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

New Directions, 1954）に収録されている「ジョイ・リオ館の秘密」（“The Mysteries of 

Joy Rio”）という短編は、性の問題を中心として、現実と幻想が織りなす異様な世

界が繰り広げられている、ウィリアムズ独特の、ユニークにして難解なる作品であ

る。しかし、この作品は、ウィリアムズの短編文学の本質を追究する上においては、

どうしても無視することのできない、重要な短編小説である。従って、私は、あく

までも私自身の作品解釈に基いて、サブタイトルにあるように、エミール・クロー

ガー氏（Mr. Emiel Kroger）がパブロ・ゴンザレス（Pablo Gonzales）に伝授した、パ

ニック時における忍耐の哲学を中心として、作品の本質を究明し、併せて、人間の

真実と生き方の文化が、どのように展開されているかを検証したいと思うのである。 

 

1. 時計の修理屋ゴンザレス氏の時間の観念の欠如 

 

ゴンザレス氏の生活は、極めて、不規則であった。つまり、彼の場合、朝起きる

時間と夜寝る時間が、まったくまちまちであった。従って、当然のこととして、店

の営業時間もてんでんばらばらであった。しかしながら、不思議なことに、このよ

うにルースな生活をしているにもかかわらず、ゴンザレス氏は、19 才の頃、クロー

ガー氏というドイツ系の＜太っていて、異様な男＞（“a fat and strange man” p.204）

の年季奉公人として、この町にやって来てから、20 年以上もの長い間、このちっぽ
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な店で、商売を細々とながらも続けることができたのである。それは、絶えず時計

と睨めっこしながら、規則正しい生活をし、一所懸命働かなかったならば、食って

ゆくことはできなかったという訳で、この町の貧しい人達にとっては、時計こそは、

まさに、必要不可欠の必需品であったという生活事情に起因している。従って、も

しもゴンザレスがこの町以外の場所で、このようなだらしのない営業をしていたと

したならば、とっくの昔に店は潰れてしまったであろうことは確実である。これは、

次の引用で明らかである。 

 

At any rate, Mr.Gonzales kept very irregular hours, ... , and if he had not been where he 

was for such a long time, his trade would have suffered badly. (p.203) 

 

「とにかく、ゴンザレス氏の生活ぶりと言ったら、不規則この上もなかった。従っ

て、もしも彼が現在いる所に、長いこといなかったとすれば、商売は、間違いなく、

ひどい打撃を蒙ってしまったであろう。」 

 

では、どうして、時計屋たるゴンザレス氏には、時間の観念が欠如してしまった

のであろうか。その理由に関しては、この作品の冒頭で、次のように説明されてい

る。 

 

A single watch or clock can be a powerful influence on a man, but when a man lives 

among as many watches and clocks as crowded the tiny, dim shop of Mr.Gonzales ..., the 

multitude of them may be likely to deprive them of importance, as a gem loses its value 

when there are too many just like it which are too easily or cheaply obtainable.   (p.203) 

 

「懐中時計にしろ、柱時計にしろ、1 つだけしかない場合には、それは、人間に大

きな影響を及ぼすだろうが、しかし、人間も、ゴンザレス氏のように、ちっちゃな、

薄暗い店の中に、たくさんの修理のために持ち込まれた懐中時計やら、柱時計がごっ

たがえしている中に生活していると、丁度、どんなに貴重な宝石でも、その宝石と

そっくり同じものが、いとも簡単に、あるいは、極めて安い値段で手に入れること

ができ、更に、そのような宝石が、まるで自分の身体が埋もれる位たくさんあると、

つい、その貴重さと言うか、価値も失くなってしまうものである。」 
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更に、＜遅れる＞（“lagging” p.203）ものもあれば、＜進み過ぎる＞（“skipping ahead” 

p.203）ものもある、大小様々の毀れた時計が、みんなまるで狂ったように、何の変

哲もない、単調な音を刻んでいる中で仕事をしているゴンザレスにとっては、それ

は煩
うるさ

い雑音以外の何ものでもないと感じられた。こういった時、ゴンザレスは心

の中に、何とも言い知れぬ空しい気持ちが痛感された。このような空虚な気持ちは、

孤独の寂しさと両々相俟って、時として堪え難いものとなったので、いわゆるその

補償として、必然的に、潤いと言うか、喜びを与える快楽を求めずにはいられない

といった心境に駆りたてられたのである。従って、ゴンザレスも、クローガー氏と

同じように、ジョイ・リオ館にて、秘かなる性的快楽を求めることになった。 

 

2. クローガー氏の人間的特徴 

 

この短編小説の中で、クローガー氏の人間的特徴としてつけられている＜奇妙な

＞（“strange” p.204）と＜風変わりな＞（“original” p.204）という形容詞によって、

クローガー氏は、とにかく、変わった人間であることは分かる。更に、この作品の

中で、クローガー氏は＜ロマンティックな面、つまり、非現実的な面があるかと思

えば、反面、実際的、つまり、現実的な面をも兼ね備えたドイツ人＞（“a romantically 

practical Teuton”p.204）であると書かれている。して、このような気質は、時計の修

理屋としてのクローガーの仕事ぶりにも、はっきりと表れている。これは、次の引

用で分かる。 

 

Emile Kroger ... had taken time, the commodity he worked with, with intense seriousness.  

In practically all his behavior he had imitated a perfectly adjusted fat silver watch. (p.204) 

 

「エミール・クローガーは、こと、商売の時計の修理となると、たっぷりと時間

をかけ、いささかばか丁寧と思われる程、念には念を入れた。実際、彼はすべての

行動において、完全に調整された、分厚い銀時計を見習っていたようであった。」 

 

いっぽう、性的欲求に関して言うならば、エミール・クローガー氏の性的快楽の

対象はいろいろであったが、ダラスでパブロに会って以来というものは、彼の唯一

の相手は、若い時分のパブロ・ゴンザレスに限られてしまった。このようなクロー
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ガー氏の性的異常性の根本原因は、元をただせば、真情交流の欠如にあったものと

考えられる。 

 

3. クローガー氏とパブロの出会い 

 

そもそも、クローガー氏がパブロと出会ったのは、テキサス州ダラス市で開催さ

れていた＜時計屋の集会＞（“watchmaker’s convention” p.204）であった。パブロは、

もちろん、＜時計屋の集会＞とは何らの関係もなかったのであるが、集会が始まる

2、3 日前に、メキシコから不法入国し、空腹を抱えて、町のあちこちをうろついて

いた。パブロは、その当時は、現在のゴンザレスとは全く異なり、ぶくぶくに太っ

てはいず、＜すばらしい、浅黒い魅力＞（“a lustrous dark grace” p.204）を備えた、

ほっそりした男であった。クローガー氏は、このような＜すばらしい、浅黒い魅力＞

をもったパブロを一目見た瞬間、完全にその魅力の虜になってしまった。というの

は、クローガー氏自身は＜太っていて、奇妙な感じのする不格好な男であったため

に、魅力的なパブロの身体から発する類いの魅力には、ころっと参ってしまう男＞

（“a fat and strange man subject to the kind of bewichment that the graceful young Pablo 

could cast.”p.204）であったからである。 

この魅力がクローガー氏にとって、いかに強烈なものであったかについては、次

のように書かれている。 

 

The spell was so strong that it interrupted the fleeting and furtive practices of a lifetime in 

Mr.Kroger and induced him to take the boy home with him, to his residence, ... (p.204) 

 

「その魅力は非常に強烈なものだったので、クローガー氏は、今迄の人生におい

て、ずーっと続けてきた、その場限りの、秘密の営みを、これを機にきっぱりと止

めてしまって、この青年を店に連れ帰る気持ちに駆りたてられてしまった。」 

 

このようにして、パブロは、＜風変わりな店主＞（“the original owner of the shop” 

p.204）であるクローガー氏の徒弟（見習い）として働くために店舗兼住宅に連れて

こられてから、ずーっと居つくことになってしまったのである。 

して、パブロは、クローガー氏が死ぬまでの 3 年間、クローガー氏にとってはい
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かなる存在であったのかについて、この作品の中では、次のように書かれている。 

 

Mr.Gonzales, who was then young enough to be known as Pablo, had been his only 

sustained flirtation with the confusing, quicksilver world that exists outside of regularities. 

 (p.204) 

 

「その当時、まだ若くて、パブロという名前だったゴンザレス氏というのは、ク

ローガー氏にとっては、生活の規則がきちんと守られている、いわゆる、正常な世

界の範囲外に存在する、嘘、偽りで混乱している、複雑怪奇にして、しかも、水銀

状のとりとめのない世界との戯れを持続させることができた、唯一の存在だったの

である。」 

 

つまり、クローガー氏は、心底では、パブロこそは、まさに＜青春の甘い鳥＞（“the 

sweet bird of youth” p.206）であり、しかも、間違いなく、彼自身との真情交流の対

象となり得るものと確信したので、何としても、自分の手元に置いておきたいとい

う切なる願いを抱いた。このことは、次の引用で明白である。 

 

... Pablo ... had lived ever since, for three years before the death of his protector and for 

more than seventeen years after that, as the inheriter of shop-residence, clocks, watches, and 

everything else that Mr.Kroger had owned except a few pieces of dining-room silver which 

Emiel Kroger had left as a token bequest to a married sister in Toledo. (p.204) 

 

「パブロは、店に徒弟として連れてこられてからというもの、保護者であったク

ローガー氏が死ぬ前の 3 年間、それから、その後の 17 年間に及ぶ生活は、店舗兼住

居、柱時計、懐中時計、および、エミール・クローガーが所有していたものの中で、

彼がトレドにいる結婚していた妹に、ほんの名ばかりの形見として遺しておいた、

ごくわずかの台所用銀食器を除いては、全部の相続人としてであった。」 

 

しかし、ここで不思議に思われることは、もっともこのことに関しては、既にちょっ

と触れたのであるが、ゴンザレス氏がクローガー氏の死後 17 年間も店を経営するこ

とができたということである。というのは、ゴンザレス氏は、世界の人達の大多数
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が守らざるを得ない＜規則的な生活＞（“regularities” p.205）というものから、他
はた

か

ら見れば羨ましいと思われる程逸脱した生活をすることができたからである。例え

ば、ゴンザレス氏は、店を全然開けない日が何日もあれば、また、店を開けたにし

ても、午前中の 1、2 時間だけという日もあれば、あるいは、他の店が閉まってしまっ

た夕方遅くに、ちょっと開けるといった具合に、店の経営そのものが、まことにもっ

て、＜気まぐれ＞（“caprices” p.205）であった。しかし、このような＜気まぐれ＞

で、店をやっていたにもかかわらず、ゴンザレスの店は結構繁盛した（“he managed 

to continue to get along fairly well, ...” p.205）のである。その理由としては、まず第 1

に、ゴンザレス氏は、こと、時計修理の仕事にかけては＜抜群の腕前＞（“the excellence 

of his work” p.205）であった。従って、当然のことながら、評判もよかった。第 2

は、店の立地条件がよかったことである。すなわち、ゴンザレス氏の店の近所に住

む人達は、大体において、古い目覚まし時計を持っていたし、しかも、この地域の

人達の大半が稼ぎの少ない仕事についていたので、いやがうえにも、彼らの生活を

規則的にせざるを得なかった。また、そのためには、どうしても、古い目覚まし時

計をちゃんとした状態にしておくようにしなければならなかったことである。第 3

は、倹約家のクローガー氏が、慢性の腸の病気で死んだ時、多額にのぼる＜政府発

行の債券＞（“govenment bonds” p.205）を遺していったことである。この遺産によっ

て、ゴンザレス氏は、どんなに気まぐれな店の経営をしていても、月に 170 ドル位

の利子が懐に転がりこんできたのである。このために、ゴンザレス氏は＜ごく普通

の生活ではあるが、気楽な、安定した＞（“commonplace but comfortable” p.205）生

活をすることができたのである。 

 

4. パブロに対するクローガー氏の嬉しい誤解 

 

 クローガー氏は、パブロを店に連れてきた最初の頃は、残念ながら、パブロのこ

とを＜基本的には非常におとなしい（温和な）類いの若者＞（“a fundamentally peaceable 

sort of young man” p.205）であるということを知らなかった。つまり、クローガー氏

は、意外や意外、彼が保護してやったパブロ・ゴンザレスにとって、万事が最適の

条件にあったことには気づいていなかった。すなわち、クローガー氏は＜青年とい

う者は、晩年における程、はっきりとその本性を表わさないものである＞（“youth does 

not betray its true nature as palpably as the later years do,” p.205）ということを知らなかっ
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たために、＜若い被保護者、つまり、パブロの生き生きした魅力、つまり、目のキ

ラキラする光り（輝き）、敏捷にして、元気のいい動作、ほっそりとしていて、優美

な身体の線＞（“the animated allure of his young protége, the flickering lights in his eyes 

and his quick, nervous movements, his very grace and slimness,” p.205）は、彼自身がどん

なにがんばっても、＜とてもずーっと、このまま手元に置いておくことは難しいも

の＞（“something difficult to keep hold of.” p.205）であると誤解してしまった。つまり、

クローガー氏は、特にパブロと同居した晩年の 3 年間においては、身体の衰えを痛

感したので、＜彼の巣の中に飛び込んできた、とてつもなく貴重な鳥は、ある日突

然飛び去って行ってしまう渡り鳥ではなくて、ある 1 つの場所に忠実に居続けて、

巣をつくる種類の鳥である、いや、そればかりか、飼い主から受けた愛情は、気前

よくたっぷりと、返礼として返すといった、実に、世にも類い稀なる鳥＞（“the 

incalculably precious bird flown into his nest was not one of sudden passage but rather the 

kind that prefers to keep a faithful commitment to a single place, the nest-building kind, and 

not only that, but the very-rare-indeed-kind that gives love back as generously as he take it.” 

p.206）であるなどということは、夢にも思ってみなかった。従って、クローガー氏

は、病気による苦痛が激しくなった時でさえも、自分の病気なんぞには、殆ど注意

を払うということはなかった。というのは、彼は、パブロを自分のそばに置いてお

きたいという、極めて微妙で、難しい問題と言うか、強い願望に夢中になっていた

からであった。しかし、もしもその時、クローガー氏が、パブロ青年は彼の死後も

ずーっと店に居続けるということを知ったならば、彼はどんなにか安堵感で、ほっ

としたことであろうかと想像される。けれども、実際には、彼にはそんなこと、全

く知る由もなかったのである。しかし、パブロの心の中には、いつ逃げられるかも

知れぬという＜不安＞（“anxiety” p.206）と＜深い愛情と悲しい喜び＞（“so much 

tenderness and sad delight” p.206）とが入りまじってはいたけれども、実際には、その

ような複雑な悩みも、＜いままさに死なんとしている老人と、その老人が怯える死

への恐怖との間に立ちはだかる、神のみ恵み＞（“a blessing, standing as it did between 

the dying old man and a concern with death.” p.206）にほかならなかったのである。 

 

5. ＜青春の甘い鳥＞ 

 

 パブロ自身は、実際、飛んで行くということはなかったが、パブロ・ゴンザレス
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の胸の中にいた＜青春の甘い鳥＞は、まるで渡り鳥のように飛び去って行ってしまっ

た。そのため、パブロ・ゴンザレスは悲哀感に打ちひしがれてしまい、お陰で顔ま

でも、お月様のようにまんまるい、黄色い顔になってしまった。いまは亡き主人か

らの勲陶によるためであろうが、こと、時計の修理に関しては、柱時計であれ、懐

中時計であれ、実に＜驚くほど入念に、しかも、几帳面に＞（“with marvelous delicacy 

and precision” p.206）修理し、正確の徹底を期したが、時計そのものにはまったく無

関心であった。また、彼の耳はたくさんのカッチカッチという音にはすっかり麻痺

してしまっていた。従って、彼自身は気づいていなかったかも知れないが、彼が時

刻を知るのは、光線の具合によってであった。従って、午後も遅くになって、狭い

窓とか、店の奥の方にあった、狭い窓よりも狭くて、埃だらけの天窓から差し込ん

でくる光が衰え始める頃になると、いつも、仕事を止めて、町に出かけた。彼は町

に出かけると言っても、別段遠くに出かけることはせず、いつもきまって、町の中

心街からちょっと外れた所にある＜昔のオペラ・ハウス＞（“an old opera house” p.207）

に出かけるのであった。この＜古いオペラ・ハウス＞は、現在では 3 流の映画館に

変わってしまっていて、しかも、その映画館には＜ジョイリオ＞（“Joy Rio” p.207）

という妙な名前がつけられていて、もっぱら西部劇とか、子供や男の子向きの映画

を上映していた。 

 このように、ゴンザレスが午後遅くなると、必ずと言っていい位、＜ジョイ・リ

オ館＞に出かけるのには＜ちょっとばかし、特異にして、不可解なところ＞（“something 

a bit special and obscure” p.207）があった。というは、ゴンザレス氏が今は亡き主人

のクローガー氏から＜遺産＞（“material possessions” p.207）を相続したばかりか、ク

ローガー氏が行っていた＜暗がりで行う、その場限りの秘密の営み（暗がりでこっ

そり行う、つかの間の秘め事）＞（“fleeting and furtive practices in dark places,” p.208）

までも受け継いでしまった。 

ここで注意すべきことは、既に触れたように、パブロという若者が、クローガー

氏の身体が段々と衰弱していった時に現われた時、このような秘め事をきっぱりと

中断してしまったことである。この中断によって、クローガー氏がパブロ・ゴンザ

レスという若者に対し、いかに心底から全幅の信頼を寄せたかが分かる。もう少し

具体に言えば、クローガー氏がパブロに、彼自身の全生涯に関する様々なことのみ

ならず、彼が心の中で本当に考えてきたことを、あらいざらい包み隠さず、正直に、

ちょうど罪人が懺悔牧師に告白するかのように、話した、いや、告白したというこ
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とは、かかるクローガー氏のパブロに対する信頼を如実に実証していると考えて間

違いあるまい。 

で、この作品の中では、このクローガー氏の論理は＜多くの背徳主義者＞（“most 

immoralists” p.208）の論理として、次のように書かれている。 

 

... the soul becomes intolerably burdened with lies that have to be told to the world in order 

to be permitted to live in the world, and that unless this burden is relieved by entire honesty 

with some one person, who is trusted and adored, the soul will finally collapse beneath its 

weight of falsity. (p.208) 

 

「魂（人間）というものは、この世に生きてゆくためには、世間に対して止むな

く吐かねばならぬ嘘のために、堪え難いほどの重荷を背負わされてしまうものであ

る。そして、もしも魂（人間）が心から信頼し、深く敬愛することのできる、誰か

ある 1 人の人間に対して、心の真実を打ち明けるといった、完全なる、誠実な心の

交流によって、この重荷から解き放たれなければ、魂（人間）は最後には、虚偽の

重みに堪えかねて、押し潰されてしまうのである。」 

 

これは、虚偽を嫌って、真実に生きるとことを重視するテネシー・ウィリアムズの

考えを代弁したものであると、私は確信している。引用文中の＜ある 1 人の人間＞

というのは、鋭い直感力で、つまり、無言の真情交流によるエピファニーによって、

この人ならば、自分の真実を告白したり、真情を吐露するに値する人物であると確

信した人間である。従って、エミール・クローガー氏は、自分の人生の最後の何ヶ

月間の大半を、モルヒネで段々と意識朦朧となってきたのだが、彼が熱愛する徒弟

パブロへの告白を囁くために献げたのである。 

 

6. パブロのグロテスクな変貌 

 

 パブロに対するクローガー氏の告白は＜あたかもクローガー氏が自分の過去の罪

深い魂の告白を、終始じっと聞を傾ける若者（パブロ）の耳や脳、また、血液の中

に吹き込むかのように思われた＞（“... it was as if he had breathed the guilty soul of his 

past into the ears and brain and blood of the youth who listened, ...” p.208）のである。 
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 クローガー氏が死んで間もなく、いままでほっそりとした身体をしていたパブロ

が、急に肥り始めたのである。もちろん、パブロは生前のエミール・クローガー氏

程＜でぶ＞（“gross” p.208）にはならなかったけれども、彼の華奢な身体の骨格は、

気の毒にも、皮膚の色までが土色に変色してしまい、ぶくぶくに肥った不格好な醜

い曲線の中に消えていってしまった。つまり、パブロが持っていた優美な身体的特

徴が 1 つずつ、肥るにつれて、醜い肉の中に埋没していってしまった。それは、ちょ

うど、寡婦が黒い喪服を何枚も重ねて着るような塩梅であった。最初の 1 年間位は、

美しい身体の線はまるで幽霊のように何とか残ってはいたものの、それからはだん

だんと無くなっていって、遂には、まったく消滅してしまった。従って、パブロが

25 才になった時には、40 才になった今のように、何とも言いようがない程、ぶくぶ

くに肥った、まるでお月様のようにまんまるい顔をした、小柄の男に変貌してしまっ

たのである。 

 

7. パブロの自己矛盾 

 

 パブロ・ゴンザレス氏は今や、若い頃の華奢な面影などすっかり消え失せてしま

い、ぶくぶくに肥ってしまった、醜い 40 男に変わり果ててしまった。従って、パブ

ロ・ゴンザレス氏は目覚めている時に、「もしも誰かに＜パブロ・ゴンザレスさん、

あなたは死んだクローガーさんのことをどう思っていますか。いまでも、大事な恩

人だと思っていますか＞と聞かれて、どうしても本当の気持ちを答えねばならぬと

したならば、恐らく、彼は肩をそびやかして、＜今では大事な恩人などとは思って

いません。何しろ、それは、もうずっと昔のことですから＞と答えたでありましょ

う。しかし、同じ質問が、彼の眠っている時になされたしたならば、嘘偽りのない

心は＜いつもです。いつもです＞と答えたでありましょう。」（“... if in his waking hours 

somebody to whom he would have to give a true answer had enquired of him, Pablo 

Gonzales, how much do you think about the dead Mr.Kroger, he probably would have 

shrugged and said, Not much now. It’s such a long time ago. But if the question were asked 

him while he slept, the guileless heart of the sleeper would have responded, Always, always!” 

p.208）従って、顕在意識においては、ゴンザレスには、クローガー氏のことを恩人

であるなどという意識はないのに対し、潜在意識においては、いつも、大恩人であ

るということを意識しているといった具合に、顕在意識と潜在意識とでは、認識の
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点で大きな落差があるということなる。この落差は、換言すれば、自己矛盾という

ことに繋がる。しかしながら、クローガー氏がパブロと出会う前に、長年に亘って

学びとった、人間の生き方に関する実際的知識は、パブロ・ゴンザレス氏もクロー

ガー氏と同じような病気に罹って、死の恐怖を経験するようになると、一層身に沁

みて実感として理解できるようになったのである。これは、次の引用から推察でき

る。 

 

... , the boy had felt for this whisper the same horror and pity that he felt for the mortal 

disease in the flesh of his benefactor, and only gradually, in the long years since the man and 

his whisper had ceased, had the singsong rigmarole begun to have sense for him, a practical 

wisdom that such a man as Pablo had turned into, a man such as Mr.Gonzales, could live by 

safely and quietly and still find pleasure ... (p.213) 

 

「若者（パブロ）は、この囁きに対して、恩人の肉体の死の病に対して感じたと

同じ恐怖と憐憫を感じた。そして、クローガー氏が死ぬと同時に、当然のことなが

ら、クローガーの囁きも終わったのであるが、それから長い年月の間に、ほんの少

しずつではあるが、この単調な長談義が、彼にとって意味を持ち始めた。その単調

な長談義とは、パブロ・ゴンザレス氏のような男が、それを心の拠り所として、安

心して静かに暮らすことができ、かつまた、快楽をもみつけることができるといっ

たような、実際的知恵であった。」 

 

8. エミール・クローガー氏自身によるパブロへの＜実際的知恵＞の伝授 

 

 ジョイ・リオ館の改善は、決して完璧を期したものではなかった。この改善は、

単にみせかけの美徳を守る程度にとどまった。従って、午後のある時間帯とか、夜

遅くには、第一桟敷の列においては、パブロ・ゴンザレス氏が時々求めるような種

類の、いかがわしい種類の行為が行われていたのであった。こういう時間帯では、

ジョイ・リオ館の常連の数はごく少数であった。というのは、1 階の観客席は整備

が行き届いていたため、坐り心地が良かったので、映画鑑賞を目的に来た人達は、

当然、階下（1 階）に坐るのであった。一方、第 1 桟敷の観客が殆どいないような

所に好んで坐りたがる人は、そこでは、喫煙が認められているためか、それとも、
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別のいかがわしい理由によるものであった。もちろん、こういった第 1 桟敷には、

危険が伴った。しかし、ゴンザレス氏は、事を行う前には、熟慮して慎重を期する

タイプの男であった。従って、ゴンザレス氏は一か八かやってみるといった冒険は

しなかった。これは、ゴンザレスが、目が覚めてから眠りにつくまでの間に、今は

亡きエミール・クローガー氏が、一種の呪文のように囁いた、長年に亘る彼自身の

経験にもとずく実際的知恵に敬意を払っていたからである。このような知恵がいか

なるものであるかは、次の引用で分かる。 

 

  Sometimes you will find it and other times you won’t find it and the times you don’t find it 

are the times when you have got to be careful. Those are the times when you have got to 

remember that other times you will find it, not this time but the next time, or the time after 

that, and then you’ve got to be able to go home without it, yes, those times are the times 

when you have got to be able to go home without it, go home alone without it. (p.212) 

 

「獲物というのは、運よく見つかる時があるかと思えば、時によると、全然見つ

からない時もあるものである。そういう場合、見つからない時こそは、注意と言う

か、用心しなければならぬ時である。そういう時によーく覚えておかなければなら

ぬことは、いずれ見つかる時が必ずある。つまり、今回はだめでも、次の機会に、

あるいは、次の次の機会に見つかることもあるということである。更にまた、そう

いう運の悪い時には、獲物なしで家に帰ることが出来る様にならなければならぬ、

そう、そういう不運な時こそは、まさに、獲物なしで家に帰ることが出来るように

ならなければならぬ、いや、更に付言すれば、獲物なしで、しかも、独りぽっちで、

家に帰ることができるようにならなければならぬ時なのであるということを、よく

覚えておかなければならぬのである。」 

 

この＜実際的知恵＞は、パブロ・ゴンザレスの＜恩人＞（“benefactor” p.212）で

あるエミール・クローガー氏が＜夢の中の抱擁のように、ほとんど非現実的とも言

えるもので、本質的には満足に至らない快楽を、ほぼ一生に亘って追求し続けたこ

と＞（“his almost lifelong pursuit of a pleasure which was almost as unreal and basically 

unsatisfactory as an embrace in a dream.” p.212）から学び得たものであった。もちろん、

パブロは、若い時、モルヒネによって頭がぼんやりしており、しかも、出血によっ
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て身体が衰弱しているクローガー氏から、彼自身が学びとった現実的知恵の精粋を、

まるで＜蒸留液＞（“distillation” p.213）のように、一滴ずつゆっくりと、パブロの

繊細な耳の中に流し込まれたのであるが、肝心のパブロ自身は、こんなものは、しょ

せん、クローガー氏の寝物語程度に考え、大して重要なものとは考えなかった。 

従って、パブロ・ゴンザレスはその後も、このクローガー氏の＜実際的知恵＞が、

現実問題として必要になる時が来ることがあるなんぞ、夢想だにしなかったのであ

る。ところが実際には、クローガー氏の死後の、パブロ・ゴンザレスの長い人生に

おいて、このような一見平凡と思われる、くらだない長談義が、彼にとって重要な

意味を持ち始めることになったのである。して、パブロ・ゴンザレスがこの＜実際

的知恵＞の重要性を痛感し始めたのは、偶然であろうが、皮肉なことに、彼自身も

エミール・クローガー氏の生命を奪ったと同じ、悪性の癌に罹っていることを知っ

た時であった。しかし、この癌は進行性の速い癌ではなくて、ゆっくりと進行する、

痛みを伴わないものであった。従って、パブロ・ゴンザレスが病気の＜もっともはっ

きりとした症状＞（“The most palpable symptom” p.214）は＜食欲の極度の減退＞（“loss 

of appetite”p.214）と＜体重の確実な漸減＞（“a steady decrease of weight” p.214）であっ

た。結果として、若い時の＜パブロの華奢な身体が描く優美な線＞（“the graceful 

approximation of Pablo’s delicate structure” p.214）が舞い戻ってきた。従って、ゴンザ

レス氏が住居をも兼ねた、薄暗くて、小さい店の中にかけてあった、よく見えない

鏡の中を覗きこんだ時、意外や意外、今は亡き主人であったエミール・クローガー

氏が、こよなく、無生に可愛がった若者パブロの姿が映っていたのである。この時、

ゴンザレスは、＜青春の甘い鳥＞が舞い戻ってきたという錯覚に捕われたのである。 

 

9. ゴンザレスが受けた、クローガー氏からの奇妙な遺産相続 

 

 ゴンザレス氏は＜亡くなった恩人＞（“his dead benefactor” p.208）から、物質的遺

産以外のものまでも相続してしまっていた。つまり、それは、エミール・クローガー

氏が＜ジョイ・リオ館＞の暗い所で、こっそりとやっていたはかない快楽、つまり

淫行であった。しかし、エミール・クローガー氏は、このような快楽を、パブロに

出遭うと途端に、きっぱりと止めてしまった。このことから察するに、これは、エ

ミール・クローガー氏が、パブロの若くて華奢な身体の魅力にすっかり参ってしま

い、パブロに対する一物狂的な（monomaniac）熱愛に陶酔したためと考えられる。 
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 考えてみれば、ゴンザレス氏は、いまや、クローガー氏の死因となったと同じ、

悪性の癌に罹り、クローガー氏と同じような＜漂流＞（drifting）の生活を続けてい

ることが、自分でもよく分かっていた。この模様に関しては、次の引用で分かる。 

 

  The old man had left Mr.Gonzales the full gift of his shame, and now Mr.Gonzales did the 

sad, lonely things that Mr.Kroger had done for such a long time before his one lasting love 

came to him. Mr.Kroger had even practiced those things in the same place in which they 

were practiced now by Mr.Gonzales, in the many mysterious recesses of the Joy Rio, and 

Mr.Gonzales knew about this. He knew about it because Mr.Kroger had told him. Emiel 

Kroger had confessed his whole life and soul to Pablo Gonzales. (p.208) 

 

「老人（エミール・クローガー氏）はゴンザレス氏に、実にたくさんの恥ずかし

い贈物を遺していった。それで、いま、ゴンザレス氏は、クローガー氏が唯一無二

の永遠の愛人（パブロ・ゴンザレス）と回り会う以前、非常に長い間に亘ってやっ

ていたことと同じ、悲しい孤独の営みをやっていた。つまり、クローガー氏は、現

在ゴンザレスがやっているのと全く同じ場所、つまり、ジョイ・リオ館のたくさん

の秘密の薄暗がりの中でやっているのと、そっくり同じことをやっていたのである。

また、ゴンザレス氏はこのようなことに関しては、何もかも実によく知っていた。

なぜならば、クローガー氏は、このことに関しては、ゴンザレス氏に、日頃から詳

しく話していたし、また、同時に、自分の生涯に起きた数々の不可思議なことの真

実やら、心の中の秘密に関しても、全部、打ち明けていたと言うか、告白していた

からである。」 

 

10. ジョージとグラディスのパニックによって触発されたゴンザレス氏のパニック 

 

＜ジョイ・リオ館＞の新しい案内人として、ジョージ（George p.215）という 17

才の青年が採用された。この案内人は、小柄のユダヤ人のマネージャーから、誰 1

人として、こっそり 2 階に上って行って、上の方の桟敷の禁止区域には入って行か

せないように、ロープで仕切られた階段には、特別に見張りを厳重にするようにと

指示されていた。ところが、このジョージという案内人は、グラディス（Gladys p.215）

という女の子に恋をしていた。グラディスは学校ももう夏休みになったものだから、
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毎日午後になると、ジョイ・リオ館にやって来ては、ジョージの持ち場である入口

あたりをうろついた。このグラディスは、いったい、どういうタイプの女の子で、

また、どういう気持ちであったかは、彼女の服装によって分かる。 

 

She wore a thin, almost transparent, white blouse with nothing much underneath it. 

 (p.215) 

 

「彼女は、薄地の、殆ど透けてみえるような白いブラウスを着ており、しかも、

そのブラウスの下には、殆ど何も着ていなかった。」 

 

このように、グラディスは艶
なまめ

かしい服装をしていたものだから、ジョージは、

いざ抱擁するとなると、夢中になってしまった。この模様に関しては、次の引用で

分かる。 

 

Her skirt was usually of sheer silken material that followed her heart-shaped loins as 

raptly as George's hand followed them when he embraced her in the dark ladies' room on the 

balcony level of the Joy Rio. (p.215) 

 

「グラディスがはいていたスカートは、いつも、透けて見えるほど薄地の正絹製

で、彼女のハート型の腰の線がくっきりと出るような、実に艶
なま

めかしいものだった。

ジョージは、ジョイ・リオ館の 2 階中央部のバルコニーにある、暗い女性用トイレ

で、彼女の悩ましい腰を手で愛撫する時は、全く無我夢中であった。」 

 

また、グラディスが、ジョージのいるあたりをうろつく、こういった午後になる

と、彼女は＜肉欲的妄想＞（“sensual delirium” p.215）に捕われてしまった。それに、

その夏は、ジョイ・リオ館の警戒はいつもより厳重ではなかったので、ジョージは、

グラディスがライラックの香水の香りを漂わせながら、午後の通りから、ぷらっと

入って来るまで、階下の入口近くで、そわそわした落ち着かない様子で、顔の神経

を痙攣させながら待機していた。グラディスは、ジョージの懐中電燈で照らした座

席間の通路をぶらぶら歩きながら、奥の方へと進んで行く時には、わざと、彼の顔

を見ないようなふりをした。そして、グラディスは、今こそチャンスだと思った時
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には、ジョージが簡単に彼女を見つけることができるように、オーケストラ席の後

の席に坐った。あるいは、ジョージが、グラディスを余りにも長く待たせ過ぎてし

まい、映画にもすっかり飽きてしまったような場合には、グラディスはロビーまで

ぶらぶらと戻って来て、子供っぽい、ゆったりした話し方で、＜済みません、女性

用トイレはどこにあるんですか＞などと尋ねるのであった。そんな場合、時には、

ジョージは声を潜めて、グラディスを激しく罵ったりしたが、結局のところは、ジョー

ジはグラディスを階段のところまで案内してゆかねばならなかった。すると、グラ

ディスは階段を昇って、ジョージを待つことになったのである。しかし、ジョージ

は彼女をそこに待たせて置くということに、堪え難い焦慮の念に駆られた。して、

この焦慮の念が、ジョージの理性を狂わす程激しいものであったことは、次の引用

で分かる。 

 

... the knowledge that she was up there waiting would finally overpower his prudence to 

the point where he would even abandon his station if the little manager, Mr.Kate, had his 

office door wide open. (p.216) 

 

「グラディスが階段を上がって待っていると考えると、つい、いらいら、かっか

してきて、冷静な心なんぞどこかに吹っ飛んでしまい、たとえ、あの厳しい小柄の

マネージャーのケイト氏が、部屋のドアを大きく開けっ放しにしていたとしても、

持ち場を離れるといった、大胆なことをやってしまうであろう。」 

 

ところで、＜ジョイ・リオ館＞での＜女性用トイレが、トイレ本来の目的のため

に使われれたことはなかった＞（“The Ladies’ room was otherwise not in use.” p.216）

し、また、その電気のスイッチも毀れており、また、それが、かりに修理されたに

しても、不思議なことに、電球がなくなってしまうのであった。従って、ジョージ

は、グラディス以外の女性から、トイレに関してとやかく訊かれると、ぶっきらぼ

うな口調で、女性用トイレは毀れてますと答えるのであった。この女性用トイレは、

ジョージとグラディスという 2 人の若い恋人にとっては、最適の隠れ場になってい

た。トイレのドアを少し開けておくことによって、りっぱな大理石の階段を踏みし

める足音が聞こえ、それがまた、警告ともなったのである。従って、ジョージは、

現場をみつかる前に、ポケットに両手を突っ込んで、無事に出て来ることができた。
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常連客から、トイレを使うために、懐中電燈を貸して欲しいと強く言われた時など

は、ジョージは激怒するのであった。というのは、グラディスがすっかり乾いてし

まった洗面台に凭り掛かりながら、しわくちゃの絹のスカートを、脇腹あたりまで

ぐっとまくし上げて待っていたからである。 

ところで、ゴンザレス氏はジョージとグラディスのことはよく知っていた。それ

もその筈、ゴンザレス氏は、ジョイ・リオ館の中のことは、何でも知るように努め

ていたからである。というのは、ゴンザレス氏にとって、＜ジョイ・リオ館＞こそ

は、まさに＜地上の天国＞（“his earthly heaven” p.217）であったからである。もち

ろんのことながら、ジョージもゴンザレス氏のことをよく知っていた。例えば、ジョー

ジは、ゴンザレス氏が 2 階の男子用トイレに行く道を尋ねる時はいつでも、あたか

も彼がいままでに 1 度も 2 階に上がったことがないかの如くに、その都度、彼にど

うして 55 セントものチップをくれるのかということも知っていた。時々、ジョージ

は声を潜めて、何か知らん、ぶつぶつ文句を言っていたが、ゴンザレス氏のような

常連客からもらうチップは、一種の口留め料と考えて、ゴンザレス氏が行う淫行に

対しては、見て見ぬ振りをしてきた。 

しかし、それから、8 月のある日、それもものすごく暑くて、目も眩
くら

むほど激し

く照りつける午後であったが、ジョージがグラディスとの快楽に夢中のあまり、ゴ

ンザレス氏がバルコニーへ行く階段のてっぺんに到着するまで、彼の足音には全然

気づかなかった。しかし、ゴンザレスの足音を聞いた途端に、ゴンザレス氏に気づ

かれてはまずいと思い、汗ばんでいる手の平を、彼の名前やら神の名を口ごもって

いたグラディスの口に、しっかりと押しつけた。ジョージはゴンザレス氏が何もせ

ずに、そのまま立ち去って行くのを願って待った。ところが、どういう訳か、ゴン

ザレス氏もじっと待って動かなかった。実際には、ゴンザレス氏は階段を昇ってき

たために、息切れがしたので、呼吸を整えるために、階段のてっぺんで、じっと立っ

ていたのである。ところが、ジョージは僅かばかり開いていたトイレのドアの隙間

から、ゴンザレス氏は、ジョージが隠れ家から出て来るのをとっ捕えようとして、

待ち構えていたものと勘違いしてしまった。従って、ジョージは怒りを爆発させて

しまった。ジョージはグラディスを洗面台に激しく押しつけると、ズボンのボタン

隠しにボタンをかけることすらせずに、トイレから飛び出して行った。ジョージは

階段近くで待っている、痩せこけて、ほっそりしたゴンザレス氏のところまで駈け

て行って、＜ふたなり＞（“morphodite” p.217）という恐ろしい言葉を、大声で怒鳴っ
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ていた。その声は＜ジャングルの鳥のように甲高い＞（“shrill as a jungle bird’s” p.217）

ものであった。ゴンザレスは思わず、ジョージから後ずさりしたが、その時の身の

こなし方は実に軽やかで、優雅そのものであった。ゴンザレス氏はジョージの物凄

い、激怒した顔に殴りかかろうとする拳骨に恐れをなして、1 歩 1 歩後ずさりした。

その間、ゴンザレス氏は＜やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、や

めてくれ＞（“No, no, no, no, no.” p.218）と小声で囁いた。ジョージは、ゴンザレス

氏と階下の階段との中間に立っていたので、ゴンザレス氏は階段の上の方に逃げた。

突然、ゴンザレス氏は若い頃のパブロのように、素早く、しかも軽快に＜立ち入る

べからず＞（“keep out.” p.218）という札がぶら下がっている、びろうど色のロープ

の下をくぐって行った。ジョージの追跡は、映画館のマネージャーによって遮られ

た。つまり、マネージャーがゴンザレス氏の腕を、物凄い力で掴んだので、制服の

肩の縫い目がばりっと裂けてしまった。このことによって、次の騒ぎが起きてしまっ

た。というのは、ゴンザレス氏は制服の肩の縫い目が避けたのを機に、これ幸いと

ばかりに、禁止されている階段をどんどん昇って行って、上方の、暗さがだんだん

と深まってゆくように思われた所に、逃げこんで行った。ゴンザレス氏は途中で、

立ち止っても大丈夫だと思われるような所が何箇所かあったが、彼の逃走には＜自

分では如何とすることもできない弾み＞（“an irresistible momentum” p.218）がついて

いたので、両脚がまるでピストンのように動き、知らぬ間にどんどん上の方に昇っ

て行く結果となってしまった。しかしながら、ゴンザレス氏は、階段の一番上の所

で遮られた。そこで、ゴンザレス氏はすんでのところで引き返そうとしたが、丁度

その時、上の方に＜ぼんやりとした人影＞（“the dim figure” p.218）が待っているの

が見えた。その時、ゴンザレス氏は慌てて、くるりと向きを変え、りっぱな大理石

の階段を駈け降りようとしたが、丁度その時、ゴンザレス氏に向って、ゴンザレス

氏の若い時のパブロという名前が、非常に命令的口調で呼び掛けられたので、彼は

思わず、立ち竦
すく

んでしまい、再び上方を見上げるといったことをしないまま、待っ

た。この時、ゴンザレスに見えたと思われた＜ぼんやりとした人影＞というのは、

他ならぬエミール・クローガー氏自身だったのであるが。すると、＜ぼんやりとし

た人影＞つまり、クローガー氏の亡霊は＜パブロ、パブロ、ここへ上っておいで＞

（“Pablo”, said Mr.Kroger, “come on up here, Pablo.” p.218）と言った。もちろん、ゴン

ザレス氏は亡霊の指示に従ったが、その時のゴンザレス氏には、ジョージの物凄い

剣幕に圧倒されて、思わず階段を駈け昇った時の体力も気力もなくなっていた。こ
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の時のゴンザレス氏の衰弱した状態に関しては、次のように書かれている。 

 

Mr.Gonzales obeyed, but now the false power that his terror had given him was drained 

out of his body and he climbed with effort. At the top of the stairs where Emile Kroger 

waited, he would have sunk exhausted to his knees if the old man hadn't sustained him with a 

firm hand at his elbow. (p.218) 

 

「ゴンザレス氏は、クローガー氏の亡霊の指示に従ったが、しかし、いまでは、

恐怖によって喚起された見せかけの力は、彼の身体からはすっかり抜け落ちてしまっ

たので、階段を昇るのは、えんやらやっとであった。クローガー氏が待っていた階

段のてっぺんで、もしも老人（クローガー氏）がしっかりした手で、ゴンザレス氏

の肘を支えなかったならば、力尽きて、へなへなっと跪いてしまったであろう。」 

 

クローガー氏はこのように衰弱したパブロに向って＜パブロ、こちらへおいで＞

（“This way, Pablo.” p.218）と優しく声をかけ、最上席の所に馬蹄形に並んでいた、もっ

ともいまは、まるで地獄のように真っ暗闇の中にあったが、かつての豪華な金色の

小さなボックスの 1 つに導いて行き＜さあ、ここに坐るんだよ＞（“Now sit down.” 

p.218）と命令口調で言った。しかし、クローガー氏は、心底では、現在のパブロの

窮状を可愛想に思い、彼をパニックから解放してやるように、愛情をこめて介抱し

てやったのである。この模様は、次の引用で分かる。 

 

Pablo was too breathless to say anything except, Yes, and Mr.Kroger leaned over him and 

unbuttoned his collar for him, unfastened the clasp of his belt, all the while murmuring, 

There now, there now, Pablo. (p.219) 

 

「パブロは息切れがして、ハーハー言っていたので、＜ハイ＞と返事をするのが

精一杯だった。それで、クローガー氏はパブロの身体の上に身を屈
かが

めて、シャツの

襟のボタンを外してやり、ベルトの留め金をゆるめてやったりした。その間、クロー

ガー氏は、終始、パブロに向って＜よし、よし、もういい、大丈夫だよ＞と優しく

慰める言葉を囁いていた。」 
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このようなクローガー氏の介抱が効を奏して、ゴンザレス氏はパニックから解放

された。つまり、ゴンザレス氏の呼吸も徐々に整い、正常になり、胸の苦しみも消

えたのである。すると、クローガー氏はゴンザレス氏に対して、忍耐の哲学につい

て講義する。この講義の内容に関しては、次のように書かれている。 

 

Don’t forget that you will find it sometimes but other times you won’t be lucky, and those 

are the times when you have got to be patient, since patience is what you must have when 

you don't have luck. (p.219) 

 

「獲物というのは、時には見つかることもあるが、しかし、時によると、さっぱ

り見つからないといった不運な時もあるということを忘れてはいけない。そして、

そういう不運な時こそは、まさに、辛抱強く耐えねばならぬ時である。というのは、

忍耐こそは、幸運に恵まれない時には、絶対的に必要不可欠のものであるからであ

る。」 

 

このクローガー氏による講義は、ゴンザレス氏に対する優しい愛撫のうちに、精

一杯の思いやりをこめて行われたので、ゴンザレス氏はすっかり慰められて、パニッ

ク状態から完全に解放された。この模様に関しては、次のように、具体的に描写さ

れている。 

 

The lecture continued softly, reassuringly familiar and repetitive as the tick of a bedroom 

clock in his ear, and if his ancient protector and instructor, Emile Kroger, had not kept all the 

while soothing him with the moist, hot touch of his tremulous fingers, the gradual, the very 

gradual dimming out of things, his fading out of existence, would have terrified Pablo. But 

the ancient voice and fingers, as if they had never left him, kept on unbuttoning, touching, 

soothing, repeating the ancient lesson, saying it over and over like a penitent counting prayer 

beads, Sometimes you will have it and sometimes you won't have it, so don’t be anxious 

about it. You must always be able to go home alone without it. Those are the times when you 

have got to remember that other times you will have it and it doesn’t matter if sometimes you 

don't have it and have to go home without it, go home alone without it, go home alone 

without it. The gentle advice went on, and as it went on, Mr.Gonzales drifted away from 
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everything but the wise old voice in his ear, even at last from that, but not till he was entirely 

comforted by it. (pp.219～220) 

 

「クローガー氏の説諭は、穏かな調子で続けられた。その声は、パブロ・ゴンザ

レス氏の耳には、まるで寝室の柱時計のチックタックという音のように、なじみ深

い、反覆的なものであったが、不思議と彼の心を和
なご

ませた。しかしながら、もしも

昔の主人であり、師匠でもあったエミール・クローガー氏（の亡霊）が、その間ずーっ

と、熱い、震える指で触りながら、彼の心を慰めてくれなかったならば、周囲が暗

くなって、物の輪郭が、徐々にぼんやりとし、更には、パブロ・ゴンザレス氏自身

の存在感すらも薄れてゆくような気がして、思わず恐怖感に苛まれたことであろう。

しかし、昔の声と指は、あたかも、いままで彼のもとから離れたことがなかったか

のように、ボタンを外したり、触ったり、慰めたりすることを続けた。その間、ク

ローガー氏は＜獲物は見つかる時もあれば、見つからぬ時もある。だから、獲物に

関しては、そう別に心配することはない。そういう訳だから、いつでも、獲物なし

で、しかも、独りっきりで家に帰ることができるようにならなければならない。獲

物はいつか見つかる時があるのだから、たとえ見つからぬ時があって、獲物なしで

家に帰らなくてはならない、いや、獲物なしで、しかも、ひとっきりで家に帰らな

ければならない。獲物なしで家に独りで帰らなければならないということがあって

も、そんなことは別に大したことじゃないんだということを思い出さなければなら

ぬ時がある＞という昔の教訓を、丁度、悔悟者が数珠を数えるように繰り返したの

である。そのような優しい忠告は、その後も続いたが、その忠告が続いているうち

に、パブロ・ゴンザレス氏は、耳に聞こえる年老いた賢者の声以外のすべてのもの

から、段々と離れて行き、最後には、その声からも離れていってしまった。しかし、

不思議にも、その時には、なんと彼の心は、その声によって、すっかり慰められて

しまっていたのであったのである。」 

 

11. 結 論 

 

 この短編小説の最初の部分において、中心人物であるエミール・クローガー氏は、

＜ロマンティックな面、つまり、非現実的と言うか、理想的な性格があるかと思え

ば、反面、実際的な面、つまり、現実的な面をも兼ね備えたドイツ人＞であるとい
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う意味の“a romantically practical Teuton”（p.204）という人物説明が書かれている。こ

の＜ロマンティックな面＞というのは、クローガー氏自身が、若い頃は＜青春の甘

い鳥＞であったことを暗示しているように思われる。が、クローガー氏も年をとっ

てしまうと、かつての優美な体形なんぞ、影も形もなくなり、醜いまでに太ってし

まった。つまり、＜太っていて、異様な男＞（“a fat and strange man” p.204）になっ

てしまったのである。従って、当然のことながら、この＜青春の甘い鳥＞は、まる

で渡り鳥のように、いずこともなく飛び去って行ってしまい、かつての面影はまっ

たく消え失せてしまった。しかし、クローガー氏の胸中奥深くには、この過去の栄

光とも言うべき＜青春の甘い鳥＞に対する未練、執着が内在していた。というのは、

その証拠に、テキサス州ダラスで開かれた時計屋の会合に出席した折に、かつての

＜青春の鳥＞を想わせるパブロという19才の華奢な身体をした優美な若者に出遭っ

た時には、まるで魔法にでもかけられたかのように、陶然となってしまい、パブロ

こそは、まさに、かつての自分の＜青春の甘い鳥＞であると思い込み、一物狂的に

熱愛したことが挙げられるからである。 

 また、クローガー氏には＜太っていて、異様な男＞という人物説明があることは

既に触れたが、この場合の＜異様な＞という特徴は、クローガー氏の孤独というこ

とに起因しているように思われる。この短編においては、この点に関する具体的事

実として、何も書かれてはないが、察するに、クローガー氏には、身内、親族、友

人等による、暖かい人間的交流がないばかりか、とりわけ、彼自身が本当に自分の

真情を打ち明けて、真実を交換することができる、いわゆる真情交流の相手がいな

かったということが、彼をして孤独意識の極限の世界を彷徨わせることになったも

のと思われる。このような孤独意識は、クローガー氏にとっては耐え難いことであっ

たであろうので、もしも何らの望みのないまま深刻化すれば、究極的には、自殺を

せざるを得ない羽目に追いこまれることは、必定となったであろう。 

 そこで、クローガーは深刻なる孤独意識を紛らす方法として、性による快楽を考

えて、これをジョイ・リオ館で秘かに実践した。このような快楽は、風俗の取り締

まりによる摘発・処罰ということもあって、かなり危険が伴うものである。しかし、

彼は生きてゆくためには、このような危険をも敢えて辞さざるを得ないといった、

実に凄絶な覚悟で実行する。というのは、性による快楽こそは、特に彼の場合、彼

の生命を守る唯一の手段であると確信していたからであろう。が、こういったクロ 

ーガー氏の確信は、世間の人達、つまり第 3 者からみれば、当然、奇妙なと言うか
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異様である。つまり、“strange”ということになるのである。こういったクローガー

氏の異様な確信の背後には、人間が孤独の苦しみに呻吟している時には、酩酊状態

にある時にするような、本人自身も思ってもみなかったような、異常なこと、きて

れつなことをするものであると考えている、作家ウィリアムズ自身の考えを反映し

たものであると考えて、ほぼ間違いあるまい。 

 また、クローガー氏の場合、孤独意識が深刻化すると、同時に、人間不信も高まっ

ていったので、パブロのような、彼にとっては、まさに理想とも言うべき＜青春の

甘い鳥＞がみつかったとなると途端に偏執狂者（monomaniac）のようにパブロを熱

愛したのである。この熱愛によって、クローガー氏は深刻な孤独感から解放される

と同時に、徹底した人間不信からも解放され、人間味を取り戻していったのである。

つまり、クローガー氏はパブロという＜彼にとって、唯一無二の永遠の愛人＞（“his 

one lasting love” p.208）と回り会うことによって、相互の真情の交流を基磐とする、

いわゆる真情交流を実現することができたことによって、人間の真実というものを、

実感としてはっきりと掴むことができた。また、このような真情交流によって、ク

ローガー氏が、いままで耐えに耐えてきた虚偽という重荷からも解放され、精神的

に救済されることができたのである。かくして、クローガー氏は彼独自の背徳主義

者の哲学を確立することができた。この哲学の確立によって、クローガー氏は彼な

りの悟りを開き、救済された結果、彼には自然と寛容と慈悲と言うか慈愛の心が芽

生えたのである。従って、パブロ・ゴンザレスがパニックに陥り、窮地に立たされ

た時には、優しく慈愛の手を差し伸べ、救済の道を切り開いてやったのである。 

 ウィリアムズの伝記、回想録等から推して、彼は深刻な孤独感と死の恐怖の境界

線を彷徨い、いままでに何度となくパニックを経験したことがあり、また、ウィリ

アムズ自身、弱者がお互いの悲惨な身上を思いやって生まれる真情交流を経験して

いるものと考えられる。従って、クローガー氏がジョージのパニックによって触発

されたパニックに狼狽えるパブロ・ゴンザレスに慈愛と憐憫の気持ちをこめて同情

したのも、ウィリアムズ自身の体験の反映ではなかろうか。また、両者、すなわち、

エミール・クローガー氏とパブロ・ゴンザレス氏との間には、かかるパニックによ

る苦境を味わった者のみが交わし得る真情交流が、直感的にと言うか、本能的に、

暗黙の理解のうちに行われたものと考えられる。もちろん、パブロは 3 年間に亘っ

て、ジョイ・リオ館におけるクローガー氏の苦い経験談についていろいろと聞かさ

れ、なおかつ、クローガー氏独特の忍耐の哲学を吹き込まれており、クローガー氏
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の死後も長きに亘って、この忍耐の哲学が、パブロ・ゴンザレス氏の頭の中にあっ

て、反芻
はんすう

されてきた結果、その真実性と実際的価値を認めてきたものと思われる。

そのために、クローガー氏が寛容と慈愛の念をこめて、半ば命令口調で、パブロ・

ゴンザレスに向かって＜こっちへ来るんだ。パブロ＞（“This way, Pablo.” p.218）と

言った時には、パブロはまるで神の言葉にでも従うかのように、従順に、大人しく

従ったのである。このように、パブロがクローガー氏の命令に従った瞬間というの

は、まさに、真情交流のクライマックスにおける瞬間である。このような真情交流

があった後には、パブロ・ゴンザレスはクローガー氏の忍耐の哲学の本質を、心底

から実感をこめて理解する。 

 クローガー氏がパブロを、まるで偏執狂者のようにひたすら熱愛したことからも

分かるように、クローガー氏の快楽は、いわゆる同性愛による快楽である。このよ

うな快楽は、普通の世間の人達の立場からみれば、異常な性倒錯であると一笑に付

されるかもしれないが、ウィリアムズは、人間の真実というものは、元来、グロテ

スク（grotesque）で、不道徳な（immoral）なもので、もしこれを公開すれば、世間

のスキャンダルになることは確実であると考えている。これを裏づけるものとして、

ウィリアムズの名短編「サバサと孤独」（“Sabbatha and Solitude”）に登場する著名な

女流作家サバサの＜真実というものは、すべて、スキャンダルです。そして、あら

ゆる芸術は無分別（不道徳）なものです＞（“All truth is a scandal,”...“and all art is a 

indiscretion.” p.70）という名言を挙げることができる。従って、ウィリアムズは、ク

ローガーとかゴンザレスといった人間は、世間的にみれば、確かに＜堕落者＞

（“depressed man” p.158）であるのだが、こういう＜堕落者＞に対しても、極めて同

情的であるのは、かかる所以によるのである。 

 

12. 寺門泰彦氏とシグニ・フォーク女史の作品解釈 

 

 寺門泰彦訳『ハード・キャンディ』（白水社）の「訳者あとがき」の中で、寺門氏

は「ジョイ・リオの秘密」に関する作品解釈について、次のように書いている。 

「ウィリアムズ的な野垂れ死にの美学を扱った、二つのきわめてよく似た作品「ジョ

イ・リオの秘密」と「ハード・キャンディ」はアメリカ版「ヴェニスに死す」とも

いうべきもので、「ニューオーリンズに死す」と題をかえてもいいくらいである。こ

う言ってしまえばもうなかば筋を説明したも同然なので、これ以上の説明はさしひ
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かえたいが、ただ、ニューオーリンズがどこかヴェニスに似たところのある南国の

水の都であるということ、それにクローガー氏、クルッパー氏（この二人の作中の

役割は正確には同じではないが）という人物がドイツ系であるということは注目に

値するであろう。もうひとつ付け加えておくと、二つの作品の舞台であるジョイ・

リオという映画館は、「歴史的価値をもつとされている一区域」（すなわちフレンチ・

クォーター）の「地理的境界内」にあるのではない、と「ハード・キャンディ」の

なか述べられている。主人公はそこへ路面電車に乗っていくのだが、今もなおいく

つかの線が残っているこの電車でどちらのほうへ行けばいいのか、ジョイ・リオを

ニューオーリンズの地図のどこに位置づけたらいいのか、こういうことはまったく

知るよしもない。」 (pp.276～227) 

 

また、この「あとがき」の中で寺門氏は、ウィリアムズの短編小説の特徴につい

て、極めて簡潔ではあるが、次のように書いている。 

 

「ウィリアムズは本質的に詩人の資質をもった劇作家というふうに評されること

が多い。そして彼の詩人の資質は、小説にはいっそう強く現れているように思われ

る。人物間の葛藤、プロットの構成よりも、情景や夢想、雰囲気や情緒、イメージ

や比喩が彼の小説にとって重要なのだ。」 (p.273) 

 

シグニ・フォーク女史（Signi Falk）は 1978 年にトウェイン社（Twayne Publishers）

から出版した『テネシー・ウィリアムズ研究』（Tennessee Williams）の中で、「ジョ

イ・リオ館」について、次のように書いている。 

 

The old men, gallery habitués in “Hard Candy” and “The Mysteries of Joy Rio,” are 

pitifully depraved figures. Williams’ sympathy with sexual abnormality in later years has 

given way to a compulsion to tell all about himself and his world. (p.158) 

 

「堅菓」や「ジョイ・リオ館の秘秘」という短編小説に登場する、桟敷の常連で

あった老人達は、思わず憐憫の情を禁じ得ないような、堕落した、哀れな人間なの

である。従って、ウィリアムズが晩年において、自分自身や自分の住む世界につい

ての、赤裸々な真実を、すべて、世間に告白せねばならぬといった衝動に駆られ、
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それに屈したのは、性的異常、変態というものに対して深甚からの同情の念を抱い

たためなのである。」 

 

従って、ウィリアムズは『回想録』を出版すれば、読者はもちろんのこと、出版

社に対して＜かなりの困惑＞（“considerable embarrasment” p.158）を与えることは必

定であるということを重々承知していたのであろうが、彼は＜自分の人生の事実＞

（“the facts of his life” p.158）、例えば、孤独とか性に関する赤裸々な事実というもの

について、＜偽るというか、隠す＞（“dissimulate” p.158）ことを潔しとせず、1975

年『テネシー・ウィリアムズ回想録』（Memoirs）の出版を、ダブルデイ社（Doubleday）

より敢行したのである。 


