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"Daisy Miller" の謎

水野尚之

本稿では、小説"DaisyMiller''のさまざまな謎について考察する。はじめに

この小説の中で起こっていることについて見てみたい。この小説では、すれ違

いや誤解をテーマにしているとさえ言えるほど、Daisyと他の人々の認識が始め

から終わりまで食い違っている。つまりDaisyの考える許されない行為と許され

る行為の境界線と、他のアメリカ人たちが許容する限界には差があり、この差

が最後まで縮まらないままDaisyは死んでいくのである。できるだけDaisyの行

為を好意的に解釈しようとするWinterbourneでさえも理解できないhあるい

は理解しようとしない-Daisyの判断レベルとは何か、についてまず考えてみ

たい。

Daisyが自分に許容している行動範囲は、具体的にはシヨン城へ男性と二人だ

けで行く(夜のボート遊びはなぜか中止する)、ローマの雑踏の中でローマ人の

男性と二人だけで歩く、月夜のコロセウムで男性と二人だけで過ごす、などで

あるが、それではDaisyが自分に許した限界は何だったのであろうか。まず考え

られるのは、交際が会話以上のものになる、つまり何らかの身体的接触という

ことである。しかしJamesの小説ではそのような身体的接触が直接描かれること

は極めてまれである。1)"DaisyMiller"においても、座っているDaisyと

Giovanelliを傘が覆うのを視点的人物のWinterbourneが背後から見る、という思

わせぶり程度のことしか描かれていない。Jamesの加筆の様子を見るために、こ

の場面について単行本初版とNewYork版を併置する。



80 "DaisyMi11er''の謎

Thewesternsunintheoppositesky

SentOutabrilliantshaftthrougha

COupleofcloud-bars;Whereupon

Daisyscompaniontookherparasol

OutOfherhandsandopenedit.She

camealittlenearerandheheldthe

parasoloverher;then,Stillholdingit,

heletitrestuponhershoulder,SOthat

bothoftheirheadswerehiddenh-Om

Winterbourne.Thisyoungman

lingeredamoment,thenhebeganto

walk.2)

Thewesternsunintheoppositesky

SentOutabrilliantshaftthrougha

COupleofcloud-bars;Whereuponthe

gallantGiovanellitookherparasolout

Ofherhandsandopenedit.Shecamea

littlenearerandheheldtheparasol

OVerher;then,Stillholdingit,heletit

sorestonhershoulderthatbothof

theirheadswerehiddenfrom

Winterbourne.Thisyoungmanstayed

butamomentlonger;thenhebeganto

walk.3)

Jamesの加筆の功罪については賛否両論が戦われてきており、"DaisyMiller"に

ついては初版を評価する意見がやや優勢に思われる。しかし上の箇所に限って

みれば、初版の"Daisy'scompanion''よりはNewYork版の"thegallant

Giovanelli"の方が、この場面を表面上は美しく見せている点でふさわしい効果

をあげているといえよう。この光景を見る若者Winterbourneは「少し」(改訂版

では「ほんの少し長めに」)ぐずぐずとその場にいた後、仕方なく立ち去る。

Winterbourneの苦々しい思いが伝わってくるような描写である。

ふたたびDaisyのmoralの問題に戻れば、月夜のコロセウムの場面も、たしか

に衝撃的ではあるが、それは情況が衝撃的であるだけで必ずしも性的な意味合

いを持った場面ではない。その上、後で考察する劇かα亘y誰JJeγの中では、月夜

のコロセウムは当時の観光案内書の中で推薦されていた、いわば観光スポット

だったことが明らかにされており、ここを夜間に訪れることはそれほど突飛な

行動ではなかったことがわかる。4)それゆえコロセウムの場面などから、おそ

らくWinterbourneが想像したように、DaisyとGiovanelliが性的な関係をすでに持
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っていると推測するような解釈は、少々現代的すぎるといえよう。確かにJames

はDaisyを「自然と自由の子」("achildofnatureandoffreedom''5))として描

こうとしたが、そこまで露骨な、強いて言えば醜悪な自由をヒロインに与えた

とは考えにくい。

Daisyが自分に許容する限界を暗示していそうな唯一の場面は、Winterbourne

と話していて突然立腹する場面かもしれない。

"Heisn'tpreaching,atanyrate,'

SaidDaisywithvivaclty."Andifyou

WantVerymuChtoknow,Weare

neitherofusflirting;WearetOOgOOd

丘iendsforthat;WeareVerylntimate

丘iends.''

"Ah!"reJOinedWinterbourne,"if

youareinlovewitheachotheritis

anotherafEair."

Shehadallowedhimuptothispolnt

totalksofranklythathehadno

expectationofshockingherbythis

ejaCulation;butsheimmediatelygot

up,blushingvisibly,andleavinghimto

exclaimmentallythatlittleAmerican

flirtswerethe<queereStCreatureSin

theworld."Mr.Giovanelli,atleast,"

Shesaid,glVlngherinterlocutora

Slngleglance,neVerSaySSuChvery

disagreeablethingstome.

"Heisn'tpreachingatanyrate,"

Shereturned."Andifyouwantvery

muchtoknow,We'reneitherofus

nirting-nOtalittlespeck.We'retoo

goodfriendsforthat.We'rereal

intimatefriends."

Hewastocontinuetofindherthus

atmomentsinimitable."Ah,"hethen

judged,"ifyou'reinlovewitheach

Otherit'sanotheraffairaltogether!"

Shehadallowedhimuptothispoint

tospeaksofranklythathehadno

thoughtofshockingherbythebrceof

hisloglC;yetShenownonetheless

immediatelyrose,blushingvisiblyand

leavlnghimmentallytoexclaimthat

thenameoflittleAmericannirtswas

incoherence."Mr.Giovanelliatleast,"

Sheanswered,Sparlngbutaslngle

Smallqueerglanceforit,aqueerer
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Winterbournewasbewildered;hesmal1glance,hefelt,thanhehadever

StOOdstarting.

(初版,p.191)

yethadfromher-"Mr.Giovanelli

neversaystomesuchvery

disagreeablethings.

Ithadaneffectonhim-hestood

Stanng・

(NewYorkEdition,p.72)

初版とNewYork版においてともにDaisyが使っている"suchverydisagreeable

thing''という表現は、直接的にはWinterbourneの言った"ifyouareinlovewith

eachother''を指すと考えられる。ではDaisyはこのような表現を下品と考えて

怒ったのかというと、どうやらそうでもなさそうである。Daisyはこの場面以外

でもこの"disagreeable"という形容詞を使っていて、この場面を見ると彼女が

"disagreeable"と感じているものが推察できる。

"Ithinkyouwi11缶ndtheydocare.

Theywillshowit-disagreeably."

[Winterbourne]

Daisylookedathimamoment.

"How-disagreeably?"

"Haven'tyounoticedanything?"

Winterbourneasked.

"Ihavenoticedyou.ButInoticed

youwereasstiffasanumbrellathe

firsttimeIsawyou.

(初版,p.199)

"Ithinkyou'1日indtheydocare.

They'1lshowLit-disagreeably,"he

tookonhimselftostate.

Daisyweighedtheimportanceof

thatidea.

"How-disagreeably?"

"Haven'tyounoticedanything?"

hecompassionatelyasked.

"rvenoticedyou.ButInoticed

you'venomoreglVe'thanaramrod

thefirsttimeeverIsawyou.

(NewYorkEdition,p.83)
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つまりDaisyは、自分に説教しようとする人々の押しつけがましい態度について、

不快感を表すた釧こ"disagreeable"という語を使っているのであって、かなら

ずLも彼女のmoralを示しているわけではなさそうである。

結局、Daisyが自らに許しているmoralの限界は明らかにしにくいことが分か

る。しかしながら、Daisyが自分には許している行為の多くがイタリア在住のア

メリカ人たちを憤慨させ、Winterbourneを当惑させることは事実である。Daisy

の無軌道ぶりを見せつけられるまわりの人々の中には、このような行為をかろ

うじて容認できる条件はDaisyがGiovanelliと婚約していることである、という考

え方も生まれてくる。子供の教育に無気力なDaisyの母親も、さすがにこの見方

に近い考え方をするようになる。

"Oh!itseemsasiftheylDaisyand

Giovanelli]couldn'tlivewithouteach

other!"SaidMrsMiller."Well,he'sa

realgentleman,anyhow.Ikeeptelling

Daisyshe'sengaged!"

"AndwhatdoesDaisysay?"

[Winterbourne]

"Oh,Shesayssheisn'tengaged.

Butshemightaswellbe!"this

impartialparentresumed.``shegoes

onasifshewas.ButI'vemadeMr

Giovanellipromisetotellme,ifshe

doesn't.IshouldwanttowritetoMr

Milleraboutit-Shouldn'tyou?"

(初版,p.197)

"Ohitseemsasiftheycouldn'tlive

withouteachother!"saidMrs.Miller.

"well,he'sarealgentlemananyhow.I

guessIhavethejokeonDaisyqthat

Shemustbeengaged!"

``Andhowdoesyourdaughtertake

thejoke?"

"Ohshejustsayssheain't.But

Shemightaswellbe!"thisphilosophic

parentresumed."Shegoesonasif

shewas.ButI'vemadeMr.Giovanelli

promisetotellmeifDaisydon't.I'd

wanttowritetoMr.Milleraboutit-

would'tyou?"

(NewYorkEdition,pp.79-80)



84 "DaisyMiller"の謎

この小説のわかりにくさの一つの原因は、ヒロインのDaisyが、Giovanelliの恋

敵であると自認するWinterbourneの視点から見て描かれているところにある。

Winterbourneはかなり正確に現状分析をする冷静さや分別を持ち合わせている。

たとえば、Giovanelliの素性や、Miller家の人々のinnocenceについての

Winterbourneの以下のような発言は、一応渦中にいる人物が行なうものとして

はまずまず客観的で妥当なものであると言えよう。

"Heisapparentlyaperfectly

respectablelittleman.Ibelieveheis

inasmal1wayacavaliereavvocato.But

hedoesn'tmoveinwhatarecalledthe

丘rstcircles….Iratherdoubtwhether

hedreamsofmarrylngher.Thatmust

appeartohimtooimpossibleapleCeOf

luck‥..Giovanelliknowsthathe

hasn'tatitletooffer.''‥."Itisvery

true,"winterbournepursued,"that

Daisyandhermammahavenotyet

risentothatstageof-WhatshallIcall

it?一Ofculture,atWhichtheideaof

CatChingacountoramanhesebegins.

Ibelievethattheyareintellectually

incapableofthatconceptlOn.

(初版,p.195)

''He'sapparentlyaperfectly

respectablelittleman.Ibelievehe'sin

asmallwayacavaliereavvocato.Buthe

doesn'tmoveinwhatarecalledthe

firstcircles….Yes,hecan'treally

hopetopullitoff.Thatmustappearto

himtooimpossibleapleCeOfluck...

Giovanelli'sbuttooconsciousthathe

hasn'tatitletooffer."‥."It'svery

true,"winterbournepursued,"that

Daisyandhermammahaven'tyet

risentothatstageof-WhatshallIcall

it?-Ofculture,atWhichtheideaof

CatChingacountoramanhesebegins.

IbelievethemintellectuallylnCapable

OfthatconceptlOn.

(NewYorkEdition,pp.77J78)

このような冷静さを持ちつつも、その一方でWinterbourneは、ロマンチック

なものに憧れ、できるなら自分もその世界に遊びたいと思う青年でもある。ま
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た、先に見たDaisyのmoralstandardにしても、ヨーロッパ在住のアメリカ人社会

においてはDaisyにはとても許されない行為でも、男性であるWinterbourneには

束縛は緩い。この事実は、道徳にうるさいCostello夫人によっても皮肉をまじえ

て明言されている。

"If,a仕erwhathappens-atVevey

andeverywhere-yOudesiretokeep

uptheacquaintance,yOuareVery

welcome.Ofcourseamanmayknow

everyone.Menarewelcometothe

prlVilege!"

(初版,p.172)

"Ifafterwhathappens-atVevey

andeverywhereMyOudesiretokeep

uptheacquaintance,yOu'revery

Welcome.Ofcourseyou'renot

Squeamish-amanmayknowevery

one.Menarewelcometothe

prlVilege!"

(NewYorkEdition,p.45)

したがって、仮にWinterbourneがDaisyと同じことをしても、彼の評判はほとん

ど傷つかない。この小説は、こうしたいわば社会的に安泰なところにいる

WinterbournCがDaisyを観察する中で、彼の予想するDaisyの行動と実際の彼女

の行動とがたびたび食い違う、すなわちWinterbourneの予想が裏切られるとい

う場面の連続から成り立っている。次の例は、この小説でたびたび繰り返され

る描写のひとつであるが、自分がDaisyだったら当然抱くはずの感情が、Daisy

にはまったく起こっていないことを発見して当惑する、というWinterbourneの

錯綜した心理を表している。

Singularthoughitmayseem,

Winterbournewasvexedthatthe

younggirl,inJOiningheramoroso,

Shouldnotappearmoreimpatientof

Singularthoughitmayseem,

Winterbournewasvexedthatthegirl,

inJOlningheramoroso,Shouldn't

appearmoreimpatientofhisown
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hisowncompany,andhewasvexedcompany,andhewasvexedprecisely

becauseofhisinclination.becauseofhisinclination.

(初版,p.182)(NewYorkEdition,p.59)

Winterbourneが予想しその予想が裏切られていく、という上のようなパターン

は、月夜のコロセウムにおいてもっとも緊迫した状態に達する。この場面にお

いてWinterbourneは、ついに自分の予想が当たったと思い、つまりDaisyを見放

すための正当な証拠が得られたと確信し、安堵さえ感じるのである。Jamesは初

版に大幅に加筆している。

Winterbournestopped,Withasortof

horror;and,itmustbeadded,Witha

sortofrelief.Itwasasifasudden

illuminationhadbeennasheduponthe

ambiguityofDaisy'sbehaviourandthe

riddlehadbecomeeasytoread.She

WaSayOungladywhomagentleman

neednolongerbeatpalnStOreSpeCt.

(初版,p.202)

Winterbournefelthimselfpulledup

With丘nalhorrownow,and,itmustbe

added,With丘nalrelief.Itwasasifa

Suddenclearancehadtakenplacein

theambiguityofthepoorglrl's

appearancesandthewholeriddleof

hercontradictionshadgrowneasyto

read.Shewasayoungladyaboutthe

Shadesofwhoseperversltyafoolish

puzzledgentlemanneednolonger

troublehisheadorhisheart.That

OnCequeStionablequantityhadno

shades-itwasamereblacklittleblot.

(NewYorkEdition,p.86)

これまでの「デイジーの行動の暖昧性や謎」は、NewYork版では「あの娘の外

観の暖昧性や彼女の矛盾の謎全体」とより詳しく書かれ、Winterbourneがこれ
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までDaisyの外観やさまざまな挙動に思い煩ったことがあらためて強調されてい

る。彼女はこのコロセウムの場面で、Winterbourneにとって「紳士がもはやわ

ざわざ敬意を払う必要のない女性」となったのだが、改訂版ではより詳しく、

「あわれにも心患った紳士であった」自分のこれまでの煩悶が一瞬にして無駄な

ものだったとWinterbourneが悟ったことが明確にされている。さらに「かつて

は未知数だったものに、今や陰影などなくなった。それは単なる黒い小さなし

みとなったのだ」と書き加えられて、Daisyに対する軽蔑があらわにされている。

引用の最初の行に見られるように、Winterbourneは初版では「一種の恐怖」や

「一種の安堵」を感じたが、やはり改訂版のように「決定的な恐怖」や「決定的

な安堵」を感じた、と書かれたほうが彼の主観をより赤裸々に暴いていそうで

ある。"DaisyMiller''におけるこのような加筆は、``TheLiar"(1888)を加筆す

る際にJamesが観察者のegoismあるいはegotismを浮き彫りにしたことにつなが

る。6〉

このようにWinterbourneとDaisyの生き方は、少なくとも作品の前半では決し

て交わらず平行線をたどるかに見えるが、小説の終わり近くになって婚約とい

う問題が出てくることで厄介になる。Daisyの死後に、彼女の母親から

WinterbourneはDaisyの次のような伝言を聞く。

"Anyway,Shesaysshe'snotengaged.

Idon'tknowwhyshewantedyouto

know;butshesaidtomethree

times-`MindyoutellMr

Winterbourne.'Andthenshetoldme

toaskifyourememberedthetimeyou

WenttOthatcastle,inSwitzerland."

(初版,p.205)

"Anyway,Shewantsyoutorealiseshe

ain'tengaged.Idon'tknowwhyshe

makessomuchofit,butshesaidto

methreetimes`MindyoutellMr.

Winterbourne.'Andthenshetoldme

toaskifyourememberedthetimeyou

WentuptOthatcastleinSwitzerland."

(NewYorkEdition,p.91)
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つまりこの伝言によると、WinterbourneはGiovanelliとの恋の張り合いで必ずし

も負けていなかった、すなわちWinterbourneはDaisyと結婚できたかもしれない、

という可能性が残されていたことになる。言い換えれば、一応読者の共感を得

ている(ことになっている)winterbourneに対してDaisyが最後に誠意を示した

のかもしれない、という解釈の余地が残されているわけである。このようにし

てJamesは、あくまでもgenteelな範囲内でDaisyの自由奔放な生き方を描くこと

で、因習に縛られないアメリカ女性の行動の魅力を読者に味わわせる一方で、

読者にも受け入れられやすい形で、つまり最後には読者に共感を覚えさせた後

でDaisyを死なせている。一方で自由の魅力を振りまき、他方で共感を勝ち得た

のが、おそらくはこの小説が幅広い人気を博した秘密だと思われる。

しかしながらやはり、この小説については、あまりにも作り物めいていて不

自然だという感じがどうしても残る。それはまず極端な場面の設定のためと考

えられる。観光名所を巡り歩くのが、職業に就く必要のないJamesの多くの登場

人物たちの日課のひとつであるとしても、アメリカやイギリスの読者のために、

かなり無理をしてJamesが派手な背景を設定し特徴的な人物をその中で動かして

いる、という印象が残るのである。"DaisyMiller"が、Jamesのヨーロッパ体験

のかなり直接的な産物であることはよく知られている。ローマのコロセウムは

もちろんのこと、ヴイヴェーヤシヨン城の描写も、ロンドンに戻る前のJames自

身の体験がもとになっている。また、Walker夫人がDaisyに背を向けた応接間も

モデルがあることが分かっている。またホテルのロビーの椅子で眠っている子

供たちを見たJamesの経験が、RandolphMil1erを生んだことも分かっている。7)

しかしこうした経験を作品化する際に、人物をタイプとしてあまりにも極端に

デフォルメし、また背景も有名すぎる場所を使ったことによる不自然さもまた、

消しがたく残っているように感じられるのである。

こうした点についてはJames自身も十分に認識していたらしく、これがNew

York版の"Preface''における弁明的な表現を生んだと考えられる。この

"preface"では、まず"DaisyMiller"という中編小説が誕生した経緯が語られ
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る。伝記的資料を補足して述べれば、1877年の秋にローマにおいてAliceBartlett

という友人から、あるアメリカ女性の娘のことを聞いたのがこの小説のgermに

なったのである。そしてDaisyMillerのモデルになったこの娘について、次のよ

うな噂話が記されている。(この``preface"については、既刊の邦訳にかなり誤

訳が見られるので試訳を付す。)

‥.SOmeSimpleanduninformedAmericanladyofthepreviouswinter,Whose

youngdaughter,aChildofnatureandofh・eedom,aCCOmpanyingher丘・Omhotel

tohotel,had"pickedup''bythewayside,withthebesteonscienceinthe

WOrld,agOOd-lookingRoman,Ofvagueidentity,aStOnishedathisluck,yet(so

farasmightbe,bythepair)al1innocently,allserenelyexhibitedandintroduced:

thisatleasttilltheoccurrenceofsomesmal1socialcheck,SOmeinterruptlng

illCidellt,OfnogreatgravltyOrdigllity,andwhichIforget.Ihadneverheard,

SaVeOnthisshowlng,Oftheamiablebutnototherwiseeminentladies,Who

Weren'tinfactnamed,Ithink,andwhosecasehadmerelyservedtopolnta

familiarmoral;anditmusthavebeenJuSttheirwantofsaliencethatlefta

margmforthesmallpencil一markinveteratelyslgnifying,1nSuChconnexions,

``Dramatise,dramatise!''8)

(それは前の年の冬に会った、ある素朴で事情にうといアメリカ人女性

のことだった。彼女の若い娘は、自然と自由の子であって、ホテルからホ

テルへと母親についていくうちに、まったく何のやましい気持ちもなく、

素性のあいまいな美男のローマ人を途中で「拾い上げた」のだ。このロー

マ人のほうは幸運に驚きながらも、(できる限り彼女とふたりで)まったく

無邪気に、まったく落ち着いて、人前に顔を出し、紹介された。こうした

ことが少なくとも、たいした重要さも意義もない、社会のちょっとした妨

害、あるいは支障となる出来事が起こるまで続いた。その出来事が何であ
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ったか、私は忘れてしまった。この時以外で、その優しいが他に目立った

ところもない女性たちについて、私は聞いたことはなかった。実際その名

前も開かなかったと思う。そして彼女たちのことは、あるお馴染みの教訓

を指し示すのに役立っただけである。そして彼女たちのまさにその特徴の

なさのゆえに、そのような場合に、「ドラマにしろ、ドラマにしろ!」とし

つこく迫るちょっとした鉛筆の走り書きをする余地が残ったのだ。)

ここにはDaisyとGiovanelliとなって描かれることになる人物について記されてい

るが、このエピソード自体はそれほど印象的なものではない。またJames自身も、

二人の交際が終わることになった原因が何であったかなど忘れた、と書いてい

る。肝心な点は、わずかこれだけの噂話から"DaisyMiller"のような印象の強

い作品を作り上げたJamesの想像力である。引用の最後の文に見られるように、

この噂話の中の二人の特徴のなさゆえにかえって創作意欲が掻き立てられたと

は、いかにも想像力の作家Jamesらしい逆説である。そして"DaisyMiller"の場

合には、Jamesの想像力は徹底したデフォルメに働いたように思われる。

またこの"Prehce"には、この小説の副題である"AStudy"についての作者

の弁明も見られる。この副題は初版では付けられたものの、改訂版では削除さ

れている。

Itquali丘editselfinthatpublicationandafterwardsas"aStudy'';forreasons

WhichIconfessIfailtorecaptureunlesstheymayhavetakenaccountsimplyof

acertainflatnessinmypoorlittleheroine'sliteraldenomination.Flatness

indeed,OnemuSthavefelt,WaStheverysumofherstory;SOthatperhapsafter

alltheattachedepithetwasmeantbutasadeprecation,addressedtothereader,

Ofanygreatcriticalhopeofstimngscenes.Itprovidedformereconcentration,

andonanobjectscantandsuperficiallyvulgar,fromwhich,however,a

Sufficientlybroodingtendernessmighteventuallyextractashyincongruous
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Charm.Isuppressatalleventsheretheappendedquali丘cation-inviewofthe

Simpletruth,Whichoughth.omthe丘rsttohavebeenapparenttome,thatmy

littleexhibitonismadetonodegreewhateverincriticalbut,qulteinordinately

andextravagantly,1npOeticaltermS.9一

(この作品には、その雑誌連載の際もその後も"aStudy"という副題が付

いていた。その理由としては、私のヒロインの文字通りの名称に見られる

ある平板さをただ考慮しただけだったかもしれない、という以外には今の

私には正直に言って思い出せない。実際平板さこそが彼女の物語のすべて

だ、と私は感じたにちがいない。それゆえ、結局のところ、そのように付

された形容語句は、感動的な情景をあまりに批判的に期待してもらっても

困ることを、読者に呼びかけるためのものだったかもしれない。それは単

に集中力に備えたのだ。それも些細で表面的には俗悪な対象に対してであ

った。しかし、そんなものからでも、十分に優しく扱うならば、やがては

恥じらうような不似合いな魅力が引き出されるかもしれないのだ。ともか

くもここでは、私はその副題の語句を削除する。それは始めから私に明白

であるべきだった単純な真実のためである。その真実とは、このささやか

な作品は、けっして批評的な用語で書かれているのではなく、実に法外に

そして度はずれて、詩的な用語で書かれている、ということである。)

従来日本では、``DaisyMiller"の副題"AStudy"をどう訳すかという議論がた

びたびなされてきた。もっとも一般的な訳は「研究」であろう。つまりこの中

編小説は、ヨーロッパにおけるアメリカ人女性とイタリア人男性との恋愛を描

いたものであるから、Jamesのいわゆる「国際状況」を扱った小説のひとつであ

る。従って"AStudy''は「研究」と訳すべきである、といったような意見がよ

く見られた。これに対して、いやこの小説は国際状況の研究などという大げさ

なものなどではないから、"AStudy"は「習作」とか「スケッチ」、「デッサン」
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と言う意味である、という修正意見も出されてきた。DanielMarkFogelも、

0β釘から"study''の多様な意味を考察した後で、この「習作」説を採ってい

る。10}"study"が美術の用語でもあるために「スケッチ」や「デッサン」とい

う訳もありえ、また音楽の用語と考えれば「練習曲」や「エチュード」にもな

るわけだが、いずれにしても「研究」はやや物々しすぎるかもしれない。(もっ

とも、内側がいかに腐敗していようとも少なくとも表面は整っていて美しい、

というのがJamesの小説の基本的な造作である以上、題名をあまりに露悪的にし

て内面の醜悪さや浅薄さを暗示させようとする姿勢には、やや気負いすぎの観

があろう。)「研究」か「習作」のいずれにせよ、この作品はおそらくは作者の

予想以上の反響を引き起こした。そして結果的に自分のいわば出世作となった

この"DaisyMiller"をおよそ30年後に読み返したJamesには、この作品の隠しよ

うのない平板さを"Prebce''という形式の中で自ら指摘し、さらには自分の小

説作法に結びつけようとする余裕さえ生まれているのである。

とはいえNewYork版のために加筆する老年の巨匠とは違って、"DaisyMiller

執筆当時のJamesは、作品の平板さに自らどれほど気づいていたにせよ、"Daisy

Miller"の評判を積極的に利用しようとした。すなわちJamesは、この小説を劇

化したものをMidisonSquareTheatreに持ち込んだのである。しかし、「あまり

にも文学的であり、また会話が多すぎてactionが少ない」という理由で拒絶され

る。さらにJamesは、もうひとつの劇場にも交渉しようとしたがうまくいかない。

諦めきれないJamesは、劇DaiqMillerをAtlanticMonth柄二二回に分けて掲載し、

HoughtonandMifflinから断られた後にJamesR.Osgoodから単行本として出版す

る。この劇の出来はともかく、小説との相違点や、小説ではあいまいに書かれ

ていた点が劇では明らかにされているなど、小説"DaisyMiller"を読み解こう

とする読者にはともかくも興味深い作品である。

まずsubplotの方から見てみよう。Winterbourneがどうやらヨーロッパの女性

に熱中しているらしいと心配した家族が、彼をアメリカに連れ戻そうと、

Costello夫人を団長としてAliceDurantという若い親戚の女性とともにヨ一口ツ
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パに派遣してきた、という設定になっている。つまりAliceの魅力で

Winterbourneを正しい道に戻し、アメリカへ連れてかえって結婚させようとす

る、という何やら7勘Al如α55跳ね得を思わせるような構図が見られるのである。

次にmainplotを見てみよう。小説の中ではWinterbourneの謎の女性が、劇の中

ではロシアの公爵夫人MadamedeKatkoff(夫は死亡している)と明らかにされ、

Winterbourneとかって深い関係にあったとされている。またMiller家の従僕であ

るEugenioが、かつてはKatloff夫人の従僕であり、その時手に入れた夫人の手紙

をタネにEugenioは夫人を計画通りに動かそうと企んでいる。Eugenioの計画と

は、知り合いのイタリア人GiovanelliをDaisyと結婚させて、Giovanelliから分け

前をもらうことであるが、Daisyがどうやら本心では好意を寄せているらしい

(とEugenioには思われる)Winterbourneの存在が邪魔になる。そこでEugenioは、

かつての主人のKatkoff夫人を脅迫して、昔の愛人Winterbourneに接近させよう

とする。Eugenioの計画を知らないWinterbourneは、一方でDaisyに惹かれつつ、

Katkoff夫人との仲が昔に戻ったことを喜ぶ。

しかしKatkoff夫人は、Daisyの行動を見ているうちに次第に哀れになってくる。

つまり夫人の見抜くところでは、Daisyは、ひそかに心を寄せている

Winterbourneが、彼女の奔放な行為を軽蔑したり他の女性に親しくしたりして

いるのを見て落胆し、本心から愛しているわけでもないGiovanelliと派手に交際

しているのである。小説と同じようにDaisyは、Giovanelliとともに深夜にコロセ

ウムを訪れて熱病にかかってしまう。

しかしここから事態は驚くべき展開を見せる。Daisyはからくも一命を取りと

めたものの、病気が治りきらないうちにまたGiovanelliとローマのカーニバルを

見に出かけてしまう。一方、回心したKatkoff夫人からEugenioの企てを明かされ、

またDaisyの本心を教えられたWinterbourneは、Daisyの後を追う。そしてカーニ

バルの雑踏の中で気絶したDaisyを、WinterbourneはGiovanelliの腕の中から奪い

取ってくる。最後は、WinterbourneとDaisy、またsub-plotのAliceDurantと

CharlesReverdyという二組の恋愛が成就して幕となる。
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MISSDURANT.(7bMRS.COSTELLO.)ShallwestartforAmericanow?

REVERDY.Ofcourseweshal1-tObemarried!

WNTERBOURNE.仏のinghishandonREVERDY'sshoulder.)Weshallbe

marriedthesameday.(TbDAISY.)Shallwenot,Daisy-inAmerica?

DAISY.(m10hasrisentoherjiZetleaningonhisaY7n.)Oh,yeS;yOuOughtto

gohome!11)

世間の好評を博し、それなりに謎を秘めた小説``DaisyMiller"を、Jamesはこ

のような喜劇に仕立て直してしまったわけであるが、この喜劇伽軸誰JJgrにつ

いての大方の評価は否定的なものだった。Jamesはこの劇を雑誌に連載し、その

後単行本として出版してはいるが、Jamesの努力にもかかわらずこの劇は結局ど

の劇場でも上演されることはなかった。また単行本についてもNewYorkの

Tyibune紙で酷評されている。12)このように"DaisyMiller"の劇化は惨憺たる結

果に終わった。ところが驚くべきことに、Jamesは次の小説771eAmericanについ

てもほぼ同じような劇化を試みている。7伽A研gγicα乃においても、小説では暖

味にしてあったいくつかの点を劇では明確にしてあり、それなりに興味を惹く

ことは事実だが、ここでもJamesは結末を決定的に変更している。つまり小説で

は、ChristopherNewmanとの恋愛が成就しそうにないと見るや、ヒロインの

ClairedeCintrEは修道院に入って外の世界との一切の接触を絶つが、劇The

Americanにおいては、ClaireはNewmanとの結婚を母親や兄に宣言して、

Newmanと二人で去っていくのである。(ちなみに、劇7協eAmericanの方は一応

ロンドンの劇場で上演されている。l:3))こうして"DaisyMiller''にしても次の

7加A私財前川にしても、それなりに陰影に富んだ小説をJamesは純然たる喜劇に

書き直してしまった。このように書き直せば観客に受け入れられると考えたと

ころに、当時のロンドンの演劇について、おそらくはJamesの大きな誤解や認識

の甘さがあったと思われるが、Jamesと演劇という大問題についてはまた別の機

会に考えてみたい。
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また、小説``DaisyMiller"にははっきりと描かれていなかったいくつかの点

が、劇の中では明確な輪郭をもって描かれているという事実も、慎重に考える

べきであろう。たとえばジュネーブの謎の女性が劇の中ではKatkoffというロシ

アの公爵夫人として登場してきたり、すべてが従僕Eugenioの企みだったと劇で

は着後に皆が認識することなどである。こうした点を、Jamesが小説を書いてい

た時点ですでに考えた上で意図的に暖味に書いたのか、それとも小説を劇化す

る際に初めて考えついたのかは、容易には決めがたい。それゆえ劇伽柑ル行Jkγ

の読解は必ずしも小説の謎の解明には役立たないことになるが、強いて参考に

なりそうな点を挙げるとすれば、やはりヒロインDaisyの扱い方であろう。すな

わちJamesは小説とその劇化によって、Daisyのinnocenceを守る二つの方法をは

からずも示した、とは言えないだろうか。つまり、Daisyが実は最初から最後ま

でinnocentであったという印象を読者や観客に与えて共感を得るためには、小説

のように告白めいた言葉を残して死ぬか、劇のようにWinterbourneと結ばれる

しかなかった。言い換えれば、Daisyという女性に与えられたgenteelな道徳律を

越えた場合に生じる醜悪さや下品さを避けようとすれば、他の選択肢はなかっ

た、というふうには考えられないだろうか。この点で、ヒロインの結婚後の意

識にまで踏み込んでいったmg月〝加彿h〆α上強みなどの作品とは決定的な違いが

ある。

以上"DaisyMiller''について疑問に思う点を考えてみた。Jamesがすでにデフ

ォルメした形で描いたタイプとしてのDaisyは、これ以後続々と受け継がれてい

く。この作品の出版後しばらくは"DaisyMiller"hatが帽子屋で売られた。また

VirginiaW.Johnsonという作家によって"AnEnglishDaisyMiller"なる作品が書

かれた、などという事実もわかっている。14)こうしたDaisyMillerの末裔たちに

ついては、最近出版されたAdelineR.TintnerのHenryjbmesbLqgaLy5)に網羅され

ている。もちろんDaisyという名前のヒロインが登場するF.ScottFitzgeraldのThe

C柁α日通軸もこの研究書の中で考察されている。しかし文学作品の場合、類似

点の指摘といっても、作品の構造的に関わることなのか単なる人物名の′みの類
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似なのか、あるいは作家の親近性に関することなのか、どのレベルでの類似な

のか実は容易には決めがたい大問題なのである。安易な指摘なら不要であろう。

付記本稿は、日本ナサニエル・ホーソーン協会関西研究会例会(1999年9月,

於:関西大学)における研究発表に基づくものである。

Notes

1)771eAmericanにおけるChristopherNewmanとClairedeCintr6の別れの場面や、771e

Ibrtrait〆aLadyにおけるIsabelArcherとCasparGoodwoodの最後の場面などを例外と

して挙げることができるものの、後期の作品では身体的接触の直接的な描写はほとん

ど見られない。この事実は、Jamesがその長い創作期間の中で、外的なactionよりは人

物の意識を描くことに次第に集中していった過程と無関係ではなかろう。

2)LeonEdel,ed.,771eCo〝ゆIete7blesqfHenryjames,Vol.4,(London:RupertHart-Davis,

1962),p.187.この版は単行本初版である。以後、本文中に頁数を記す。

3)772eNovelandTbLesdHenryjames(TheNewYorkEdition),Vol.XV(NewYork:

CharlesScribner'ssons,1909),p.66.以後、本文中に頁数を記す。

4)GIOVANELLl.Itwasnofaultofmine.Shehadherownway.

EUGENIO.TheColiseumbymoonlight.thatwasalovelyinvention!Whydidn'tyou

JumPiIltOtheTiberatonce?

GIONANELLI.Wearさnotthe伝rstwhohavebeenthere.It'saverycommonexcursion.

EUGENIO.Bydaylight,Ofcourse;butnotwhenthemiasmarises.

Gl0VANELLI.Excuseme:itisrecommendedintheguide-books.

LeonEdel,ed.,77teCbmPletemqysdHenryjames,(Philadelphia・NewYork:Lippincott,

194軌p.161.

5)"preface"totheNewYorkEdition,Vol.XV,p.V.

6)小説"DaisyMiller"がDaisyを観察するWinterbourneについての物語である、とい

う面を強調しようとするならば、Jamesが加筆によって視点的人物のegoismあるいは

egotismを暴き出した"TheLiar"との類似を指摘することは有効である。"TheLiar"

におけるJamesの加筆については、WayneC.Boothの771eRhetoric〆Fictionにおける分

析が有名であるが、ここではBoothが指摘していない箇所をひとつ挙げる。Capadose

大佐を描いた肖像画によって、嘘つきであるという大佐の本質を暴いたと確信する視
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点的人物01iverLyonは、大佐によって絵がずたずたに引き裂かれても一向に構わな

い。

TheportraithadadozenJagged

WOunds-theColonelliterallyhad

haCkedittodeath.Lyonleftitwhereit

WaS,neVertOuChedit,SCarCelylookedat

it;heonlywalkedupanddownhis

Studjo,Stillexcited,braIlhour.

LeonEdel,ed.,TheCoガゆIete7blesd

Hen7yjames,Vol.6,(London:Rupert

Hart-Davis,1963),p.431.単行本初版。

TheportraithadadozenJagged

WOunds.theColonel1iterallyhad

hackedhimselftodeath.Lyonleftit

therewhereitgrlmaCed,neVertOuChed

it,SCarCelylookedatit;heonlywalked

upanddownhisstudiowithasenseof

SuChachievedsuccessasnothing

finishedandframed,Varnishedand

deliveredandpaidforhadeverglVen

him.

Tl′`∴＼'`り・`イゴの1(17品、∫(リ~丑Jl甲ノ高値-∫

(NewYorkEdition),Vol.XII(NewYork:

CharlesScribner'ssons,1908),p,376.

初版では大佐は「文字通り絵を引き裂いた」のに対し、NewYork版では「文字通り自

分を殺した」とLyonには思えるのである。さらにLyonは、画家としてこれまで絵を

完成して売った経験では得られなかったような「成功が達成されたという感覚」を覚

えた、と加筆されている。

7)LeonEdel,Hen7yjames:771eConquestqfLondon,(London:RupertHart-Davis,1962),p.

304.

8)"preface,"p.Ⅴ.

9)"preねce,''p.vi.

10)DanielMarkFogel,DaisyMiller:ADarkCome4yqfManners(Boston:Twayne

Publishers,1990),pp.89-91.

11)meCo刀坤JeねPのS,p.176.

12)NewYorkの77・ibune紙は劇DaiqMillerを"high1yimpossiblecomedy"と評した後で

次のように述べている。"[W]ecannotrepresssomesurprise-andregret-thatsuchan

accomplishedwriterandacutecriticshouldnothaveperceivedthefullextentofthefailure

WhichheUames]hasnowputpermanentlyonrecord."771eCo坤Ieteflqys,p.119.

13)ComptonComedyCompanyという劇団が、劇T71eAmerkanの25回の地方公演を行なっ

た後に、70回のロンドン公演を行なっている。しかし劇団の主宰者EdawardCompton

がロンドンで確固たる地位を築くには至らず、結局この劇団は50ほどの上演レパート
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リーを持った地方劇団としてイギリス各地を巡業するという元の形に戻る。劇rんe

A弼ericα形もこの50ほどのレパートリーの中のひとつとして上演されている。

14)Edel,Henyjames:771eConquestqfLondon,pp.309,310.

15)AdelineR.Tintner,HenYyjames'sLLmg,(BatonRouge:LouisianaStateUP,1998).




