができる逞ましい女

性に変貌するといった快挙を成し遂げたのである。このようなホリーの人

間の真実認識に基づく生き方の文化によって、我々の今後の生き方にも、

参考になる点が多々あるものと、私は確信している。

1 0 　シグニ・フォーク女史と寺門泰彦氏の解釈

　シグニ　L.　フォーク女史（Signi L.Falk）は1961年に、トウェン社

（Twayne　Publishers）より出版した『テネシー・ウィリアムズ研究』

（Tennessee　Williams）の中で、「未亡人ホリーさんの身に起こった奇跡」
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について、実に簡潔ではあるが、急所を突いた作品解釈を、次のように行なっている。

　In “The Coming of Something to the Widow Holly”（Hard Candy,

1954）, a trio of eccentrics bedevil the landlady until she is

finally “wakened” by an attractive male.　　　　　　　　 （p.149）

　

　「ウィリアムズの短編集『堅果』に収録されている「未亡人のホリーさん

の身に起こった奇跡」という短編においては、3人の下宿人の常軌を逸した

変人によって、下宿屋の女将であるホリーさんはさんざんに苦しめられる

が、最後には、じつに魅力的な男性の出現によって、夢から目を醒まさせ

られる。」

　寺門泰彦氏は、1981年に白水社より出版された寺門泰彦訳『ハード・キャ

ンディ』の「訳者あとがき」の中で、「ホリー家の後家さんの身に起きたこ

と」について、次のような作品解釈を行なっている。

　

　「「ホリー家の後家さんの身に起きたこと」という作品は、いささか分か

りにくいファンタジーであるが、時の経過も忘れて何十年もあくせくと苦

労してきたけなげな後家さんに何ものかが訪れる。その何ものかは亡き夫

の生まれ変わりかも知れないし、あるいは彼女自身の死期かも知れないと

いう物語であらう。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.276）


