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The American の遍歴(Ⅱ)(注1)

水野尚之

この論文は,HenryJamesの初期の小説771eAmericanが,出版以来どのよ

うな加筆をこうむってきたかを論じるものである。

HenryJamesが,自作の版を改めるあらゆる機会に加筆する習慣を持って

いたことはよく知られている。しかし,割勘血裾前肌がおそらくはもっとも

大規模な改訂を受けているらしいことが周知の事実として扱われていたり,加

筆によって初期の作品の価値が損なわれたという趣旨の文章があちこちで見ら

れる害肋こは,実際の検証が十分になされているとはいいがたい。

はじめに∴r短㌧4川風夜伽朋の出版と改訂の経緯の概略をたどってみよう。もと

の原稿は残っていないようだが,この小説は1876年6月から77年5月にかけて,

丁場eAわ乃がCルわ乃助かに12回に分けて連載されている。次に,単行本の形では

1877年4月にアメリカでの初版が出ているが,連載時の小説とは80箇所ほどの,

おそらくは作者の関与しない異同が見られるという指摘がなされている。早く

もこの数か月後にイギリスで粗悪な海賊版が出たのを知ったJamesは,1879

年3月にMacmillanからイギリス初版を出版する。さらにMacmillanは1883年

にJamesの選集を出版するが,そこに収められた771eAmejicanには,James

が関与していないと思われる変更箇所が800以上あることが指摘されてい

る。(注2)

ここまででもすでに∴7肋L4期賭転用朋のテキストには問題とすべき点がいくつ

か見られるのだが,この小説はその後少なくとも二度にわたって加筆をこうむ

ることになる。NewYork版選集の第二巻に収めるために,1905年にJames
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が行った大規模な加筆がそのひとつである。そして1883年のMacmi11an版を

貼りつけた大版の紙の余白にJamesが加筆した様子は,facsimile版(以後

HMSと略記)(注3)の出版によってつぶさに見ることができるようになった。

しかし実際には,ここで加筆されたものがそのままNewYork版として印刷

されたわけではなく,NewYork版はその後の加筆の結果であることが分かっ

ている。(最終的な加筆を受けた原稿は見つかっていない。)

7協eA桝erGα刀の加筆に関する以上のような経緯を踏まえて,本稿では1883

年のMacmillan版(以後1883と略記),facsimile版(HMS),そしてNew

York版(以後NYEと略記)を比較検討する。

James初期の作品の加筆を分析しようとすれば,丁場β月ガ′わ滋〆α上αみの加

筆を論じたF.0.Matthiessenの"ThePainter'sSpongeandVarnish

Bottle"(注4)がまず念頭に浮かぶのは当然かもしれない。実際,個々の単語や

文体のレベルで771eAmericanの加筆を検討しようとすれば,Matthiessenの

指摘の妥当性は多くの場合明らかになる。たとえば,初期のJamesが使って

いた堅苦しい表記法が,改訂では口語的表現に変えられている点(Iam→

I'm;Ihave→I've;yOuWill→yOu'11;Itis→It'S;Willnot→WOn't)も,

TゐeA刑〝南開の加筆にも一貫して見られる特徴である。また,"hesaid"や

``shesaid"という初期の書き方を,Jamesが加筆の際に巧妙に処理している

という指摘も,771eAmericanの場合にもあてはまる。(``SpeakEnglish-

yes,"Saidtheoldman,Slowlyrubbinghishands.→"SpeakEnglish-yeS."

Theoldmanslowlyrubbedhishands.;…SaidM.Nioche,perplexed.→he

murmuredindistress.)

またMatthiessenは,Jamesが,771e月フrtrtlitqfaLadyにおいて一種の美的

な万能形容詞として多用したpicturesqueという語を,改訂の際にはほとんど

全部削除し,代わりにromanticを効果的に使うようになった,と指摘してい

る。この点についてr磁り如机の近間の場合を検証すると,次の事実が明らかに
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なる。1883年版ではpicturesqueは7回使われている。決闘で死ぬValentinに

関するものが4箇所,ClairedeCintreに関するものが1箇所,風景に関する

ものが2箇所である。この7つのうち6つまでが,加筆によって他の語に換え

られている。しかし意外なことに,この小説ではromanticという語に書き換

えられているのは1箇所だけである上,picturesqueがそのまま残された例や,

逆にpicturesqueが加筆された例もそれぞれ1つずつあり,乃rtraitの場合の

Matthiessenの指摘が771eAmericanの場合にもそのまま当てはまるわけでは

ない。(注5)

Jamesの加筆・改訂に関する初期の分析の中で,Matthiessenの論文に比肩

しうるものはRoyalA.Gettmannの``HenryJames'sRevisionof771e

AmeriLlm"である。(注6)実際Gettmannの分析は,77ieAmericanの加筆箇所

の典型的な例をほぼ網羅している観があり,そこから導き出される結論も青首

できるものが多い。たとえば,実例を挙げた上での次のような結論は,丁場g

A〝ze元α乃の加筆の特徴を無難にまとめ上げているように思われる。

Tosummarize:inrevising77tejlmericanJamesfreelyaddedmodifiers,

Substitutedexact,COnCreteWOrdsforgeneralterms,reWOrkedconventionalized

figuresofspeech,andrecastdirectstatementsasfigures.Althoughthesechanges

resultinsentenceswhicharelongerandmoreinvoIvedthanthoseinthefirstedition,

theydonotfundamentallychangethemeanlngS:theyre丘neandexpandandcom-

mentupontheoriginalideas.(注7)

しかしながらGettmannの論文は,Jamesの加筆の様子がそのまま見て取れ

るfacsimile版が出版される前に書かれており,また改訂版の比較も,初版と

最終版のみを比較している点でも,現在の目からはやや不満が残る。一例を挙

げるならば,Newmanの年齢についてGettmannは36才から42才(と半年)

に換えられたと簡単に書いているが,実際には36才(1883)→38才(HMS)
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→42才(と半年)(NYE)と細かく変更されている。またClaireの年齢も25

才(1883)→27才(HMS)→28才(NYE)と注意深く換えられているし,

死んだCintr6伯爵の年齢も60才(1883)→55才(HMS;NYE)と変更されて

おり,Deepmere卿が33才のまま変更されていないことなども考えると,それ

ぞれの人物の成熟度や関係についてJamesがそれなりに神経を使って加筆し

ていることは明らかである。

Jamesの加筆に関する最近の研究の中で興味深いものに,イメージに関する

分析がある。改訂に際してJamesが,旧版で使われているイメージをかなり

自由に移動させている,という指摘である。(注8)たとえば,Newmanの不用意

な発言によって自分たちがClaireとNewmanの婚約を祝う宴会を開かざるを

えなくなった際に,Bellegarde侯爵夫人と息子の侯爵の間には次のような目

でのやりとりがある。(Newmanは気づいていない。)

IhavesaidthatNewmanwasobservant,butitmustbeadmittedthatonthisocca-

SionhefailedtonoticeacertaindelicateglancewhichpassedbetweenMadamede

BellegardeandtheMarquis,andwhichwemaypresumetohavebeenacommentary

upontheinnocencedisplayedinthatlatterclauseofhisspeech.

(1883,ii.14)

これをJamesは次のように書き換えている。

Wehavenotedhimforobservant,yetOnthisoccasionhefailedtocatchathinsharp

eyebeam,aSCOldasthe且ashofsteel,WhichpassedbetweenMadamedeBellegarde

andtheMarqulS,andwhichwemaypresumetohavebeenacommentaryonthein-

nocencedisplayedinthatlatterclauseofhisspeech.

(HMSii.14;NYEii.285.NYEでは"theflash''が"aflash"に換えられており,

"theMarquis''の後のCOmmaはない。)

加筆されたsteelのイメージは,もとの1883年版ではかなり後の場面に便わ
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れていた。Ⅴalentinが臨終の際に,母と兄が,父や妹に対して行った行為を

恥じていた,とNewmanが侯爵夫人と息子の侯爵に告げる場面である。

ForamomenttheefrbctofthesewordswasasifNewmanhadstruCkaphysical

blow.Aquick且ushleapedintothefacesofMadamedeBellegardeandherson,and

theyexchangedaglancelikeatwinkleofsteel.

(1883,ii.125)

この文章をJamesは次のように書き換えている。

ForamomenttheelfectofthesewordswasasifhehadstruCkaphysicalblow.A

quickflushleapedintothechargedfacesbeforehim-itwaslikeajoltoffu11

glasses,makingthemspilltheirwine.

(HMSii.125;NYEii.431)

そしてこのwineのイメージは,以前にNewmanがTristram夫人に語った願

望(「あの連中を見ていると,僕は肘をゆすってワインをこぼさせてやりたく

なるんですよ」)が実現したことを示すために使われている。

"Theymakemewanttojoggletheirelbowsandforcethemtospilltheirwine.

(この文に加筆はなされていない。1883,ii.12;HMSii.12;NYEii,282)

Jamesが加筆に際してイメージを自由に移動させて作品の完成度を高めた,と

いう観点に立った以上のような指摘を見たわけだが,実際のおびただしい加筆

を丹念に見てみると,このような結論づけを性急に行うことの危険も兄いだし

うる。たとえば,Steelのイメージは冷たさや鋭さを感じさせるものとして

Bellegarde侯爵夫人と息子の侯爵の形容としてはふさわしいかもしれないが,
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加筆によってこのイメージを与えられているのは彼らだけではない。「私たち

の友人」Newmanについての描写も次のように加筆されているのである。

Hiseyewasofaclear,COldgray,and,SaVeforaratherabundantmoustache,he

WaSClean-Shaved.

(1883,i.3)

Hiseyewasofaclear,COldgray,and,SaVefortheabundantdroopofhis

moustache,hespoke,aStOCheekandchin,Ofthejoyofthematutinalsteel.

(HMS,i.3;NYEi.3.ただしNYEでは"gray"が"grey"となり,"hespoke"

の前のCOmmaはない。)

またknifeのイメージは,改訂版ではClaireにさえ与えられている。母と兄が

いる前で,結婚を断念したと突然告げるClaireに,茫然としたNewmanは次

のように尋ねる。

NewmaIldroppedherhandandstoodstaring,五rstatherandthenattheothers.

"Whynot?"heaskedasquietlyaspossible.

(1883,ii.73)

改訂版では,Claireが母や兄とともに「Newmanのわき腹にナイフを突き刺

したかのように」と加筆されている。

Newmandroppedherhandpasifwiththeothersshehadplantedaknifeinhis

side;hestoodstaring,五rstatherandthenatthem."Whynot?"heaskedasquietly

ashisquickgrasppermitted.

(HMSii.73;NYEii.363.NYEでは,"aSif''の後に",Suddenlyandunnaturally

acting"と加筆されている。また"theothers"の後にCOmmaが付けられ,"his

Side"の後のsemicolonはCOlonになる。)
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またグラスのイメージについても,PhilipHorneらの指摘する先述の箇所

-(1883,ii.12;HMSii.12;NYEii.282)と(HMSii.125;NYEii.431)

-よりも早い段階で,Bellegarde侯爵についてNewmanが受ける印象とし

て次のように加筆されている。

"Heistheoldwomanatsecond-hand,''NewmansaidtohimselfashereturnedM.

deBellegarde'sgreeting.

(1883,i.148)

"He'stheoldwomanatsecond-hand,"Newmansaidtohimselfwiththesenseof

havinghishealthdrunkfromanemptyglass.

(HMS,i.148;NYE,ii.187.NYEでは"Saidtohimself"が"re且ected"に換えられ

ている。)

ここまで単語や表記のしかたやイメージといった面の加筆の実例を見てきた

が,了協eA桝erZα乃におけるより大規模な加筆の分析を行おうとすれば,やは

り作者自身の改訂に対する姿勢を検討せざるをえない。James自身が自作の改

訂に関して述べた文章はかなり多いが,その中でも彼がNewYork版に付し

た"Preface''はもっとも重要なものといえよう。

Toreviseistosee,OrtOlookover,agaln-Whichmeansinthecaseofawritten

thingneithermorenorlessthantore-readit.Ihadattachedtoit,inabrooding

Spirit,theideaofre-Writing-withwhichitwastohaveintheevent,formyconr

SCiousplayofmind,almostnothingincommon.(注9)

改訂(revise)するとは見直すことであり,それは書き直すこと(re-

Writing)とはほとんど何の関係もない,とJamesは考えている。また,次の

引用に見られるように,昔の作品に改訂の筆を加えるという作業は,その作品
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全体を夢見直す(dreamthewholethingover)ということから生まれる,と

も述べている。

Inevitably,insuchacaseasthatof"TheAmerican,''andscarceユessindeedin

thoseof"ThePortraitofaLady"and``ThePrincessCasamassima,eaChofthese

e丑brtssoredolentofgoodintentionsbafnedbyatreacherousvehicle,aneXpertneSS

tooretarded,IcouldbutdreamthewholethingoverasIwentpasIread;and,

bathingit,SOtOSpeak,inthatmedium,hopethat,SOmeStillnewerandshrewder

Critic'sintelligencesubtlyoperating,Ishouldn'thavebreathedupontheold

CataStrOphesandaccidents,theoldwoundsandmutilationsanddis丘gurements,

WhollylnVain.(注10)

すなわち,旧作を再読しつつその作品の生成過程を繰り返し,古い傷や醜い

箇所に修正の手を加える,というものがJamesの考えた改訂のあるべき姿と

いえよう。そして"Preface"や,加筆を終えた後に書かれた手紙を読むかぎ

り,Jamesが7切gA〝柁rGα乃の改訂の結果におおむね満足していた様子がうか

がわれる。(注11)

しかしながら,旧作を見直し,修正の筆を加えていったのが後期の円熟した

作家であるJamesであるために,初期の作品の新鮮さや明噺さが損なわれた,

と感じる読者があとを絶たないのも事実である。(実際,NewYork版選集を

出版したCharlesScribner本人が,出版前にすでにこの懸念をJamesに述べ

ていたこともわかっている。)また,7払告4別物祓雄朋への加筆があまりに大規模

に行われた結果,reVisionとre-Writingの区別が疑わしいと思える箇所さえあ

る。加筆が過剰であると思われるいくつかの箇所の中で,おそらくJamesの

意図したものとは違う効果が出てしまっている箇所を見てみよう。修道院へ入

ることを決意したClaireと,それを止めようと試みるNewnanの最後の会話

の場面は,はじめは次のように描かれていた。
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Thistimehetookherhand,tOOkitinbothhisown-"Forever?"hesaid.IIerlips

madeaninaudiblemovementandhisownutteredadeepimprecation.Sheclosed

hereyes,aSifwiththepainofhearlngit;thenhedrewhertowardshimandclasped

hertohisbreast.Hekissedherwhiteface;foraninstantsheresistedandforamo一

mentshesubmitted;then,Withforce,Shedisengagedherselfandhurriedawayover

thelongshining且00r.Thenextmomentthedoorclosedbehindher.

Newmanmadehiswayoutashecould.

(1883,ii.116)

そしてこの描写にJamesは(図版1)のように加筆している。

Thistimehetookherhand,tOOkitinbothhisowu.

HForeverP"hesaid.Herlipsmadeaninaudiblemove・
mentaTldhisownutteredadeepimprecatioTl・She

Closedhereyes・aSifwiththepalnOfhearinglt;then
hedrewhertoward・`himandclaspedhertohisbTeaSt.

(図版1)(HMSii,116)
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いかにClaireへの思いが強いとはいえ,Claireの白い顔にキスをするのに

"astoleavelessofitforhisloss"と付け加えられると,Newmanの行為が何

やらいじましいものに見えてこないであろうか。さらにNewYork版ではこ

の行為に"againandagain"が付け加わり,Claireが身をまかすのが``amo・

ment"から``aminute''になっているのを見る時,滑稽な印象さえ感じるの

は筆者だけであろうか。

Thistimehetookherhand,tOOkitinbothhisown."Forever?"hesaid.Herlips

madeaninaudiblemovementandhisownsoundedadeepimprecation.Sheclosed

hereyesasifwiththepainofhearingit;thenhedrewhertowardhimandclasped

hertohisbreast.Hekissedherwhitefaceagainandagaln,aStOleavelessofitfor

hisloss;foraninstantsheresistedandforaminuteshesubmitted;then,withaforce

thatthrewhimbackpanting,Shedisengagedherselfandhurriedawayoverthelong

Shining負00T.Thenextmomentthedoorelosedbehindher,andafteranotherhe

hadmadehiswayoutashecould.

(NYEii,419)

もちろん7切eAl抑βわα邦への加筆では,上のような不必要と思われるものば

かりではない。効果的な加筆の例を挙げるとすれば,やはり結末への加筆がも

っともふさわしいといえよう。

``Itismostprovoking,"SaidMrs.Tristram,``tohearyoutalkofthe`charge'when

thechargeisburntup.Isitquiteconsumed?"sheasked,glancingatthe五re.

Newmanassuredherthattherewasnothingleftofit.

"Wellthen,''shesaid,"Isupposethereisnoharminsayingthatyouprobablydid

notmakethemsoveryuncomfortable.Myimpressionwouldbethatsince,aSyOu

SaY,theyde五edyou,itwasbecausetheYbelievedthat,afteral1,yOuWOuldnever

real1ycometothepoint.Theirconfidence,aftercounseltakenofeachother,WaS

notintheirinnocence,nOrintheirtalentforblu伍ngthingso鱈itwasinyour

remarkablegoodnature!Youseetheywereright.''
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Newmaninstinctivelyturnedtoseeifthelittlepaperwasinfactconsumed;but

therewasnothingleftofit.
(1883,ii,208)

1883年版では,Mrs.TristramがNewmanに対して,慰めともこれまでの

仲介の言い訳ともつかないような解釈を長々と述べることで,この小説を終わ

っている。しかし加筆に際しては,Mrs.Tristramの言葉は(図版2)のよう

に大幅に削られている。(HMSとNewYork版の違いは最終行だけである。

、∴ト:・.一一i・1∴.・・こ・、ごてごてT∴∴
uitectl.lSume。7"5hea油ed,glanC・ngntthe

ASSltredher■ltherewRSnOlhimgk重

紬〆融「虎㌫

`

.′r

′フヲ

4叫二三ふ申粁・血軸∴′叱し
∠之′

叫伊'暑`石祖/旋

空二∠ムチ?透賀老遠望莞冨姦

/ケ≠≡三三
毎く4′憂・dL√/占.奴咄才

徳てこご1止

(図版2)(HMSii,208)
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ただしHMSには最後のMrs.Tristramのセリフの中のathousandtimes''は

ない。)

"It'smostprovoking,"shereturned,"tOhearyoutalkofthe`charge'whenthe

Chargeisburnedup.Isitquiteconsumed?"sheasked,glancingatthe丘re.He

assuredhertherewasnothingleftofit,andatthis,droppingherembroidery,She

gotupandcamenearhim."Ineedn'ttellyouatthishourhowI'vefeltforyou.

ButIlikeyouasyouareテ"shesaid.

"AsIam-?"

"Asyouare."shestoodbeforehimandputoutherhandasforhisown,Whichhea

littleblanklylethertake."Justexactlyasyouare,"sherepeated.Withwhich,

bendingherhead,Sheraisedhishandandverytenderlyandbeautifullykissedit.

Then,"Ah,pOOrClaire!"shesighedasshewentbacktoherplace.Itdrewfrom

him,Whilehisaushedfacefollowedher,aStrangeinarticulatesound,andthismade

herbutsayagain:"Yes,athousandtimes-pOOr,pOOrClaire!''

(NYEii,539-40)

1883年版の結末では,Mrs.TristramがNewnanに対して,これまでの一

連の事件について分析的とも言えるほどに正確に語っており,あたかもこの作

品のテーマをまとめているかのような観がある。そして加筆の際に彼女の言葉

の主要な部分がほとんどすべて削除されているのは,明らかにJamesが彼女

に多くを語らせすぎたと思っている証拠であろう。あくまで脇役は脇役らし

く,いくぶん軽薄なセリフを落ち込んでいる主人公に言うほうが,小説の終わ

り方としてはふさわしいし,そのような終わり方に,我々読者はJamesのバ

ランスのとれた感覚を感じることができるといえよう。

以上のように,過剰な加筆によって作品の効果を損ないかねない箇所と,適

切な加筆や削除によってより印象の強いものに仕上がっている箇所を見てきた。

T協eA桝βわGα形への加筆の功罪を断ずることはこれまでにもさまざまになされ

てきた(注12)し,これからもなされ続けるだろう。しかし,是非のいずれにせ



mgA桝βがα間の遍歴(Ⅱ) 91

よ,そのどちらかに傾いた意見に対しては,実際のおびただしい加筆箇所の中

の少なからぬ実例が,その断定にやんわりと修正を求めていくように思われる

のである。
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