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シャーウッド・アンダソン（Sherwood Anderson, 1876-1949）の『オハイオ州ワインズバー
グ』
（Winesburg, Ohio. 1919）の語り手がいう、各章の中心人物にとっての「真実」
（
‘truth’
）1
が何なのかを考察する論考も今回で 5 回目となる。今回は「誰にもわからない」
（
“Nobody
Knows”
）を取り上げて、副題の「ルイーズ・トラニアンについて」
（
‘concerning Louise
Trunnion’
）が示すこの章の中心人物であるはずのルイーズにとっての「真実」が何なのか
についても言及するが、この章がきわめて短いことから別の観点からの読解を試みたい。そ
れは、アンダソンは象徴やイメージを巧みに使って物語を書いているのではないかという観
点である。今回は、この章を可能な限り詳細に象徴的表現にこだわって読み解いてみたい。
その結果として、ルイーズが副題になっているにもかかわらずルイーズについての記述が少
ないことの意味もわかってくると思われるので、最後にはその点にも言及したいと思う。

章の開始冒頭で、ジョージ・ウィラード（George Willard）は「用心深く周囲を見回して、
『ワインズバーグ・イーグル』
（The Winesburg Eagle）の編集室の席を立つと裏口から……
外へ出た」
（27）
。彼は何に対して用心しているのか、また、なぜ裏口から外へ出たのか。そ
れは、彼の外出の目的に理由がある。彼は、自分が愛しているわけでもない女性ルイーズ・
トラニアンと性的な関係－それも、ジョージにとっては生まれて初めての経験である－
をもつために外出しようとしているのである。彼がその朝彼女から受け取った手紙には、
「も
しあなたが私をものにしたいと思うなら、私はあなたのものよ」
（28）と書いてあった。彼
の心の中には、愛しているわけでもない女性と関係をもつことに後ろめたさがあったのであ
ろう。だから「用心深く周囲を見回して……編集室の裏口から外へ出た」
。自分の行いを周
囲の人間に悟られないように用心したのである。彼は
「ある冒険に臨むために出発した」
（27）
のであるが、実際には「決心などついてはいなかった」
（27）
。時間は午後「8 時」
（
‘eight
o’
clock’
）
。
「8」
（
‘eight’
）は「始まりを意味する」2 から「冒険」の始まりには適切な時間で
ある。「その夜は暖かく、曇っていた、まだ 8 時だというのに『イーグル』の裏通りは真っ
暗だった」
（27）という描写は、その行為に関心はあり、関係をもちたいという気持ちはあ
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るものの煮え切らずにいる、彼の心の有り様と重なるものがある。
ジョージの煮え切らない心中を暗示する描写は続く。
「どこか暗闇の中で杭につながれた
一連の馬が堅い地面を踏み鳴らしていた。一匹の猫がジョージの足下から飛び上がって夜の
闇に走り去った」
（27）
。馬は「好色の象徴」3 でもある。その馬が「杭でつながれている」
のは、ジョージの欲求が抑圧された状態にあることの象徴と読むことができる。猫も、
「キ
リスト教では好色の象徴」4 であり、ジョージが自分の足下が見えないほど暗いという意味
と同時に、彼の心中で欲求が高まり、また抑圧されるという変化を象徴していると読むこと
ができる。この後も、ジョージは、
「暗闇の中、ジョージ・ウィラードは裏通りに沿って歩き、
注意深く用心して進んだ」
（27）
。この一文はジョージの後ろめたさを暗示するものと読んで
差し支えないだろう。
暗い裏通りと対照的に、開いた裏戸から店の中の光景が見える。店のランプの下に座って
いる男たち、マイヤーボーム小間物店（Myerbaum’
s Notion Store）でカウンターのところ
に腕にかごを下げたウィリー夫人（Mrs. Willy）
、彼女とカウンターに寄りかかって熱心に
話しかけるシド・グリーン（Sid Green）
。店の明かりに照らし出されたこれらの人々は、裏
通りを用心深く歩くジョージと対照をなしていて、明かりに照らされても後ろめたさを感じ
ることのない大人の人間の普通の時間の過ごし方を描いたものだ。
明かりの中に見える人々の普通の姿と対照的に、ジョージは落ち着かない。彼は「扉から
もれる光で照らされた明るい部分をジャンプして通り過ぎた。彼は暗闇の中を走り始めた。
……走っていると、
［町の大酒飲みのジェリー・バード（Jerry Bird）が寝転んで投げ出した］
足につまずいた。彼は途切れ途切れに笑った」
（27）
。彼が走り出したのはなぜだろうか。は
やる気持ちを抑えきれなくなったというよりも、町の中をこそこそと歩くことが馬鹿馬鹿し
い、町から早く抜け出したいと思ったのだろう。用心深く走っているつもりだったのに、
酔っ
払いの足につまずくとは、その自分の浮き足だった様に笑いきれず、恥ずかしくもあって、
彼の笑いは途切れ途切れになった。
その後も、
「通りから通りへと、
ジョージは通り過ぎる人々
を避けながら進んだ。彼は、通りを渡るとまたその通りを渡った。街灯のそばを通るとき、
彼は帽子を顔にまで引っ張って下げた。彼には考える勇気がなかった。彼の心（
‘mind’
）に
は恐れがあったが、それは新しい類いのものだった」
（27）
。彼が同じ通りを渡ってはまた渡
り直すことを繰り返しているのは、行くべきか行かざるべきかという彼の迷いを暗示してい
る 5。街灯の下の明るい場所を通るときに、帽子を引っ張って顔を隠すのは、彼が良心の呵
責から他人に顔を見られたくないという思いを抱いているからである。ジョージには、今ま
で経験したことのない行動を実行に移そうとしながら、その決意には至れない迷いがある。
語り手は、ジョージの心（
‘mind’
）には「恐れ」
（
‘fear’
）があると言っていて、その「恐れ」
のある場所を heart ではなくて‘mind’であると言っている－英語には心を表す語として
heart と mind があるが、前者は本能的に相手を愛したり、思いやったりする思いが起こる
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場所であり、後者は知性や知能によって本能などを抑圧したりする理性にまつわる思いが起
こる場所である－から、このときのジョージの心中では、彼の理性が欲求を抑圧している
ことが読み取れる。
ジョージは何とかルイーズの「お父さんの家」
（
‘father’
s house’
）
（27-28）に行き着く。「お
父さんの家」とわざわざ言っているのは、ルイーズもジョージ同様に未成年であるというこ
とを読者に示す意図があるのだろう。彼女は、
「灯油ランプの光で皿を洗っていた。彼女は、
引き戸の向こう、家の裏の小屋のような台所に立っていた」
（28）
。皿を洗っている姿は、彼
女が善良な娘らしいことを連想させるが、それは父親の前で見せる姿である。台所が「小屋
のよう」
（
‘shedlike’
）であることから、彼女の家があまり裕福ではないことがうかがえる。
それに加えて、家の前にある畑が「ジャガイモ畑」
（
‘potato patch’
）であることが、彼女の
家が裕福ではないことをさらに印象づける。それは、
「ジャガイモ」
（
‘potato’
）が「貧乏」
同時に「ジャガイモ」は「媚薬」の象徴でもある 7。その「狭
の象徴だからである 6。しかし、
いジャガイモ畑だけがジョージの冒険を阻んでいるだけだった」
（28）
。ジャガイモ畑を前に
して、「5 分経つと、
［ジョージは］彼女に呼びかけるだけの自信をもった」
（28）
。声をかけ
るのに「5 分」
（
‘five minutes’
）かかったのは、
「5」が「理解」や「精神の均衡」を意味し 8、
ここではジョージが納得し、思い切りがついたことの暗示であろう。しかし、
「その呼び声
は喉につまった。彼の声はかすれた囁きになった」
（28）
。この記述から、ジョージの自信は
それほど確固たる自信ではなく、彼の緊張はとれないことがわかる。ジョージの呼び声をき
いてルイーズが「皿拭き用布巾を手に、ジャガイモ畑を横切ってやって来た。
『私が、あん
たと出かけたいなんてどうしてわかるのさ』と、彼女は不機嫌に言った。
『どうして、そん
なに自信があるわけ』
」
（28）
。
「皿拭き用布巾を手にもっている」
（
‘holding the dish cloth in
her hand’
）のは、
父親の手前では家事をする善良な娘であることを示している。その一方で、
「ジャガイモ畑を横切って」
（
‘across the potato patch’
）やって来たのは、彼女がジョージ
との行為に前向きであることを暗示しているのだろう。
ルイーズの言葉と不機嫌な言いように、
ジョージは「答えなかった」
（28）
。彼はおそらく、
そのような反応ではなく、もっと優しい反応を期待していたのだろう。だから、二人が黙っ
て「杭垣を間にして」
（
‘with the [picket] fence between them’
）
（28）立っていたときの「杭
垣」はジョージにとってはかなり大きな障害と感じられたであろう。
「あんたは行ってて。
父さんがいるのよ。あんたはウイリアムズ（Williams）の納屋のわきで待っててよ」
（28）
という言葉から、彼女が父親の存在を気にしていることがわかる。
ルイーズのこの反応はジョージを苛立たせた。
「杭垣のわきで、彼女が二人の間に何もな
いかのようなふりをしたことをジョージは腹立たしく思った」
（28）
。自分から誘っておいて
何だ、というのがジョージの心中だろう。
「図太いなあ、ほんとうに図太いよ」
（28）という
彼の言葉には、今まで緊張し、おどおどしていた自分とルイーズの動じない様子は対照的で、
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自分が格好悪いと思われたことだろう。彼は一人で「道に沿って進み、トウモロコシが植え
てある空き地のわきを歩いた。植わっているトウモロコシは肩の高さほどだった」
（28）
。
「ト
ウモロコシ」（
‘corn’
）は「淫らな人間 wanton people」9 の象徴だろうか。トウモロコシは
生長すれば人間の背丈より大きくなるが、ここでは「肩の高さ」といっているから、ジョー
ジの心にはまだ迷いがあることを暗示しているのだろう。ことによると、ルイーズの反応に
少し興ざめしたジョージの心中を暗示しているものとも考えられる。そうはいっても、トウ
モロコシは「歩道のきわまではえていた」
（28）わけだから、彼の欲求はそれなりに根強い
ものであって、簡単に消えるものではないということだろう。
「ルイーズは表玄関から出てきた」
（28）が「帽子はかぶっていなかった」
（28）
。これら 2
点はジョージと異なる。この家がある場所が『イーグル』の編集室がある場所とは異なって
いて人目につきにくいということもあるのだろうが、ルイーズには父の存在を無視すれば後
ろめたい気持ちがないということでもあるだろう。ジョージには「彼女がドアノブを握って
立ち、家の中にいる誰か、間違いなく彼女のお父さんのジェイク・トラニアン（Jake
Trunnion）に話しかけているのがみえた」
（28）
。当時の照明が今ほど明るいものではなかっ
たということを考えると、これほどはっきりルイーズの姿が見えるということは、ジョージ
はそれほど離れた場所まで行っていないということになる。ルイーズの父が
「耳が遠い」
（
‘half
deaf’
）（28）のは、彼女の行動にあまり関心がないことの暗示だろうか。耳は、きちんと機
能していれば「詮索好き」10 の暗示だが、ジェイクは耳が遠い。それでも、ルイーズがきち
んと扉を閉めた（28）のは、父親に自分がこれから出かける目的を知られたくないという気
「扉
持ちの現れであろう。
「扉」
（
‘door’
）には「秘密を守るもの」の意味がある 11 からである。
が閉まると」、あたりは
「暗く静かに」
なり、
「ジョージは今まで以上に激しく身震いした」
（28）
。
これは、ジョージが、その時がまた近づいたことを認識して、今まで以上に緊張が高まった
ことを意味する。
「ウイリアムズの納屋のわきの陰で、ジョージとルイーズは立っていたが、どちらも相手
に話しかける勇気がなかった」
（28）
。ここでジョージにとってこれが初めての経験であると
同時に、おそらくルイーズにとっても初めての経験なのだろうということがわかる。だから、
この後に出てくる「町に広まっている彼女についてのうわさ話」
（
‘the whispered tales that
had gone about town’
）
（28）は、
ルイーズはジョージのことが好きらしいということになる。
だが、ジョージはルイーズのことが好きなわけではない。語り手がわざわざ、
「彼女が特別
に美しいわけではなかった」
（28）
と言い、
さらに、
「鼻のわきに黒い汚れがついていた。ジョー
ジは彼女が深鍋を使った後に、その指で鼻をこすったのだとジョージは思った」
（28）と付
け加えているから、ジョージがルイーズを見る目は少し冷静であることが、それを物語って
いる。（ことによると、こんな女とでいいのかという疑問さえあったかもしれない。
）だが、
その冷静さはすぐに消える。そのことは、
ジョージが「自分の手で彼女に触れたいと思った」
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「汚れたギンガムチェックの服の襞に触れるだけでもこの上ない喜びになる
（28）12 ことと、
だろうと彼は思った」
（28）ことからわかる。それでも、まだ後ろめたい気持ちは拭いきれ
ない。ジョージがぐずぐずしているとルイーズが「難癖をつけ始めた」
（28）
。おそらく、間
がもてなくなってばつが悪くなったのだろう。それに、ジョージの心にあった、こんな女で
いいのかという思いを感じ取ったのかもしれない。
「
『あんたは、自分が私よりましな人間だ
と思ってるんでしょ。言わなくていいわ、わかってるから』と彼女は言うと、彼に身を寄せ
た」（28）
。実際に、ルイーズはあまり豊かではない家で耳の不自由な父の世話をしている自
分と、家はつぶれそうなホテルであっても、新聞記者として仕事をしているジョージとの立
場のちがいを気にしてはいたのかもしれないが、彼女はこの言葉を引き金にしてジョージに
身をゆだねようとする。
すると、
ジョージの口から「次から次へと言葉が出た」
（28）
。ここで彼が口にしたことは、
おそらく、自分の方が優れているなんて思っていないとか、君もなかなかかわいいとか、ギ
ンガムチェックの服がよく似合っているとか、そういうことだろう。ルイーズが体を自分の
体に近づけてきたことに多少動揺してのことだったはずだ。しかし、ここでジョージは決心
する。もう後戻りできないと。
「町で会ったときの彼女の目に潜む表情」
（28）
、
「彼女が書い
た手紙」
（28）
「町に広まっている彼女についてのうわさ話」
、
（28）が彼の決心の後押しをし、
「彼は完全にオスになり、大胆で積極的になった」
（29）
。このとき語り手は「彼の心には彼
女を思いやる気持ち（
‘sympathy’
）はなかった」
（29）といっているから、ジョージは最後
の最後までルイーズに愛情をもたないまま行為に及ぶことになる。
しかし、それはジョージが後ろめたさを完全に払拭したことを意味しない。実際に、この
後にもジョージの心には後ろめたさがあることが、彼の「さあ、大丈夫だよ。誰にも何もわ
かりはしないよ。どうして知れたりするもんか」
（29）という言葉からわかる。
「誰にもわか
りはしないよ」というのはルイーズに対して言っている言葉ではあるが、実際にはジョージ
が自分の行為を正当化し、自分を鼓舞している言葉でもあるからだ。
（章の最後で、心に後
ろめたさがよみがえってきたジョージは「誰にもわかりはしない」
（29）と自分に言い聞か
せている。
）
その気になった二人は「レンガ敷きの狭い道に沿って歩きはじめた」
（29）
。レンガの堅さ
13
「……レンガの割れ目から背の高い雑草が生えていた。
は二人の決意を暗示するのだろう 。

レンガのいくつかがなくなっていて歩道は荒れて平らではなかった」
（29）
。
「背の高い雑草」
が生えているのは、ここまでやってくる人がほとんどいないことの暗示である。
「雑草」そ
のものは「無秩序」の暗示であり 14、キリスト教、特にピューリタニズムでは結婚していな
い男女間での関係を認めないという教えに二人が背いていることを象徴しているのだろう
－とはいえ、語り手が二人の行為を非難しているとはいいきれないが。
「彼が握った彼女
の手も荒れていたが、
［ジョージが］嬉しくなるほど小さくかった」
（29）
。おそらくジョー
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ジがエスコートしているのだろう。手は「力、保護、勤労などの象徴」15 であるが、ここで
は言うまでもなくルイーズが家事をしていることの暗示である。ジョージがルイーズの手を
「小さくて嬉しい」と感じたのは、彼女を制圧したという力関係が成り立ったことをジョー
ジが認識したことを表しているのではなく、女性の体にまだ神秘性のようなものを感じてい
るジョージの未熟さを表していると考えるべきではないか。
「私は遠くへは行けないのよ」
（29）という言葉は耳の遠い父親を長い時間一人にしておけないという意味であろう 16。ル
イーズの声が「静かで落ち着いていた」
（29）のは、どういう気持ちからかははっきりしな
いにせよ自分が思いを抱いている男に抱かれようとしているその時が近づきつつあることに
緊張はしているものの、その一方で彼を受け入れようという嬉しい気持ちの現れかもしれな
い。
二人は「小さな川（
‘a tiny stream’
）にかかる橋を渡るとトウモロコシが生えた別の空き
「小
地を通り過ぎた」
（29）
。
「橋」
（
‘bridge’
）は「二つの物、存在の結合の象徴」17 である。
さな川」の‘stream’には特別な象徴的な意味が辞書にはないが、
『ジーニアス英和大辞典』
の brook には「小川（stream）
」と書かれているので『イメージ・シンボル事典』の brook
を見ると「欺瞞を表す」とある。ジョージがルイーズを愛しているわけではないことと関係
しているといえよう。また、同事典の‘river’には、川は女（体）を表していると考えられ
るとか、ヘビ（serpent）および水（water）と関連するとある。ヘビは悪魔との関連から様々
な性的な意味があることは言うまでもない（同事典には直接的な記述が多数あるがここで引
用することは控える）が、水にも「生命を与えるすべての体液を表し、羊水、血、唾液、精
液がそれにあたる」と性との関連を示す記述がある。また、ここでも「トウモロコシ」が出
てくるがここでは「背の高さの」という修飾はついていない。ここでは二人がそれなりの気
になっていることの暗示だろう。広い通り（
‘the street’
）が終わって、
「道（
‘road’
）のわ
きの小道（‘path’
）を二人は前後になって」
（29）歩いた。‘road’は「人生、進行、冒険の
象徴」18、‘path’も「人生、経験、学問の象徴」19 とほぼ同じ意味があり、おそらくジョー
ジだけではなくルイーズも初めての経験に臨もうとしているという解釈が正しいらしいこと
をうかがわせる。二人は「前後になって」
（
‘one behind the other’
）歩いたとあるがどちら
が前を歩いたのかは書いてはいない。
だがここに来るまではジョージが
「ルイーズの手を握っ
て」（29）いたから、ジョージが前を歩いていると考えるのは適当だろう。
二人が行き着いたところには「ウィル・オーヴァートン（Will Overton）のイチゴ畑が広
がっていて、板が山積みになっていた。
『ウィルはここにイチゴのかごをしまっておく物置
小屋を建てるつもりなんだよ』とジョージがいい、二人はその板の上に座った」
（29）
。この
板の上が、おそらくジョージがルイーズを知り、ルイーズがジョージを知ることになる場所
であろう。「イチゴ」とはいっても語り手は‘strawberry’という単語は使っていない。
‘strawberry’は「愛の女神の象徴」20 であるが、この二人の間には双方向の愛は成立して
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いないからである。だから語り手は‘berry’を使っている。
‘berry’は「密接な間柄（友
情など）を表す」21 らしく、ジョージがルイーズに友人以上の感情を抱いていないことの暗
示であろう。ジェイソン・グレイ（Jason Gray）は、この場面をエデンの園（the Garden
of Eden）でエヴァ（Eva）とアダム（Adam）が知恵の木の実を食べて互いを知ることになっ
た経緯の借用であると指摘する 22。だが、エヴァがヘビの誘惑によって知恵の木の実を食べ、
それをアダムにも食べさせて性に目覚めたエデンの物語と、ルイーズがジョージの思いを惹
くために手紙を書き送ってジョージの性に対する関心を高め、今こうして互いを知ろうとし
ている物語は似ているが、本質的に異なっている。アダムとエヴァの場合は、夫婦関係を前
提に行為は行われる。それも、子孫を残すために行われるのだ 23。だが、ジョージとルイー
ズの間には双方向の愛は成立していない。ジョージもルイーズも物語が始まった時点で性に
目覚めており、ゆえに「イチゴ」
（
‘berry’
）はすでに指摘したように、二人の間に友情以上
の親しい感情がないことを意味しているにすぎない。
おそらく、ここで重要視されるべきなのは、二人が座っている「山積みの板」
（29）と「イ
チゴのかごをしまっておく物置小屋」
（29）である。前者は二人がここまでやって来た目的、
つまり相手と結ばれるためにここに来たという共通認識の象徴である。だが、その共通認識
は行為を目的とするという表面的な部分で共通なだけで、実際にはそれぞれの心中では異
なった目的のためになされようとしている。ジョージは大人の男になるため、ルイーズは
ジョージの気を惹くためである。つまり、目的の行為はそれぞれの自己満足のために行われ
る。この事実はジョージとルイーズの思考の短絡さと精神の未熟さを際立たせるし、二人が
物置小屋の材料の上に座っているという描写も二人の未熟さを印象づけるものである。後者
の「物置小屋」も、二人の行為の意味の空虚さを暗示する。この「物置小屋」は「イチゴを
入れるかごをしまうためのもの」
（
‘to store berry crates’
）
（29）だという。この「かご」は
運搬に使用されるのが一般的で、この「物置小屋」は建てられた後にその中に、愛の女神や
親密さの象徴であるイチゴが入れられることはない。つまり、この二人の行為は、行われた
後に二人の間に愛を生むきっかけにはならないという結果を暗示している。だから、イチゴ
畑が広がっている場所で山積みになっている板に座っている二人の描写は、エデンの園のア
ダムとエヴァの物語とは直接結びつけて読むことはできないと思われる。
事を済ませてジョージが町に戻った時には「雨が降り始めていた」
（29）
。筆者の調べた限
りでは、
英語には天候によって性的行為を暗示する慣用表現はないようだが、
この雨はジョー
ジとルイーズの間で事がなされたことを暗示していると読んで差し支えないだろう。彼が町
に戻ってきた時間が「10 時」を過ぎていたことも同じことの暗示と読める。
「10」
（
‘ten’
）
は「始まり」や「完成」を表して 24 ジョージが大人の男になったという満足を感じている
ことの暗示になるし、また「悪い意味では高位（完成）からの転落を表す」25 こともあり、
そ れ は ジ ェ イ ソ ン・ グ レ イ が 指 摘 す る「 性 的 無 垢 の 喪 失 」
（
‘the loss of his sexual
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‘three times’
）行った
innocence’
）26 と関係する。ジョージは「メインストリートを 3 回（
り来たりした」
。
「3」
（
‘three’
）は「完成、成就、充実を表す」27 ので、彼は歩きながら自分
が大人の男になったことに自己満足し、
「誰か男の人（
‘some man’
）と話したかった」
（29）
のである－もっとも、彼が通りで人と出会ったかどうかに語り手は言及していないが。お
そらく、誰にも出会わなかったから、
ジョージはドラッグストアに入って
「葉巻を買った」
（29）
のだ。ジョージは店員のショーティ・クランドール（Shorty Crandall）と「5 分間話をして
満足した」（29）
。ショーティはおそらく年上で大人の男性であり、そのショーティと話をす
ることで自分が対等な男になったことに自己満足をしたのである。話した時間が「5 分」だっ
「ニュー・
たのは、自分で自分の立場を「理解」28 した、より適切にいえば納得したのである。
ウ ィ ラ ー ド・ ハ ウ ス に 向 か う 曲 が り 角 の と こ ろ で、 彼 は 歩 き な が ら 口 笛 を 吹 い た
（‘whistling’）」
（29）
。
「口笛を吹くこと」は「無為な時間の過ごし方」29 の象徴で、ジョー
ジが自己満足にひたりきっていることを暗示している。
しかし、「ウィニー衣料品店（Winny’
s Dry Goods Store）のわきの歩道で、サーカスの
絵がたくさん貼ってある板塀のところへくると、彼は口笛を吹くのをやめ、まるで自分の名
前を呼ぶ声に集中して耳をすますかのように暗闇の中でまったく身動きせずに直立した」
（29）。ジョージは「サーカスの絵」を見たのだ。そして、
大人の男になって自己満足にひたっ
ている自分がサーカスの見世物のように感じられ、自分が少し愚かしく感じたのかもしれな
い。だがそれ以上に、彼の心の中には、2 時間前に出かけていったときに感じていた後ろめ
たさが戻ってきた。ここでの「声」
（
‘a voice’
）は実際に聞こえたわけではない。それでも、
聞こえるのではないかと思えたのは、ジョージが良心の呵責を感じているからである 30。自
分は愛しているわけでもない女性と関係をもった。ジョージがその思いに至ったのが「衣料
品店」のわきであったことは、見た目に何の変化もないのに良心の呵責を感じているジョー
ジの未熟さを際立たせる意図があるのかもしれない。このときのジョージは、
「因習的性道徳」31
に一時的に回帰したのであって、さらに、ジェイソン・グレイがいう「善良な青年」
（
‘a
good boy’
）と「男」
（
‘a man’
）の「どちらの役割を果たすべきかという問題について決心
がついていない」状態にある 32。しかし、してしまったことを取り消すことはできないわけ
で、ジョージが再び「善良な青年」に戻ることはできない。だから、彼は自分の行為を正当
化するしかない。その気持ちが、
「彼女は僕に不利な感情を抱いているわけではない。誰に
もわかりはしない」
（29）という言葉に表れている。
（何が「誰にもわかりはしない」といっ
ているのかは、いうまでもなく自分がルイーズと関係をもったことである。
）しかも、その
言葉が「頑固に」
（
‘doggedly’
）
（29）に発せられたことから、
後ろめたさはあっても、
もう「善
良な青年」には戻れないし、大人の男として生きてゆくしかないという意識もあることがわ
かる。だから語り手は、章の最後を「……彼は自分の進む道を進んでいった」
（
‘…[he] went
on his way.’
）（29）という文句で結んでいるのだろう。この言葉はジョージが家に帰ったと

─ 360 ─

『オハイオ州ワインズバーグ』を読む（５）－「誰にもわからない」の象徴的表現を重視した解釈の試み－

いう意味と同時に、大人への道を進んでいったという意味の二重の意味を表していると解釈
すべきであろう。
最後にルイーズにとっての「真実」と、この章の副題が「ルイーズ・トラニアンについて」
なのにジョージが中心事物であるかのような描き方をされていることの意味に言及しておき
たい。既に言及したが、
ルイーズにとっての
「真実」
とはジョージと関係をももつことでジョー
ジの気を惹くことができるということのようだ。1900 年頃のアメリカ社会が倫理的に退廃
していたとはいえ、女性－しかも自分にとっても初めて男性を知ることになる女子－が
自分から男性に誘いをかけるということは、
おそらく稀であったはずだ。その意味において、
ルイーズはグロテスクな人間の一人だったと考えられる。さらにいうならば、ジョージと関
係をもつことでジョージの気を惹くことができるかもしれないと考えた彼女の行動もまた冒
険であったということができる。
また、その彼女が副題になっているのに、彼女についての記述が少ないことには、作品の
展開上の理由があるのではないかと思われる。それは、ひとつには、この章がジョージの成
長を描くための伏線としての意味をもっているということである。だから、
「ジョージはル
イーズ・トラニアンの従位的な立場につけ込んで、彼女をその人格を無視して性的な冒険に
利用した。思い上がり、満足し、自己中心的になって、ジョージはルイーズとのいかなる親
しい関係からも完全に自分を切り離してしまう、なぜなら彼は女性というものを自分の力に
対する意識を強化するために使われる対象としてだけ認識しているからである」33 という、
4
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4

4

4

4

4

4

サリー・アデアー・リグズビー（Sally Adair Rigsbee）の見解は、ジョージに対する批判と
しては偏向しすぎていると思われる。確かに、冷静になったときに感じたジョージの後ろめ
たさの原因が、
ルイーズと関係をもったという事実つまり自分が「善良な青年」ではなくなっ
たことだけであって、
ルイーズに対して申し訳ないという思いがないということを考えれば、
ジョージは「自己中心的」である。だが、ルイーズはジョージに対して「従位的な立場」に
あっただろうか。
ルイーズがジョージに対して一方的に思いを抱いていたことを取り上げて、
彼女がジョージに対して「従位的な立場」にあったとはいえない。ジョージは、自分と関係
をもてば今後付き合ってもいいとか、生活を援助してやるなどという約束をしたわけでもな
い。ルイーズがジョージを好きらしいという噂を利用してジョージが計略をめぐらしてル
イーズを誘い出したわけでもない。ルイーズがジョージに手紙を送らなかったら、この夜の
4
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4

一件は起こらなかったことである。だから、リグズビーの批判はアンダソンのジョージの成
4
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4

4

4
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4

4

4

長の描き方に対する批判として受け止めるにとどめるべきであろう。それとて、ルイーズが
「もしあなたが私をものにしたいと思うなら、私はあなたのものよ」という手紙を書き送っ
てジョージを誘い出したことが道徳的にまったく問題がないという前提に立たなければ、リ
グズビーの解釈は妥当であるとは言えないだろう。ルイーズには時間をかけてジョージとの
愛をはぐくむという選択肢を選ぶこともできたのだから。
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副題になっているルイーズの記述が少ないことはもう一つの意味をもつ。ルイーズがどの
ような女の子なのかがはっきりしないまま章が終わるのは、読者にとってもいささかの疑問
を感じさせるものだ。だがそれ以上に、この章の展開はジョージの認識をそのまま表してい
ると考えられる。つまり、ルイーズという女の子の不思議さ－ジョージにとっては女性と
いうものの神秘性といった方がよいだろう－が最後まで解き明かされないことを表してい
るのである。本文中にあるルイーズに関する少ない記述も、ジョージの彼女に対する疑問を
増大させるものが多い。ルイーズが送った手紙は「もしあなたが私をものにしたいと思うな
ら、私はあなたのものよ」と非常に短く素っ気ない。ジョージがルイーズに会いに行ったと
きも、
「『私が、あんたと出かけたいなんてどうしてわかるのさ』と、彼女は不機嫌にいった。
『どうして、そんなに自信があるわけ。
』……彼女は二人の間に何もないかのように装った
……」（28）。このことはジョージを苛立たせ、彼はルイーズについて「図太いなあ、まった
く図太いよ」（28）と自分には理解できないという心中を吐露している。その後も、互いに
話しかける勇気がなく黙っていると、ルイーズが「難癖をつけ始めた。……そして彼女は彼
に身を寄せた」
（28）ことを受けて「ジョージの口から次々と言葉（
‘a food of words’
）が
ほとばしり出た」
（28）が、語り手は具体的に口から出た言葉を示さない。それは、その言
葉が特別に意味のないことばかりだったからで、ジョージが困惑しただけだったことを意味
すると考えられる。つまり、ジョージにとって女性とはいかなる存在かという問題に対する
答えは暗示さえされずに終わるのだ。
つまり、この章の副題が「ルイーズ・トラニアンについて」というものであるにもかかわ
らず、ルイーズについての記述が少ないのは、語り手の計算の結果できあがった構成である
と考えられるのであり、その意味ではこの章はかなり緻密な計算の上に書かれていると読む
ことができるのである。

註
この論考は『大学院紀要』第 47 集（東洋大学大学院、2009. 341-354）に掲載された「
『オ
ハイオ州ワインズバーグ』を読む（４）
」の続稿である。
1.

Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio. First Edition.（eds. by Charles E. Modlin and Ray
Lewis White. New York: W.W.Norton & Company. 1996. ）p.7. 以下、本稿における作品からの
引用はすべてこの版からのものとし、本文では（ ）内にページ数のみを記すこととする。なお、
この「真実」とは、「グロテスクな者の書」（
“The Book of the Grotesque”
）で老人が挙げてい
る真実のことである。老人の考えでは、真実とは一人の人間がひとつ、もしくは幾つも手に取り、
その人間たちをグロテスクにするものであり、老人は、「それらの人々がそれらの真実のひとつ
を自分のために手にして、それを自分の真実と呼び、それに従って生きようとするやいなや、
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その人間はグロテスクになり、その人間が抱いた真実は誤りまたは偽りとなる」（7）という。
2.

アト・ド・フリース著、山下主一郎等共訳、『イメージ・シンボル事典』、大修館書店、1991。

3.

小西友七、南出康世編集主幹、
『ジーニアス英和大辞典』第 6 版、大修館書店、2001。『イメー
ジ・シンボル事典』にも同じ記述がある。ここで詳述はしないが、この作品は、この種の象徴
的な表現が多用されている。

4.

前掲書に同じ。（前項同様、『イメージ・シンボル事典』にも同じ記述がある。）

5.

ジョージのこの行動について、森岡は「人目を避け、明かりを避けながらのジグザグ歩行は、
むろん、因習的性道徳からわが身を守るための、きわめて現実的な用心にちがいあるまい。だが、
同時に、この部分は、なかば本能につき動かされた結果としての日常生活からの離脱、未知の
世界（性・闇・周辺）への参入という、かれの「冒険」の伏線でもある」と指摘している。森
『シャーウッ
岡裕一、
「「現実」に背を向けて－『ワインズバーグ・オハイオ』における「冒険」」、
ド・アンダソンの文学』（高田賢一、森岡裕一編著、ミネルヴァ書房、1999. 109.）森岡は「なかば」
という副詞をつけているので問題はないのだろうが、ジョージが本能につき動かされた結果と
言い切っていたら、それは、ジョージの迷いを一切無視することになるので解釈としては適切
とはいえなくなるだろう。

6. 『イメージ・シンボル事典』。
7.

前掲書に同じ。なお、媚薬としてのイメージはサツマイモ（Spanish potato, sweet potato）
の方が強いそうである。

8.

前掲書に同じ。（章の終わりに、もう一度「5 分」が出てくる。）

9.

前掲書に同じ。英語の corn は「豊饒」の象徴として使われる。『イメージ・シンボル事典』
には「ラテン語の luxuria は淫らな人間 wanton people を表す両方の意味に用いられた」という
記述があり、この作品ではこの意味が当てはまるように思われる。二人が決心して歩いて行き、
行き着いた道の終わりのところの空き地に生えているトウモロコシには「肩の高さの」という
修飾はついていない。

10.

前掲書に同じ。

11.

前掲書に同じ。

12.

手には「力」の象徴の意味がある。（『イメージ・シンボル事典』）この文脈では、わかりやす

く言えば「支配力」の意味になりそうだが、ここでは、直後に「汚れたギンガムチェックの服
の襞に触れるだけでも、この上ない喜びになるだろう」といっているから、まだ、ジョージの
心の中では決心がついておらず、女性をある意味では尊い、自分の手の届きにくい存在と認識
していることがわかるから、ここでは「手」に「力」の意味を読み込むのは適切ではないと思
われる。
13.

レンガは通常、
「信頼、永久、堅固などの象徴」である。（『ジーニアス英和大辞典』）ここでは、

その硬さが別の性的な意味を暗示していることも考えられる。
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14. 『ジーニアス英和大辞典』。
15.

前掲書に同じ。

16.

ルイーズのこの言葉は、耳の遠い父親がいてこの土地を去ることができないという彼女のお

かれた社会的立場をも意味するのかも知れない。彼女の名字のトラニアン（Trunnion）はワイ
ンズバーグの町のそばを通っているトラニアン公道（Trunion Pike）と発音が同じで、トラニ
アン家はこの土地に早くから住み着いた家系かもしれない。だたし、花岡が指摘しているよう
にトラニアン・パイクがどこにあるのかを正確に推測することはできない。（花岡秀、「『ワイン
ズバーグ・オハイオ』の空間とグロテスクな人びと」、
『シャーウッド・アンダソンの文学』、既出。
130.）
17. 『ジーニアス英和大辞典』。
18. 『イメージ・シンボル事典』。（『ジーニアス英和大辞典』にも「人生、冒険の象徴」とある。）
19.

前掲書に同じ。

20. 『ジーニアス英和大辞典』。ただし、厳密にはキリスト教は一神教だから、ここでは実際には
strawberry は使われていないにせよ、愛を司る天使程度の意味に理解するのがよいであろう。
21. 『イメージ・シンボル事典』。
22.

Jason Gray,“Sherwood Anderson’
s Winesburg, Ohio.” American Writers Classics, Volume

Ⅱ . ed. by Jay Parini. New York: Charles Scribner’s Sons. 2004. 306.
23. 『聖書（新改訳）』（日本聖書刊行会､ 2005）には、
「神は彼ら（アダムとエヴァ）を祝福された。
神は彼らに仰せられた。『生めよ。ふえよ。……』」（創世記 1.28）という記述があり、この記述
は婚姻を定めるものとされている。また、婚姻とは「人類が子孫をのこすために定められた神
による秩序」であるとされている。（新教出版社編集部、『聖書辞典』、新教出版社、1993。）
24. 『イメージ・シンボル事典』。
25.

前掲書に同じ。

26.

Jason Gray. 306.

27. 『イメージ・シンボル事典』。
28.

前掲書に同じ。（8. と同じ。）

29.

前掲書に同じ。

30.

声（voice）は「良心の声」の暗示。前掲書に同じ。

31.

森岡裕一、130.

32.

Jason Gray, 306.

33.

Sally Adair Rigsbee,“The Feminine in Winesburg, Ohio.”Winesburg, Ohio. 既出。 184.
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『オハイオ州ワインズバーグ』を読む（５）－「誰にもわからない」の象徴的表現を重視した解釈の試み－

A Reading of Winesburg, Ohio (5):
An Explication of“Nobody Knows”with an Attempt
to Foreground its Symbolic Expressions
SHIMBORI, Takashi
This is a part of my serialized essay,“A Reading of Winesburg, Ohio,”the aim of which
is to define what“truth”is to each main character of respective stories of the book. The
narrator of“The Book of the Grotesque”states that“the moment one of the people [main
characters of respective stories] took one of the truths to himself, called it his truth, and
tried to live his life by it, he became a grotesque and the truth he embraced became a
falsehood.” This installment deals with“Nobody Knows,”touching upon the truth to the
main character Louise Trunnion, but the focal point in it for once is to draw attention to
symbolic expressions Sherwood Anderson uses in this chapter. By reading the chapter in
this way, the reason will also be assumed why the narrator gives readers only a limited
amount of information about Louise.
Some of the symbolic expressions the narrator uses are as follows. The number eight in
“eight o’
clock”connotes a beginning and so“eight o’
clock”is a good time for George to
leave the Winesburg Eagle office for his adventure. The horses and the cat symbolize
George’
s carnal desire and the horses“tied to a post”imply that George’
s desire is
restrained, because he has not yet made the final decision. George walks“in the darkness
along the alleyway, going carefully and cautiously”for he feels guilty about his adventure
and does not want to be seen by passers-by. The potato of“the potato patch”plays the
role of aphrodisiac which leads him to“feel sure of himself to call to”Louise. The corn
seems to connote wantonness. The bricks of“the brick sidewalk”on which George and
Louise walk imply that the two of them have decided to have carnal knowledge because
the hardness of the bricks is associated with the rigidity of their decision.“The bridge”
that they cross alludes to a bond of two existences, and“the river”to a woman’
s body as
well as to bodily fluids. The“pile of boards”on which the two sit hint at their common
purpose of having intercourse, though for each of them the purpose of the act goes
beyond simply satisfying a sexual urge. For George it is to become a man and for Louise
it is to make him feel affection for her, which means that the act is going to be done only
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for their self-satisfaction. This fact makes it stand out that their ways of thinking are
simplistic and that the two are mentally immature. The mention of a shed to be built
there also implies that the act will not result in the two loving each other, because, after it
is built,“crates”will be stored in it instead of strawberries or berries, which are the
symbol of the Goddess of love or closeness.
The truth to Louise seems to be that to have intercourse will make George feel affection
for her. Although the American society was morally corrupted around the early 1900s, it
seems unusual for a girl to send a boy“a note”which says,“I’
m yours if you want me.”
In that sense, it can be said that Louise is“a grotesque.”
Additionally, the narrator gives readers only a limited amount of information about
Louise because he intends to keep George, as well as readers, from realizing what Louise
is like, and especially keep George from understanding what the intrinsic qualities of
women are. Not only George but also readers are forced to feel a sense of mystery about
Louise due to this lack of information about her.

In conclusion, it can be said that

Anderson wrote this chapter on the basis of elaborate consideration of not only how
symbolic expressions should be used but also how much information about Louise should
be given to George as well as readers by the narrator.
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