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19世紀のアメリカの小説家ハーマン・メルヴイル (Herman Melville)の 作

品において,色彩に関する表現技法は彼の特筆すべ き長所である 1。 ″οわッー

)εたο′‐′ノィ IW,α /`の 中で「鯨の白さ」というタイトルで一章が割かれている

ことは言うまでもなく2,Wノ
7′′′ノαεたι′やR″わ

““
のように本の題名そのもの

にも色の存在をメルヴイルが強く印象付けようとしていることがうかがえる。

そして,こ の彼のスタイルは長編小説だけでなく,短篇小説においても受

け継がれている。1855年の作品“The Paradise of Bachelors and the Tartarus

of Maids"は ,同時期に書かれた “Poor Man's Pudding and Rich Man's

Crumbs"や “The Two Temples"と 同じようにデイプテイック(diptych)形 式 3

という物語の構造上の点から論じられることが多い。デイリングハム(William

B.Dillingham)は この形式について「二つの物語で一つの作品を作 り上げて

いる」という意味でbipartite sto町 という名前をつけて分類しようとしてい

る。つまり,こ の二つの物語で描かれた世界は,「 まったく同じ世界を別の

角度から見ている」に過ぎない,と デイリングハムは指摘 しており,こ のデ

イプテイック形式という構造自体が物語全体に影響を及ぼしていると論じて

いる(Dillingham p.8)4。 しかし色彩表現から,こ の短篇を見ると,こ れまでの

解釈 とは違った物語の諸相が見えてくる。前半の物語 “The Paradise of

Bachelors''で は独身の法学生が集まり,一見すると華やかに思える家具,豪
勢な料理や酒に囲まれて,人生を謳歌 しているように見える。一方,彼 らの

浮かれ騒ぐ様子を描写する文章について,色に関する表現から検証 していく

と,決 して燈びやかさは感 じられない。宴の場面で彼らに給仕をする執事を

描写している表現が大変,象徴的である。彼は快楽の限りを尽 くして飲み食

べ騒ぐ独身男達とは全く対照的な態度で描かれている。
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-:--. :hese manoeuvrings of the forces were superintended b5, a ..,.o.tatn*
, id field marshal (I can not school myself to call him by the inglorious

rame of rvaiter), with snowy hair and napkin, and a head like Socrates.

-\midst all the hilarity of the feast, intent on imporranr business, he dis-

dained ro smile. Venerable 62pt rp.32 lr

ここで用いられている「白」についての表現はMοわ),つたたの「白さ」の表現

と同じように,「死」のイメージを連想させるように思われる。この宴会が

行われる法学院の入 り回の門についても
.`dark and grimy''tp.326)と

形容され

ていることもふまえると,華やかな宴会を楽しむ独身男達にはやがて「死」

が訪れるであろうことをメルヴィルは示唆したかったのだろう。

後半の “The Tartarus of Maids"に おいては製紙工場で働 く若い女工達の

姿が,そ こで作られている紙の白さと同調するような形で,生気のない屍の

ように描かれている。

At rows of blank looking counters sat rows of blank looking girls, with
blank, white folders in their blank hands, all blankl:, folding blank paper.

In one corner stood some huge frame of ponderous iron, rvith a vertical

thing like a piston periodically rising and falling upon a hear,y wooden

block. Before it-its tame minister-stood a tall girl, feeding the iron

animal with half quires of rose-hued note paper, which, at every down

ward dab of the piston-like machine, received in the corner the impress

of a wrear5 of roses. fp. 329)

後に,こ の女工達の白さについて,工場の他の人間に主人公である語り手が

尋ねた時,「 これだけ白い紙をいつも扱っているから,あ んなに白くなるの

ではないでしょうか」は 331)と ,ま るで関心がないかのように返答される。

つまりこれら二つの物語は, タイトルが示すように一対の対照的な物語と

考えられるが,色 に関する表現という観点から見ると,両方において「白」

のイメージを際立たせることで双方に「死」の意味合いを含ませようという

メルヴイルの意図があったと解釈できる。それほどにメルヴイルは色に関す

る表現に特別な思いを込めていたことが,こ の作品においても確認できる。

“The Paradise of Bachelors and the Tartarus of Maids''と ,ほぼ同時期に
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作られた短篇 “Jimmy Rose"と ,作者を亡 くしてから数十年後に未完の状態

で出版された遺作 BIめ,3“

"に
おける色彩表現を今回は扱うこととする。こ

の二つの作品に共通しているのは主人公にバラのイメージを付与させている

点である。バラの鮮やかな赤い色合いを各々の主人公を描写する際に用いる

ことで,作者は何を読者に伝えようとしたのか,そ してメルヴイルは色彩表

現を用いることに, どのような意味合いを含ませようとしたのか。これらの

問いについて,あ る種の答えを導き出すことがこの論文の目的である。

2.

短篇“Jimmy Rose"は 1855年 に比ψ̀
″

's践″νο″″め,ναgαそ′″ιに掲載され

た。主人公であり語り手でもある「私」ことウイリアム・フォード(William

Ford)は ,彼の友人であるジミー・ローズCimmy Rose)か ら一軒の古い大きな

家を受け継ぐこととなる。語り手が,かつてのジミーの繁栄を懐かしく思い

つつ,こ の家を眺めている場面から,こ の物語は始まる。

Nevertheless, in this old house of mine, so strangely spared, some

monument of departed days surwived. Nor was this the only one. Amidst

the warehouse ranges some few other dwellings likewise stood. The

street's transmutation was not yet complete. Like those old English fri-
ars and nuns, long haunting the ruins of their retreats after they had

been despoiled, so some few strange old gentlemen and ladies still lin
gered in the neighborhood, and would not, could not, might not quit it.
And I thought that when, one spring, emerging from my white-blossom-

ing orchard, my own while hairs and white ivory-headed cane were
added to their loitering census, that those poor old souls insanely fancied

the ward was looking up the tide of fashion setting back again. (p. 336)

語り手が受け継いだもの,そ してその周りの環境には,ま るで生気を感じさ

せるものが存在しない。ただ朽ち果てるのを待つばかり, といったところで

ある。建物の中も「黒ずんだレンガ造りのアーチ型の貯蔵室」が「まるでか

つてのテンプル騎士団の古い墓」(p.337)の ようだと表現されており,“The

Paradise of Bachelors''の 法学生達が住んでいた場所を想起させる。

かつてジミーは,それなりの財産を有していた貿易商であった。彼が最も



4                        月ヽ ル|    イ散

富に満ち溢れていた時の描写が象徴的である。

Jimmy was born a man of moderate fortune. In his prime he had an

uncommonly handsome person; large and manly, with bright eyes of
blue, brown curling hair, and cheeks that seemed painted with carminei

but it was health's genuine bloom, deepened by the joy of life. (p. 338)

宴に明け暮れ,贅沢の限りを尽 くしていたジミーだったが,あ る事業に失敗

し,一転 して多額の債務を抱えることになり,すっかり人前から姿を消して

しまう。心配になった語り手はジミーの家を訪れるが,すっかり人間不信に

陥った本人から門前払いを受けてしまう。

それから何年も経ち,偶然にも, とある街角で語 り手はジミーを見かける。

It was five and-twenty years ere I saw him again. And what a change.

He whom I expected to behold-if behold at all-dry, shrunken, meagre,

cadaverously fierce with misery and misanthropy amazement! the old

Parisian roses bloomed in his cheeks. And yet poor as any rati poor in

the last dregs of povertyl a pauper beyond alms-house pauperismi a

promenading pauper in a thin, thread bare, careful coati a pauper with
wealth of polished wordsi a courteous, smiling, shivering gentleman.

Ah, poor, poor Jimmy God guard us all-poor Jimmy Rose! (p.3aI-2)

見た目は明らかに年老いているにも関わらず,頬の「バラ色」の血色の良さ

だけが残っていたことに語 り手は安堵した。しかもその華やかなバラ色の頬

に加えて,彼の微笑がいまだに「豊か」(p.343)で あった。安心した語り手が,

ある日ジミーの元を訪ねると,彼は病を患っており,あ る市会議員の娘の世

話になっていた。病床には,その娘が持ってきてくれた「病人を心配して
,

その回復を望む人が送る類の」(p.344)数冊の本が置いてあったが,ジ ミー

は自分が貧者扱いされていることを嘆き,力 を振 り絞って,こ れらの本を部

屋の隅に投げつける。それから数日後にジミーはこの世を去る。

自分に託された家の中で回想に慕っていた語 り手は,ジ ミーを偲ぶ言葉を

語 り,こ の物語の幕を閉じる。
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And every time I look at the wilted resplendence of those proud pea-

cocks on the wall, I bethink me of the withering change in Jimmy's once

resplendent pride of state. But still again, every time I gaze upon those

festoons of perpetual roses, mid which the faded peacocks hang, I
bethink me of those undying roses which bloomed in rr"rined Jimmy's

cheek.

Transplanted to another soil, all the unkind past forgot, God grant that

Jimmy's roses may immortally survive! (p. 3a5)

ジミーの頬の「バラ色」の永劫性を願い続けた語り手であったが,彼が門前

払いをされてから25年 もの歳月が流れており,その間,何の連絡も取らなか

った点は注目に値する。この語り手は,本来ならば友人を助けるべきだった

にも関わらず,手を差し仲べなかった自らの姿を読者に悟られないように
,

ジミーの「バラ色の頬」への賞賛に終始しようとしている, と指摘する研究

者もいる (野間pp.238-9)。 そして彼の「バラ色の頬」も「人工的な着色」(野

間p.235)であり,ジ ミー自身も自分の今の貧しさを隠そうとしていた, と指

摘している。そうだとすれば,語 り手の講じた一番の隠蔽工作こそが「色」に

関する表現を用いることであると考察できる。ジミーの「バラ色の頬」は,あ

くまでも昔の自分を演じ続けようとした証しであり,市会議員の娘が差し入

れた本に関しては,そ の慈善的な行為が自分の現状を再認識させるきっかけ

となるわけで,彼女への憤りの表れとして本を投げつけたことも説明がつく。

ここまで見てきたように,“Jimmy Rose"に おける「バラ色」に関する色

彩表現は,そ の中に自分の貧しさを隠そうという意図が込められた「壁」と

しての役割を担っていると考えられる。メルヴイルが多くの作品で一貫して

用いている「白」という色に「死」のイメージを連想させる手法から推測す

れば,「バラ色」はそれとは対照的な存在とも受け取られるかもしれないが,

必ずしもそう単純な解釈にはならない。「色」に関する表現を,色そのもの

に何らかの意味を付与するということと同時に,何かを隠すための「壁」と

して,メ ルヴイルは作品中で用いていると推察できる。

3

メルヴィルの遺作 B′約 3″
`〃

,Sα〃ο′は彼の没後 30年以上経った後に世に出
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た未完の作品であるため,未だにこの作品についての議論は尽きることが無

い。船上で反乱を企てたという濡れ衣を着せられる主人公ビリー (Bmy)が ,

彼を告発した上官クラッガート(Claggart)を 殴り殺してしまい,船長であるヴ

イアⅣere)の 裁きにより絞首刑に処される, というこの悲劇は,真の善と悪

とは何かという普遍的なテーマを扱った「寓意的な」作品である, という見

方が多い (Berthoff p.32)。

ただし,こ の作品を論じる際に確認しておかなければいけないのが,こ の

作品が「未完の状態である」ということである (Parker p.177)。 そのため人

物描写等に関する細部において,断定的に一つの解釈を押し付けることが出

来ないこともある, ということを認識しながら論じないといけない。この前

提を踏襲しながら,今回,取 り上げる「色」についての表現に関しても,作
品の寓意性を表象化するための道具の一つなのではないかと推測した上で

,

検証を進めていきたい。

ビリーは元々,商船「人権 Che Rights― of―Man)号」に乗船しており,仲 間

からは「宝石」(p.46)と 称されるほど一目置かれている。ある日,突然,軍艦

「軍神 (BeHipotent)号 」の船員として強制的に徴兵され軍人となるが,その

後も「花のような男」(p.48)と 他の水兵から呼ばれていることからも,ビ リー

にはその名前 (Budd)か らも想像できるように華やかなイメージ,特に「バ

ラ」のイメージを用いた表現とともに描写されていく。

彼と対照的な人物として登場するのが軍艦の憲兵隊長であるクラッガート

である。彼についての表現はビリーに対するそれとは明らかに正反対で,常
に顔色は「蒼白」(p.64)である。そして彼の素性についても,その慇懃な振る

舞いから「イギリス人」(p.65)か もしれない,と いう憶測が生まれるほどに謎

に包まれた人物である。

このように彼らに関する語り回から判断すれば,二人が相交わることがな

いことは推測でき,実際にクラッガートは, ビリーが反乱を画策している疑

いがある, ということで告発することになる。なぜそこまで憲兵隊長が自分

の部下を憎んでいたのか, という理由については,「生来の悪性」(p.76)を

クラッガートが秘めていたからであると述べられているが, クラッガートは

ビリーにも謀略を包み隠すような「闇」の部分がある, とヴィア艦長に進言

する。

Did Lieutenant Ratcliffe happen to tell your honor of that adroit fling of
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Budd's, jumping Llp in the cutter's bow under the merchantman's stern

when he was being taken off? It is even masked by that sort of good-

hr-rmored air that at heart he resents his impressment. You have but

noted his fair cheek. A mantrap may be under the ruddy tipped daisies.
(p.9a)

これはビリーが強制的に徴兵される時に,商船の仲間に対 して,あ たかも徴

兵に対して不満を抱いているかのように受け取られかねない「人権号よ,さ
らば」(p.49)と 別れの挨拶をしたことについてクラッガートが言及した場面で

ある。この言葉をきっかけとして,ビ リーはヴイア艦長に呼ばれ,真実を語

る場面が与えられることになるわけだが,あ まりに突然の告発に困惑したビ

リーは彼の「頬の紅色」によって隠されていた暗部を表出してしまうことと

なる。ビリーは何かについて困惑 しきってしまうと,言葉が上手 く話せなく

なってしまうという短所を持っている。この欠点のために彼は反乱の罪を着

せられたことに当惑してしまい,艦長の前で弁明しようとするも,上手 く言

葉が出てこなくなり,よ りいっそう感情だけが高揚していってしまう。そし

て最後は言葉という形ではなく,彼の感情が拳という形で自分を告発しよう

としたクラッガー トに浴びせられ,憲兵隊長を死に至らしめてしまうことと

なる。

濡れ衣を着せられながらも,感情の高ぶ りによって言葉が出てこなくなる
,

という自分の短所によって罪を犯 してしまう, というこの物語について,語
り手は別の場面において,次のような表現を使って語っている。

Who in the rainbow can draw the line where the violet tint ends and

tl're orange tint begins? Distinctly we see the difference of the colors, but

where exactly does the one first blendingly enter into the other? So with
sanity and insanity. (p. 102)

これはヴィア艦長が通常の規則に従わずに,即座にビリーの裁判を船上で行

なうことを決めたことについて,船の軍医が艦長の精神状態を推 し量った場

面で使った表現であるが,こ の言い回しは物語全体についての言及とも解釈

できる。正気と狂気の境目も,善 と悪の境目も,それをきっちりと分け隔て

ることは難しい。それを見極めるために持ち合わせている術が限に見えるも
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のからの判断でしかないとするならば,言葉が上手 くしゃべれなくなるとい

う欠点が, ビリーの「紅色の頬」に隠されていたことは,あ まりに悲劇的で

あると同時に,表現技法としてはメルヴイルらしい手法だと言える。視覚的

な要素を読者に与えることで場面を想像させやすくしながら,表象としての

「色」の持つ寓意性をも感 じ取 らせるというテクニ ノクが使われているとい

うことである。

先程,述べたように,こ の物語は未完の状態で世に出ていることからも,

ビリーの死を単なる悲劇として捉えるべきなのか,それともいわれの無い罪

によって告発され,そのために別の罪を犯したものの,その罰をしっかりと

受け止めたビリーの生来の善性が息絶えることはなかった, という救済の物

語として捉えるべきなのかは難 しいところである。ただしメルヴイルがビリ

ーとクラソガー トを描写する際に明らかに対照的な色使いを用いていること
,

そしてそれほど対照的な人物同士であっても,善 と悪の明確な違いを見極め

られぬほどに真実とは我々にとって判別しがたいものである, ということに

ついて述べた「虹」の表現については“Jimmy Rose''の 時と同様に,「色」によ

って物事が明らかにされるのではなく,逆 にそれによって本質が隠され分か

りづらくなっていると言える。

「色」を見ることで,すべてが理解できるというものではなく,そ の裏側に

秘められた部分を見抜 くことを難しくさせている「壁」としての「色」に関

わる描写を,メ ルヴイルは自らの遺作においても,こ れまでと変わることな

く彼独特の表現手法として用いている。

4.

これまで見てきたことから考えると,メ ルヴイルの「色」に関する表現技

法は彼の得意とするスタイルであり,何 らかの意味を隠すための道具として

色彩表現を用いているということが明らかになったと思われる。“Jimmy
Rose"が掲載された〃αψ

`′

'́s陸″νο″r′ヵ ναgα″77`は 19世紀の中頃,最 も多

くの人々に読まれた雑誌の一つであり,ポス ト・ローリア (Post―Lauria)に よ

ると,出版社のコンセプトとしては「感傷的な (sentimental)な 文体」の作

品を掲載することだったようである (Post―Lauria p.167)。 物語に登場する主

人公達は社会の閉塞状態を耐え抜 く強さを持ち合わせており,そ の姿に読者

の多くが共感 したことだろう。ジミーも一時は成功者として富の限りを尽 く

していたが,一転 して敗北者へと転落し,い かに見た目の上では「頬の紅色」
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が消え失せることはなかったとしても,心に負った傷は計 り知れないものが

あったからこそ,面倒を見てくれる心優しい女性からの差 し入れが, 自分ヘ

の同情心という形であまりにも心苦しく感 じられたのであろう。出版社の意

向に沿う形で感傷的な要素を含ませようとした作者の意図がこの作品の中に

感 じられると同時に,「色」によって隠そうとしたジミーの本性についての

表現をそこに関連させることで,よ りいっそうメルヴイルらしさが作品に付

け加えられたと言える。

一方,3″′yB“″グを書いていた頃,韻文の執筆が活動の中心であったメル

ヴイルは,そ の当時バラを育てることに凝っていた。マイルダー (Robert

Milder)は , この事実に着日して,その影響から作品の中でもバラをモチー

フとして何度も用いていたと指摘 している (Milder pp.88-9)。 この時期にB′′′、

3:`″ノも執筆され始めたということを考えれば,主人公ビリーにバラのイメー

ジが付与されていたことは想像に難くない。だからこそ彼が濡れ衣を着せら

れたことが原因で罪を犯してしまったことによって処刑されるという悲劇を

語る際に,「色」の表現を巧みに駆使することで,メ ルヴイルは読者に対 し

て場面の情景をより鮮明な形で伝えようとしたのだろう。彼の「紅色の頬」

の裏側には,感情の高ぶりによって言葉が出てこなくなる, という短所が隠

されており,そのことが原因で彼が死刑に処されるという,こ の物語のプロ

ツトにおいて,「色」によって隠されたビリーの欠点という内容は,読者に視

覚的なイメージを与えやすいという点で作家独特のスタイルであると言える。

メルヴイルの代表作とされる物 いつたたにおいて「色」の持つ仮面性につ

いて言及されている箇所がある。

Is it that by its indefiniteness it shadows forth the heartless voids and

immensities of the universe, and thus stabs us from behind with the

thought of annihilation, when beholding the white depths of the milky
way? Or is it, that as in essence whiteness is not so much a color as the

visible absence of color, and at the same time the concrete of all colorsi

is it for these reasons that there is such a dumb blankness. ftrll of mean-

ing, in a wide landscape of snows a colorless, all color of atheism from
which we shrink? ... so that all deified Nature absolutely paints like the

harlot, whose allurements cover nothing but the charnel-house within,
and when we proceed further, and consider that the mystical cosmetic
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which produces every one of her hues, the great principle of light, for
ever remains white or colorless in itself, and if operating without medium

upon matter, would touch al1 objects, even tulips and roses, with its own

blank tinge-pondering all this, the palsied universe Iies before us a

leperi and like wilful travellers in Lapland, who refuse to wear colored

and coloring glasses upon their eyes, so the wretched infidel gazes him

self blind at the monumental white shroud that wraps all the prospect

around liim. (p. 195)

この作品において「白」という色は,白 い鯨に象徴されているように,「色

眼鏡」をかけずに直視しようとすれば「失明」してしまうほど危険なものと

位置づけられている。「白」そのものを見ることすらも危険である以上は,せ
めて「色眼鏡」をかけないと,こ の世界そのものを見ることは不可能である

とメルヴイルは警告している。

以上のことから,メ ルヴイルが用いた「色」についての表現は,それ自体

を見ようとするにはあまりに危険であると考えられるものの存在を読者に知

らせるための装置として用いられたのではないか。ジミーの「紅色の頬」は

彼の本性を隠すために自らの意志で塗ったものであるとするならば,ま さに

ジミーにとっては彼自身を守るための「壁」としての役割を「紅色」は果た

していることとなる。ビリーの「紅色の頬」は,意図せず自らの欠点を隠す

ことになってしまい,そ の裏側の部分を露呈させるきっかけを作ったクラッ

ガートを殴り殺すという悲劇を生むことになってしまう。読者は当初,ビ
｀
リ

ーの人間性をその「紅色の頬」に見ていることになるわけだが,憲兵隊長を

殺害する場面に至って,その「紅色」に隠されていた彼の本性を垣間見るこ

とになる。

メルヴィルは今回,取 り上げた二作品のみならず,首尾一貫して「色」に

関する表現を,「色」そのものに何かの意味を含ませるということだけでは

なく,その裏側に何かを隠す「壁」として用いている。その「何か」とは
,

いずれ読者の前にさらされることになるものの,決して直視に耐えられるよ

うなものではなく,「色」を通してのみ確認することが可能な過酷な真実で

ある。それを直接的に見ることに対してメルヴイルは警告しながらも,「色」

を使った表現を用いることで暗に読者にその存在を感じ取らせようとしてい

るのである。



Herman Melvilleの `limmy Rose''と B′肝 B“〃 における色彩表現 11

言主

1.ク リーガー(George Rayll10nd Creeger)は 自らの論文の中で,メ ルヴイルの色彩表現につ

いて,次のような例を挙げて説明している。青々とした空の情景を,あ たかもその後に

来る嵐を際立たせる意図で用いていると推察し,こ の手法をblue day symbOlismと 名付

けている(Crecger p.168)。

2.〃ο″つた■の第42章 を参照c

3.「ディプティック」とは,木 ,象牙,金属等の小板2枚 を蝶番でつな乱 携帯,開 閉で

きるようにしたものであり,西洋古代から中世にかけ,浮彫,絵画などにより装飾され

た。

4.さ らに廣川はメルヴイルの二元論的な物事の捉え方が,こ の形式を採用 した理由である

と論 じている (廣川 p.107)。

参考文献

BerthOI,｀Varner.“ `Certain Phenomenalluen':The Example of β〃ヶB“ノ′」'■′てガ
`′

77 Cr″たα′

′″rご ′
7'′

`′ `′

′′ο″S 〃ピ″″,α ′′ル′ピ/,′′′ピ'sθ′〃)'3″ごノ,``B`″′rο C′′
`′

″ο,''“βα′′′ピ′,y′′1´ Sc′ ′、で″
“

1''

α″ノθ′ん
`′

・I″′
`s.Ed.:Har01d B100nn.Philadelphia:chelsea I-10use Publishers,1987.

Bickley,R.Bruce,Jr.『 ′′ピルlfピ′みοど
`,/ル

′ピ′ソ′′′で'sS′

``,′

γ F7(′わ′!.Durhanl:Duke UP,1975.

Creeger,George Rayl■ lond.cィメ
`′

7・ Sy″め0′お′″力,′′,ど V``,′■S`′′〃セ,7″

`″

,ルrピ′ソ〃′
`,ノ

8イ6-f852 Diss.

Yale U,1952.Ann Arbor:UNII,1952.ATT 6411897.

Dillinghalll,Willial■ lB。 ,7′′,〃′ピ'sSノ

`ο

″Fた ″ヽο″,/853‐ノ856.Athensi U of Georgia P,1977.

FiSher,NlarVin.(フ οj″gこル
`′

ご″ ,ソセ′ソ′′′ピ'sS力ο″′F'cr′で,′ ,(7″′′′,`A′′,こ′,ca′ ′/85θ .s :Baton Rouge:

Louisiana State UP,1977.

Fogle,Richard llarter.■ ′
`′

′百〃ピ'ss′に
'7‐

′ご″
『

″′ピS.Norinan:U ofC)klah01na P,1960.

Irey,Eugene F.,ed.A cο ′7(1で ,′」α″cご ′ο″ピ′7″α′ι〃ピ′ヽ.:′′″'sルfOノ,)'イ )たた Ne、 ,・ York&:London:

Garland iPublislling,1982.

Melville,Herinan.B′ ′ヶ B″′″,Sα〃
`,′

l Ed.Harrison Hayford and NIerton M.Sealts,Jr¨

ChiCagO&:Iンondon:U of Chicago P,1962.

―
.6`,′ァ

`sρ
ο″

`た
′κ
`Ed.Lynll Horth.EvanstOn and Chicago:Northwestern UP and The

Newberry Libraly,1993.

―
.ル■メ,)'―Dた々で,″

『
′,ピ lγ力

`′

√ピ.Ed.HarrisOn HayfOrd,Hershel Parker,and G¨ Th01nas

Tanselle.Evanston and Chicago:Northwestern UP and The Newberry Libraly,1988.

―
.“The ParadiSe Of Bachelors and the′ I｀ artarus of Maids.''「ん

`P′
αtta r`ι′ピsο″ノθ′′,′″

P′
`,s`P′

′(]`s y839-ノ 86θ.Ed.HarrisOn HayfOrd,et al.Evanston and ChicagO:

NOrthwestern UP and The Newberl、 =Libral、 ,1987.

―
.``Poor NIan's Pudding and Rich NIan's Crunlbs.''五ア:ピ P′

`に
ォα lα′

`sα
′7ノ θ′/1`″ P′て,s`

P'′ (,`、 」ゞ8′ 9‐ ノ86θ.Ed.HarrisOn:HayfOrd,et al.Evanston and Chicago:North、 、restern

UP and The Newberlw Libral、 7,1987.

~・ “The TWO TenlpleS.''『 ′,ビ P′

`な
,α 五″′′s″″ノθ′カピ′‐P′05`P′

`て `,ノ
8∫ 9-ゴ 86θ Ed.HarrisOn

IIayford,et al.Evanston and Chicago:North、 アestern UP and The Newberl、アLibraly,



12 小 林   徹

1987.

卜,Iilder,Robert.``Old inan N.Ielvillei the rOse and the crOss.''Aセ 11■Essα),s″″B′′′),8″
`′

ノ Ed.

Donald Yannella.Calnbridge:Carnbridge UP,2002.

Parker,Hershel.〃セ″″
“
″,ルグ′′ソ′′′ピAB′οg″″ρ力y yο′″″2′ 2, ゴ85ゴ ーノ89」 .Baltilnore:Johns

Hopkins IJP,2002.

―
.R´αご′″gB」″、,B“

`′

ごEvanstoni:Northwestern UP,1990.

Post―Lauria,Sheila.Cο″″ピ、′,ο′,′′′,rCで ,′ο″ι′,gsIハイ
`′

ソ′″ピ′″′′,`ル fα″たご′ρ′αご`.Arnhersti U of
卜′Iassachusetts I),1996.

『新潮世界美術辞典』新潮社,1985.

野間正三『読みの快楽一メルヴィルの全短編を読む―』国書刊行会,1999.

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.



13

Synopsis

Color Symbolism in Melville's'Jimmy Rose" and Billy Budd

Toru Kobayashi

The purpose of this paper is to investigate the expressions about "colors"

Herman N4elville uses in his works, especially in "Jimmy Rose" and Billv Budd.

And it also considers the reason he applies this method so often.

In "Jimmy Rose," the narrator seems to feel pity for his friend, Jimmy. But

it isn't until t\\,ent), five years later that he meets Jimmy again. So, as Noma

suggests (1999), when he tells his compassion, feeling glad to see Jimmy's
"rose in his cheeks," it is clear that the narrator pretends to worry about his

friend, referring to Jimmy's vital color of qi-rasi-natr-rral "rose-red."

In Bil/,-v Butld, the weak point of Billy's, the dumbness, makes him kill his

senior, Claggart. Tliis fault hides behind his rose colored "fair cheeks," so

\4elville uses his technique of colors again and lets his readers find the impli-

cations of colors.

In conclusion, it is possible to say that N4elville's color symbolism suggests

the expressions of colors are not only the implicative ones, but also the

devices to hide the severe truth his readers can't or shouldn't see.

ヽ


