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lntroduction

Herman Melvilleは 多 くの作品において「色」 という表象に様々な意味を込

めていたのではないかと思われる。1長編小説 Rιttπ″や予'陽グ′θJαてヽ力θ′のよう

に, タイトルにそのまま「色」を表す言葉が用いられていたり,χο妙つグ
`力

に

おいては自鯨の「白さ」に込められた意味を探るための章が割かれているほど

である.2

Melvilleの 「色」へのこだわりについては長編小説のみならず,短編小説に

おいても同様に見受けられる。例えば,`The Paradise of Bachelors and tlle

Taltams of Maids''の 後半部 “
´

「 1■e Tanans of Maids''の 中にある,製紙工場で働

く女工達の姿を描写する表現は印象的である。

At rows of blank-looking counters sat rows of blank-looking giris, with

blank, white folders in their blank hancls, all blankly folding blank paper.

In one corner stood some huge frarne of ponderous iron, with a vertical

thing like a piston periodically rising and falling upon a heary wooden biock.

Before it its tame minister stood a ta1l girl, feeding the iron anirnal with

half-quires of rose-hued note paper, which, at every downward dab of the

pistonJike machine, received in the corner the impress of a wreath of roses. I
looked from the rosy paper to the pal1id cheek, but said nothing. (328)

この箇所において,“blank"と いう単語を繰り返し使う語り口が,女工達によっ

て象徴化されている我 ,々人類そのものが「機械によって奴隷と化す」3の では

ないか, という恐怖心を読者に感じさせているようにも思える。そして,それ

と同時に女工達が「蒼自」となっている姿に作者は何らかの意味を込めようと

しているのではないか, という思いにも至ってしまうc彼女達が働く工場その

ものが「雪の真っ只中に建っている,雪のように白い部落」(326)と 評されてい

る点からも,Melvilleの 「自」という色へのこだわりようは並々ならぬものが
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あるように思われる。

以上のようにMelvilleが 持っていた色へのこだわりという視点から短編小説

“Poor Man's Pudding and Rich Man'sCmmbs"を見た時, これまではとんど語ら

れることのなかった,こ の作品に対する新たな読み方が展開されると思われる.

この作品も,先 ほど引用した`qhe Paradise of Bache10rS and tlle TaltaruS Of

Maids"も ,そ の構造上の特徴から,「デイプテイツク」(dipサ Ch)形式の作品と

して知られているc「 デイプテイツク」とは,「二つ折 りの屏風型をした絵画」

のことであり,二つの物語によって一つの作品が出来上がっているというわけ

である。4ょ って一見すると,二つの物語は対照的に描かれているように見

え,実際にその対照性こそがMelvilleが 物事の本質をより深く読み解こうとし

たために用いた手法である, と指摘する研究者もいる。5

では,そのデイプテイック形式を意識 しているからこそ見えてくる“Poor

Man's Pudding and Rch Man'sCmmbs"に おける「色」の役割とは何であるのだ

ろうか。この表象にMelvmeは どのような意味を込めようとしていたのだろう

か。この作品の中心的なテーマである「貧困」との関連性も含めながら,「色」

についての描写を検証していきたいと思うЭ

1.Picture First

主人公である語 り手は世話になっている家の主であるBlandmourと いう名の

詩人から,貧者がいかに自然から多 くの恵みをいただいているか, という話を

聞かされるところから,こ の物語は始まる。二月に降った雪は「貧者の肥やし」

(289)と して土壌を豊かにするものであ り,その雪が溶けて水になったものは

「貧者の目薬」(290)と して重宝がられている, ということである。そして雨水

は「貧者の卵」(290)と して,調理の際に本物の卵の代わりの役割を果たしてい

る, といった話を半ばいい加減に聞いていた語 り手だったが,「貧者のプデイ

ング」(291)の 話を聞いた時には,実際にそれがどんなものか試してみようと思

い,旅の途中で立ち寄ったという嘘をついて,そ のプデイングを食べさせても

らえるCoulterと いう貧しい農夫の家を訪れることにする。

家にはCoulter氏 の妻がいたが,彼女は見るからに顔色の悪い貧しい女性で,

その様子を語り手は次のように描写する。

But her paleness had stil1 another and more secret cause-the paleness of a

mother to be. A quiet, fathomless heart-trouble, too, couched beneath the mild,
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resigned blue of her soft and wife-like eye. (291)

この箇所で,彼女の顔の「青白さ」にもまして, 目の奥に秘められた生活の苦

しさが起因しているであろう,現状への諦めが「青」という瞳の色に映し出さ

れている, と表現 した語 り回は注目に値すると思われる。この後でも彼女との

会話の中で,彼女の視線を表現する際に,「穏やかで,寂 しげな青い瞳」 (292)

と繰 り返 し「青」という色を際立たせようとしているように思われる。

Coulter夫 人との会話がプディングのことに及び,彼女からそれを勧められる

と,語 り手は「ああ,いわゆる『貧者のプディング』のことですね」 (292)と 口

を滑らせてしまう。彼女は「私達はそんな風には呼んでいませんけど」 (293)と

言い、そのまま黙 りこくってしまうcす るとCoulter氏 本人が仕事から昼食を

取 りに家に戻ってきたため,三 人で食事をすることになるcプディングを勧め

ながらCoulter氏 は身重の妻のために,いつか馬を買ってや り,教会まで乗せ

ていってやりたいという夢を語 りつつ,そそくさと食事を済ませ,仕事へと戻

っていく。そんな夫を誇 りに思っている妻は,その「穏やかで,青 く美しい瞳」

(295)を 涙でいっぱいにしながら,今は亡き二人の子供達のことを語 り始めるc

その話を聞きながら語 り手はプディングに日をつけるが,あ まりのかび臭さと

米の痛み具合に, とても飲み込める代物ではないと判断し,彼女の話にほとん

ど耳を傾けることもなく,こ の家を去ろうと決断する。

語 り手は自らが去らなければいけない理由を次のように説明する。

I could stay no longer to hear of sorows for which the sincerest slmrpathies could

give no adequate reliel of a fond persuasion, to which there could be fun.rished no

fufther proof than already was had-- a persuasion, too, of that sorl which

much speaking is sure more or less to mar; of causeless self-upbraidings,

which no expostulations could have dispelled. (295)

どれだけのことをしたとしても,そ れは「施し物」として「拒否される」だけ

であり,「慈善行為」として「憤 りを感じさせる」(296)だけである, と語り手

は述べる。なぜここまで頑なに主張するのかというと,次のことがそれを裏付

けているからであると語り手は続ける。

The native American poor never lose their delicacy or pride; hence, though
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unreduced to the physical degradation of the European pauper, they yet suffer

more in rnind than the poor of any other people in the world. Those peculiar social

sensibilities nourished by our own peculiar political principles, while they

enhance the tme dignity of a prosperous American, do but nrinister to the

added wretchedness of the unforlunate; first, by prohibiting their acceptance of

what 1itt1e ranclom relief chari[, may offer; and, second, b,v furnishing thern

with the keenest appreciation of the srnarling distinction between their ideal of

universal equality and their grind-stone experience of the practical rnisery and

infarny of poverty a misery and infamy which is, ever has been, and ever will be,

precisely the same in India, England, and lirnerica. (296)

以上のような思いから,語 り手はまだ旅を続けるという嘘をついて,Coulter夫

人の「青い,諦めの色が見える瞳」 (296)を 最後に見つめながら,こ の場を去っ

て行 く。

語 り手の心の中には少なからずCoulter夫人への同情の念があったからこそ ,

Blandmour氏への批判として,彼は次のように述べる。

Of all the preposterous assumptions of hurnaniff over humanilv, nothing

exceecls most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-

housed, well-warmed, and well-fed. (296)

しかし,い ざBlandmour氏 の前に出ると,語 り手は自分が世話になっている

ためか,真 っ向から彼を批判することが出来ずに,こ の物語の前半は幕を開

じることになるっ

"Blandmour," said I that evening, as after tea I sat on his comfortable sofa.

before a blazing fire, with one of his two mddy little children on my knee, "you are

not what may rightly be called a rich man; you have a fair competence; no

more. Is it not so? Wt11 then, I do not include you,when I say, that if ever a Rich

Man speaks prosperously to me of a Poor Man, I shal1 set it down as I won't

mention the word." (296)

この部分に関して,語 り手の様子を見れば,彼 もBlandmour氏 と「同じ側」に
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属する人間と解釈されても仕方ないのかもしれなぃ。6そ して「色」という面

から見たとしても,貧 しいCoulter夫 人の「青い瞳」に関する表現が何度も用

いられた後に,「真っ赤な頬の子供」を自分のひざの上に乗せながら,「 もえさ

かる炎」の前でBlandmour氏 を糾弾出来ない語 り手の姿は,こ の人物の立場を

明確に描写していると思われる。

2.Picture Second

後半の物語で語 り手は療養のため医者から船旅を勧められ,ロ ンドンヘと旅

立つ。現地では,あ る下級の役職についている役人らしき人物と知 り合いにな

り,彼の勧めで市長主催の貧者への施しの場を見学することとなる。会場に裏

口から入ってきた語 り手は,そ こに集まる人々の様子から,こ こがまるでニュ

ー ヨー クの貧民街 Five Pointsの ようだ と感 じるc貧 しい 人々の ことを

“creatures''や “mob of cannibals''(298)と 称 しているところからも,語 り手には

彼 らに対する同情の念はまったくない。 しかし彼らの姿を見た時に,語 り手は

奇妙な感覚に襲われるc

It was just the same as if I were pressed by a mob of cannibals on some pagan

beach. The beings round me roared with farnine. For in this mighty l,ondon

misery but rnaddens. In the country it softens. As I gazed on the meagre,

murderous pack, I thought of the blue eye of the gentle wife of poor Coulter. (298)

全 く違 う状況で貧困に苦 しむ人々を比べつつ,Coulter夫人の「青い瞳」を思

い浮かべてしまうという点において,語 り手は彼女の存在を「青」 という色

に集約しようとしているのでは, とも思えてしまうc

その後,前夜に開かれたパーティーでの残飯が貧者達に振舞われ,語 り手は

その光景を彼らの真っ只中で, もみくちゃにされながら見ていたcしかし彼 ら

の欲望が決して満たされることがない上に,次第に暴徒化 していっている雰囲

気を察した語 り手は,服をぼろぼろにされながらも,命からがら,こ の場を後

にする。

この部分に関して,語 り手の案内をした役人が, しきりにこの催 しを「高貴

な」と評 している点には明らかな皮肉が込められてお り,7最後の語 り手の言

葉が何 よりも,そ のことを裏付けていると思われる。
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"Now, Heaven in its kind mercy save me from the noble charities of

London," sighed I, as that night I lay bruised and battered on my bed; "and

Heaven save me equally from the 'Poor Man's Pudding' and the 'Rich

Man's Crumbs."' (302)

後半部における「色」についての表現は先ほど述べた筒所以外には,貧者達

に振舞われた食べ物の中に「黄金のゼリー」 (300)が 含まれていた、という表現

が見受けられる。当然,貧者達との対照性を意識 した色彩描写であると思われ

るが,さ らに語 り手がこの混乱の中から逃げ出そうとした時に知人の役人の知

り合いとおぼしき別の役人が「赤いガウン」 (300)を 着ていた, という部分も同

様に注 日に値すると思われるc語 り手はCoulter夫 人の目の「青さ」を殊更に

強調 した上で,そ れとは対照を成す存在として,富者の残 した残飯や,貧者の

暴走を食い止めようとする役人の衣服を描写する際に対照的な色使いをしてい

るように思われるЭ

以上のように後半部では前半部よりは「色」に関する表現は少なく,貧者達

を表す「色」ということに関しては,ほぼ皆無であるcしかし前述したように,

彼らを人間として見ていない語 り手にとっては,貧者の代表的存在はCoulter夫

人と,そ の夫であり,彼 らを象徴する「色」こそが,彼女の瞳の「青」という

色であるということが,こ こまで検証してみた中で明らかになったかと思われ

る。

〈E)onclusion

それぞれの章を“Picmre First",“ Picture Second"と 称したMelvmeが ,こ の

作品を絵画そのもののように描いていることは明らかなように思われる。そし

てそれぞれの場面を描写する際に,その色使いにおいては,ま さに対照的と思

えるほどの使い分けを施している箇所がいくつも見受けられる。登場する人物

の服装に関する表現について,「貧者」と「富者」という役割を明確にするた

めに, きちんと「ラベル分け」されているという点からも,8こ の作品に絵画

的要素をふんだんに込めようとしたMelvilleの 意図は明確なように感じられる.

ではなぜ,Melvmeは ここまで絵画的に, この作品を描こうと思ったのだろ

うか。この小説がZα″ι″
`Nι

″χθ″′アゥ Mα″z′″′に掲載された頃のMelvme

は,それまでに世に出した長編小説の売れ行きがあまりにも悪く, どうにかそ

の状況を脱しようと考え,次から次へと出版社に自分の新作を売り込んでいっ
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た時期でもあった。9そ ういった背景があったからこそ,Melvilleは 真に自分

が書きたいものをわずかながらも抑えつつ,読者に受け入れやすいような読み

方を提示することを考えていたのではないだろうか。10し かしその中におい

ても,こ の作品を読んだ読者がMelvilleら しさを少しでも認識してもらえるよ

うに,デ イプテイツクという絵画的構造を枠組として全面に出しつつ,そ の世

界の描き方においては彼の得意とする「色」の描写をそこかしこに散りばめた

のではないだろうか。この作品を読んだ読者に,「色」が象徴的に用いられて

いることを読み取らせ,その「色」に込められた作者の意図を感じ取らせるこ

とで,今 まで彼らが気付かなかった新しい読み方をMelvmeは提供したかった

のだろう。

江

creegerは ,“blue day symbolism"と 称 した「色」にまつわる手法が力あz″′′や

I′レ7,′′′J“ ′々チの中で用いられ始め,Mο妙つた力やR′″″においてMel宙lle独 自のも

として確立 したと述べている (Creeger 168)っ “blue day symbolism"と は、嵐

のような危険が迫ってくる直前に,空が「美 しく真っ青」であった, という表

現を用いることで,その後で起こる悲劇をより際立たせようとするための技法

である, とCreegerは 定義付けている。

第42章`The Whiteness ofthe Whale''参 照 3

この時代の産業化の流れに対する「抗議」として, このような表現をMelvmc

は用いたのでは, とFogleは 述べている (Fogle 54)。

Dillinghamは この形態の物語を“bipa面 te stow''と 称 している (DⅢ ngham 8)。

■1le Taiams of Maids"の 描かれ方があまりに象徴的であ り,様々な読み方が

出来るところから, どうしても前半部の`qhe Paradise Of Bache10rs"の 方が軽

視されがちであったわけだが,Dminghamの この指摘によって,二つの物語で

一つの作品と見なすことを通 じて,本来備わっているこの作品全体の意味を読

み解 くことが出来る, という考え方が再認識されてきたと思われる。その他の

デ ィプティック形式の作品 としては`Thc TwO Temples"が よく知 られている

が,こ の作品では,語 り手はどちらの教会にも属 していない自分の居所の無さ

を思い,「夜も眠れなくなってしまう」 (“■К Two Temples"315), という言葉で

結ばれている。二つの対照的な教会に行 きながらも, どちらにおいても心から

の安 らぎを得 られない, という結論の導 き出し方は“bipamte stow''の 特徴であ

ると思われる。
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5   ``P00r｀4an'S Ptldding and ltiCll｀4an'S Cl‐ tinlbS'', ``´ I｀1le ParadiSe Of BaChe10rS and the

Taltams of Maids''以外にも廣川氏は“Bcnito Cereno"と 'The Be11■owcr''と いう全

く違う趣を持った二篇の短編小説も一対の作品として読むことも可能であると

指摘 している研究者の存在についても言及している (贋川 107)。 なぜこうい

った形式をMel宙lleが好んだかということについて,廣川氏はMelvllleの 1元論

的思考に基づいた真理探究の姿勢にあると考えている.

(｀  廣川氏は,語 り手が最後に発しかけて結局言えなかったBlandmourへの批判の

原因を,その場面の描写の仕方を検証 した 11で ,彼 ら二人が「同じ側」の人間

であると結論付けている (度川 9091)。 さらにこの作品が中産階級の読む雑誌に

掲載されているという点にも触れ,絶望的なほど貧しい人々が存在 しているこ

とを知 りながらも,本当の意味で期身になって彼らを救おうとはしない「傍観

者」的姿勢を語 り手のみならず,作者 Melvilleも 含めた多くの読者も持ってい

るのではないか, という皮肉が込められている, と廣川氏は考えている 1廣 川

91-92).

7 野問氏はこの“noble"に 込められた皮肉な意味合いに関して,貧 しいCoulter家

の人々に対 しても同じ表現を用いていた点も引き合いに出した 11で ,明 らかに

この言葉には,その言葉通 りの意味以外のものが含まれていると言及している

(野間 89-90)。

8  服装が 「ラベ ル」 の役割 を果 た してい る とDillinghamは 指摘 している

(Dttngham 121-22)。 語 り手自身の服装が“gentleman"そ のものを象徴 してい

たにも関わいず,“Picture Second"に おいて,彼の服装が「ぼろぼろ」になり,

被っていた帽子 もくしゃくしゃになってしまったが故に,周 りの貧者達と一体

化してしまい,最後にその場を去る際も、 ^緒 にいた役人から貸 し馬車の運転

手に,語 り手が“genleman''で あることをあえて伝えているという点にDilingham

は注 目している。

9 この時期に書かれたπαゅ′″もZα″ zグ″′社への Melvilleの 手紙が注 日に値する

(物 ψO″″′″
“

264)。 手紙の中でMel宙1leは “The Paradise Of Bachc10rs and

tlle Tartal us of Maids"の 原稿料を受け取ったことに関するお礼のす ぐ後で,次に

出版するつもりでいる作品の抜粋があることを示 しながら,積極的に自分を売

り込んでいる.し かしその作品は結局,世に出ることはなく,|‖版社自身もこ

の手紙の内容には戸惑いを覚えていたのでは, とPal・1くerは指摘 している (Pall(er

219-20)。

10 Post‐Lauriaは ,こ の作品を掲載 している出版社の方針,つ まり読者の関心を引
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くような内容で作品を書 くということについて同調 したことで,Melvillcが読

者に受け入れられようという努力を怠 らなかった, と述べている (Post,Lauria

209)。 またBickclyは 当時,流行 していた感傷小説の類のものへのアンチテーゼ

として“Poor Man's Pudding and Rch Man's Crumbs"の 前半部が書かれたので

は, と推論 している (BicHey 81).共 体的には1837年 に公刊 されたCatllarine

Maria Sedgwick著 動θ ttο″Rた力■イlα″α″′η′θR′ε力Pοο/Mα″を例に挙げている。



廣川紀子『メルヴィルの中短編小説―合わせ鏡の世界一』開文社出版,1999.
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