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本稿は、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」
1
が何なのかを考察する論考の 6 回目となる。今回は「着想の人」
（
“A Man of
（‘truth’）

Ideas”
）を取り上げて、この章の中心人物であるジョウ ･ ウェリング（Joe Welling）の「真
実」が何なのかを論じることにする。しかし、この章では、中心人物であるジョウに注目し
ているだけでは彼にとっての真実は読み取れても、
その真実が語り手のいうような「誤り」
（‘a
falsehood’）になることが説明できない。つまり、この章の構造は、今まで読んできた章の
構造とは異なっているのである。
その点にも注意を払いながら考察を進めてゆくことにする。

ジョウとワインズバーグ（Winesburg）の町の人々との人間関係は、彼の住まいのある場
所で暗示される。彼の「家はワインズバーグのメインストリートがワインクリーク（Wine
Creek）と交わっているところの先の小さな森の中にたっていた」
（53）というから、ジョ
ウと町の人々の関係は、あまり親しいものとはいえないことがうかがわれる。しかも、彼の
家が「小さな森の中に」
（53）あることで、周囲からはよく見えないことがわかるから、町
の人々にすればジョウという人間の正体が掴みきれないでいることも推察できる。しかし、
彼は孤立しているわけではない。彼の発作が「仲間の男たちと歩く」
（53）ときにも起こる
と書かれているし、スタンダードオイル社の「周旋人」の仕事をしていて、その仕事ぶりは
「寡黙で、過度に馬鹿丁寧に、熱心で」
（54）あったというから、ジョウは町の中での自分の
居場所をそれなりに確立していたことがわかる。とはいえ、この仕事自体、
「かつて法律家
であって、州議会議員を勤めたこともあった」
、
「町の権力者だった」父親が「彼のために確
保した」
（53）ものだったから、その父親の影響力がなかったら、自力で彼がその仕事に就
けたかどうかは疑問であるが。
彼が町の人々に親しく受け入れられない原因の 1 つは、
彼の発作である。発作といっても、
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「精神的なものであって、肉体的なものではない」
（53）
。肉体的なものではないからこそ、
周囲の人間を巻き込んで、彼らを気まずくさせる。
……彼［ジョウ］が着想に襲われて、ひとつの着想が生まれそうなときには手に負
えなかった。……傍観者に襲いかかり、
彼は話し始めた。傍観者は逃げ場がなかった。
興奮した男［ジョウ］は傍観者の顔に息を吹きかけ、目を覗き込み、震える人差し指
で広い胸をつついて、注意を要求し、強要するのだった。
……彼［ジョウ］を襲う発作は無害であるといえるものの、笑い過ごすことのでき
るものではなかった。その発作は傍観者を圧倒した。ある着想を思いつくと、ジョウ
は周囲を圧倒するようになった。彼という人間が巨人のようになった。巨人のように
なった彼という人間が、話している相手を蹂躙し、圧倒し、彼の声が聞こえる範囲に
いる者すべてを圧倒した。
（53-54）
このようなことを、おそらく頻繁に繰り返していたのであろうから、ジョウが町の人々に心
底から快く思われていなかったことは想像に難くない。また、語り手の記述によれば、
「町
の人々がジョウを尊敬し始めた」
（56）のは「ジョウの采配のもとで、
［ジョウが組織した］
ワインズバーグ野球チームが連戦連勝を続けていた」
（57）
（
［ ］内は筆者による補足）結果
だから、それ以前は、
ジョウは尊敬されるに値する人間ではなかったということである。ジョ
ウとの人間関係を維持することが難しかったらしいことは、彼の母親の様子からも推察され
る。彼の母は彼と 2 人暮らしだったが、彼女は「奇妙な灰色の顔色をした白髪混じりで物静
かな女」（53）だったという。語り手が与えてくれるこの情報から、ジョウの母親があまり
健康的ではなかったことが読み取れる。
その原因がジョウの言動であったとは言い切れない。
語り手は、ジョウの父親がどうなっているのかを語っていないから彼女の心労が経済的要因
であった可能性もあるが、ジョウはスタンダードオイル社の仕事をしていたから、おそらく
ジョウの言動の問題の方が大きかったと考えるのが適切なのだろう。ジョウは、町の人々を
「蹂躙する」（‘override’）ように自分の着想に耳を貸すことを強要する行為を母親にもして
いたのだろう。さらに、ジョウが相手に聴くことを強要するばかりで相手の言葉を聞き入れ
ないことが、彼が話す正しくない英語 ──“It don’t stop.”
（55）
（don’t は本文のまま、斜
自体は筆者による）── からもわかる。彼には「町の権力者だった」父がいて、おそらく
幼少期には学校には行くことができたはずなのに、正しくない英語を話すことから、ジョウ
が経済的には学校に行けたものの、実際には学校に行かなかったか、もしくは、教師の教え
2
をあまり受け入れなかったのではないかということが推測される からである。また、ジョ

ウが町の人間と普通の関係を築けなかったもう 1 つの理由は、彼の着想の内容が聞き手の利
益につながるものではないということであるのはいうまでもない。
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ジョウの着想の例が物語の中に示されている。まずは、ワインクリークの水位についての
話である。ワインズバーグに雨が降らなくても、ワインクリークの水位によって、
「列車や
郵便、電報がなくても、メディナ郡で雨が降ったことがわかる。ワインクリークはメディナ
郡から流れてくる。……ワインクリークが［メディナ郡で雨が降ったという］知らせを運ん
できてくれる」
（54）という発見話である。ジョウがこの話を聴かせたのは、
「競馬」の話を
していた男たちであった。しかも、この話をしていた男たちの中には「出場するであろうと
いわれていた」
（54）大騎手ポップ・ギアス（Pop Geers, the great racing driver）の知り合
いで、「その意見は聴くに値する」
（54）者もいた。予想が当たれば金銭的な利益を得ること
ができる競馬の話と違って、ワインクリークの水位の話は直接的な利益にはならない。ジョ
ウの話を聴かされた男たちにとって、ジョウの話は関心を引き起こすものではなかったのは
ある意味では仕方がない。ちなみに、男たちが競馬の話をしていた場所がドラッグストア
（Sylvester West’s Drug Store）であったことも意味があるだろう。ドラッグストアといえ
よろずや

ば簡易万屋のようなもので簡単な生活雑貨や食品が買えるから、それだけ日常生活に直結す
る場であるといえる。そこで、川の水面上昇についての話を聴かされても、聴かされる人間
にとっては身近な利益につながるとは思えないことが暗示されているといえよう。
次に出てくるジョウの着想は「腐蝕」
（‘decay’）についてである。話し相手はジョージ ･ ウィ
ラード（George Willard）
。ジョウのいう腐蝕とは燃えることであって、すべてのものは「燃
えていて」
（‘on fire’）
、
「燃え尽きつつある」
（‘burning up’）のであって、
「腐蝕は……常に
進んでいるものである。それは止まることがない。水やペンキはその腐蝕を止めることはで
きない」
（55）というものである。ジョウはジョージに、この話を「世界は燃えている」と
題して『ワインズバーグ ･ イーグル』
（The Winesburg Eagle）に掲載するように命令した
のだった。町の細かな出来事を掲載するワインズバーグ・イーグルとはいえ、実際に物が燃
えているようには見えないわけだから、
ジョウの着想を新聞記事に載せるわけにはいかない。
このジョウの話も実益につながるものとはいえない。
3 つめの着想の例は、
「地球上のすべての農産物が滅びて」
、この郡の周囲に「高い壁があっ
て」、
「誰もそれを乗り越えられない」としたら、
「僕らはやられてしまうのか」
（“Would we
be done for?”）
（58）というものだ。農産物がすべて滅びてしまうということは干ばつなど
によって起こりうるかもしれないが、この郡の周囲に高い壁があって誰もそれを乗り越えら
れないというのは荒唐無稽な仮定である。トム・キング（Tom King）は、この話に関心を
示しているようだが、この話も現実味に欠ける。
つまり、ジョウの着想はワインズバーグの町の人々にとっては、真剣に耳を傾けるに値す
るものではないのである。しかし、ジョウは自分の着想を語るとき、聴き手に注目を強要す
る。ジョウ ･ ウェリングは、自分の着想は他の人間が耳を傾けるに値するものであると考え
ているのである。それが彼にとっての「真実」であるといってよかろう。
（ただし、これは
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後で、別の表現に言い換える。
）しかし、
彼は自分の語る言葉に疑いを抱かないから、
彼にとっ
て、
「真実」は「誤り」にはならない。では、ジョウの、この「真実」は、どのように「誤り」
になるのか。
その結論を出す前に、ここまでの章の中心人物にとっての「真実」がどのように「誤り」
になるのかをまとめてみたい。
「真実」から「誤り」への変化には 2 つのパターンがある。1
つめは、それぞれの章の中心人物と読み手の間で、その人物にとっての「真実」が「誤り」
であることが認識されるパターンである。これに当てはまるのは、
「手」
（
“Hands”
）のウィ
ング ･ ビドルボーム（Wing Biddlebaum）や「哲学者」
（
“The Philosopher”
）のパーシヴァ
ル医師（Doctor Parcival）
、
「誰にもわからない」
（
“Nobody Knows”
）のルイーズ ･ トラニ
アン（Louise Trunnion）
、
「神性」
（
“Godliness”
）のジェシー ･ ベントリー（Jesse Bentley）
の場合である。ウィング ･ ビドルボームは、自分はその手で他の人間に触れてはいけないと
考えているが、そのようなことはない。パーシヴァル医師は、
「人間はみなキリストであり、
みな磔にされる」というが、彼のこの哲学は人間の様々の側面のいくつかだけを拡大解釈し
て作り上げられたものであり、これも真実とはいえない。ルイーズ ･ トラニアンはジョージ
と関係をもつことで彼の気を惹くことができると思っているが、それも誤り。ジェシー ･ ベ
ントリーは宗教的に狂信者となり、経済的に貪欲になりすぎて、妻キャサリン（Katherine）
と娘ルイーズ（Louise）を苦しめる結果となった。
もう 1 つのパターンは、それぞれの章の中心人物の心に矛盾する思いや欲求が存在して、
その人物の心の中で「真実」が「誤り」になる場合である。
「紙礫」
（
“Paper Pills”
）のリー
フィ医師（Doctor Reefy）は、次々と自分なりの真理を構築してはみるものの、つまり、様々
な現象を自分の言葉で説明してはみるものの、真理を構築してしまえば、その構築した真理
つまり自分でたてた言葉（理論）に意味がなくなってしまってしまう。しかし、彼は真理を
構築することをやめることはできずに次から次へと自分の真理を構築し続ける。
「母」
（“Mother”）のエリザベス ･ ウィラード（Elizabeth Willard）は、息子であるジョージが自
分を表現できる人間になってくれると確信しているが、母親であれば息子の将来を束縛すべ
きではないという思いが生じ、その確信を打ち消すが、また、その確信にとらわれるように
なる。（「哲学者」のパーシヴァルは医師はこちらのパターンにも当てはまって、彼は兄のよ
うな生き方に憧れながらも、それを実践しきれずにいる。
）
ジョウ ･ ウェリングの場合は、このどちらにも当てはまらない。確かに、ジョウがドラッ
グストアで 4 人の男たちに川の水位の話をしたときは、話が終わると、別人であるかのよう
にスタンダードオイル社の周旋人の仕事に戻ってしまうから、この行動だけを見ると、ジョ
ウの場合も、自分の着想を語ってしまえば、それですべてが終わりに見えなくもない。つま
り、ジョウは、リーフィ医師が一度真理を構築してしまうと自分の言葉への執着を失ってし
まうのと似ているようにも見える。だが、ジョージに世界が腐蝕している、燃えているとい
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う話をしたときは様子が違う。
くるっと向きを変えて、ジョウ ･ ウェリングは早足に立ち去った。数歩進むと、彼
は立ち止まって振り返った。
「僕は君につきまとってやる」と彼は言った。
「僕は、君
をすごい人間にするんだ。僕は自分で新聞を作るべきなんだ。それが僕のやるべきこ
となんだ。僕は優秀な記者になるぜ。みんなそれをわかっているぞ。
」
（56）
この引用から、ジョウにとっては、自分の着想を聴かせることに大きな意味があって、み
んなが自分の着想に耳を傾けるのが当然だと恒常的に思っていることがわかる。
そのことは、
ジョウがワインズバーグで野球チームを組織した理由からもわかる。語り手は、その理由を
「彼がコーチになりたかったから」
（56）だったという。コーチになれば、選手は自分の采配
を聴き、それに従わなければならない。ジョウは、そのような人間関係を作りたかったとい
うことだろう。つまり、ジョウにとっての「真実」は、ジョウの心の中では常に「真実」の
ままなのである。それが「誤り」になるのはワインズバーグの町の人々との関係においてで
ある。このような物語の構造は、これまで読んできた章にはなかったものである。彼の「真
実」が「誤り」に変化するのは、彼の着想が意味あるものとして町の人々に語られても、そ
れを聴く人間に無意味であると認識されることで起こるのだ。
この章にだけ、このような読み方を当てはめるのは読解方法として不適切に思われるかも
しれないが、そうとも言い切れない。この章の中心人物であるジョウ ･ ウェリングには、他
の章の中心人物とは異なる点があるし、物語の構造も異なっている。アーヴィング ･ ハウ
（Irving Howe）は「……ある意味において、
『ワインズバーグ』においては、
何も起こらない。
その、殆どの登場人物にとって、何が起こるにしても遅すぎるのであり、彼らは彼らの自発
性を厳しく制限する問題について思いをめぐらせることしかできないのである」3 という。
しかし、ジョウは自発性を失ってはいないし、自分の問題に思いをめぐらせることもない。
4

4

また、町の人間のジョウの着想に対しての認識が変わるかどうかはわからないが、町の人間
4

4

4

4

4

4

4

4

のジョウという人間に対する認識は変わっている。
ジョウは自分がコーチになりたかったがために野球チームを組織して、その地位に
就いて、彼は町の人々の尊敬を集め始めた。
（56）
確かに、この章にも他の章との類似点はある。物語の結末で、トム ･ キングはジョウの着
想に関心を示しているが、それをもって、ジョウとセアラ（Sarah）との交際が認められる
かどうかは判断できないし、トム ･ キングのようにワイズバーグの町の人々がジョウの着想
に関心を抱くようになるかというとそうともいえそうにない。その意味では、
「何も起こら
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ない」のは他の章と同じである。しかし、章の中心人物が町の人々の間に自分の居場所を確
立し始めるということは、
『ワインズバーグ』の中では珍しいことである。また、ジョウは
自分の主張を発信しようとする点ではパーシヴァル医師と似ているが、パーシヴァル医師の
発信の相手はジョージだけであるし、そのジョージにもパーシヴァル医師の言いたいことが
どこまで伝わったのかはわからない。それに、パーシヴァル医師は町の人々の間に自分の居
場所を確立し始めることもない。
このように、ジョウが町の人々の間に自分の居場所を確立し始めるということが、この章
では見逃せない点である。では、なぜ町の人々のジョウに対する認識は変わったのか。それ
は、ジョウという人間が町の人々に直接的な利益をもたらす存在になったからである。
「
［ジョ
ウが組織した］ワインズバーグ野球チームは連戦連勝を続け」
（57）
、
「メディナ郡のチーム
に勝った後には町の人々は『奴は大した男だ。奴はみんなを団結させる。奴から目を離すな
よ』と言い放った」
（56）
。つまり、ジョウは、野球の試合という金銭的な利益ではないにし
ても、勝利しかも連戦連勝という利益を町の人々にもたらしたのであり、
その利益が町の人々
のジョウに対する認識を変えたのである。
おやこ

ここで、ひとつの疑問が起こる。キング父子は、なぜ、ジョージを含めた町の人間たちが
予想した反応を示さなかったのか。ジョウがセアラの父エドワード（Edward）と兄トムと
会うことになったとき、町中が「ピリピリした」
（57）
。さらに、
ジョージ ･ ウィラードは、
自分の部屋で執筆しようとしたが、
手が震えてペンをもっ
ていることができなかった。……ワインズバーグの町の他の人々と同じように、彼は
困惑し、どうしてよいのかわからなかった。……恐怖と不安で震えながら、若い新聞
おやこ

記者はジョウ ･ ウェリングがキング父子と話している部屋の外の廊下で気づかれない
ように聞き耳を立てた。
（57-58）
ジョージを含めてワインズバーグの町の人々は、トム ･ キングがかつて靴屋であるウィン ･
ポージー（Win Pawsey）の飼い犬を彼の「重そうで、見るからに危険そうな杖」で「一撃
で殺した」（57）4 ように、ジョウもひどい目に遭わされるに違いないということを懸念して
いたのだった。面会開始直後、
「ののしり言葉」
（58）が聞こえたが、ことの展開は人々の予
想通りにはならなかった。
「ジョウ ･ ウェリングの声が喋り始め、……彼がそれまで彼の目
の前のすべての人間を参らせてきたように、言葉の津波で部屋の中にいる 2 人の足下をす
ジョージは「すっかり驚いてしまっ
くった」
（58）。懸念していた事態にならなかった 5 から、
た」（‘lost in amazement’）
（58）のだ。
「……部屋の中では、ジョウ ･ ウェリングはトム ･
キングの低くうなる脅しに全く注意を払っていなかった」
（58）
。キング父子は「困惑して」
（‘perplexed’）（58）しまい、ついには、キング父子は笑い出してしまう。それは何を意味す
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るのか。2 人が笑い出すまでの箇所を、少し長いが訳出して考えてみたい。
……彼［ジョウ］は……もってきた雑草や牧草を床に広げた。
「ちょっとしたもの
なんですよ」
、と彼はまじめに告げた。
「僕はジョージに話して、新聞の記事を書かせ
てやろうと思っていたんです。あなた方がここにいらっしゃってよかったです。セア
ラもいてくれたらよかったんですがね。僕はずっとあなた方の家に伺って僕の着想の
いくつかをお話ししたいと思っていたんですよ。面白いんですから。でも、セアラが
許してくれなかったんです。僕らが口論するだろうって。そんなの馬鹿げています。」
困惑した 2 人の前を行ったり来たりしながら、ジョウは説明を始めた。
「間違えな
いでくださいよ」と彼は大きな声で言った。
「これはすごいんです」
。彼の声は興奮で
甲高くなった。
「ちゃんとついてきてくださいよ、きっと関心をもっていただけます
から。ええ、きっとそうなります。こう考えてください。こう考えるんですよ、小麦
やトウモロコシ、カラスムギ、エンドウ豆、ジャガイモがみんな、何らかの奇跡的な
事情でなくなってしまうんです。でも、僕らはこの郡にいるんです。僕らの周りには
高いフェンスがあるんです。誰もそのフェンスを越えることはできないんです。そし
て、地球上のすべての農産物は滅びて、これらの雑草や牧草しか残っていないんです。
そうなったら、僕らはやられてしまうんでしょうか？お二人にお尋ねしますよ。僕ら
はやられてしまうんでしょうか？」再び、トム ･ キングが怒鳴り声をあげ、一瞬、部
屋の中に沈黙が起こった。すると、また、ジョウが自分の着想の説明を熱心に始めた。
「一時は、辛い思いをしますよ。それは認めます。認めざるを得ません。その辛さを
避けることはできません。苦労することでしょう。太った腹がへこむという人は一人
では済みませんよ。でもそんな辛さで、僕らはたたきのめされませんよ。僕らはやら
れたりしません、そう申し上げたいのです。
」
（58）
この後で、キング父子は笑ったのだ。彼らはなぜ笑ったのか。ジョウの着想の話は、ここま
ででは、農作物が滅んでしまっても彼らが郡を離れることはできないが、自分たちは苦労を
しても死にはしないといっているだけで、その根拠は何も語られていない。つまり、キング
父子は、
ジョウの着想が役に立つとか儲けになるとかという次元で聴いているわけではない。
でも 2 人は笑った。それはなぜか。彼らは、ジョウが自分の着想を熱心に語る姿にある意味
では感心し、ある意味では呆れたのであろう。感心したのは、おそらくトム ･ キングだ。彼
は感心したから「愛想よく」
（‘good naturedly’）
（58）笑ったのだ。呆れたのはエドワード ･
キングだ。少しイライラして呆れているから、
彼の笑いは「嫌悪を起こさせる神経質な笑い」
（‘the shivery, nervous laugh’）
（58）になった。さらに、キング父子は、自分たちを「高慢
で危険だ」
（56）といっている町の人間たちと違って、ジョウには悪意がないことを悟った。
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この認識により強い影響を受けたのはトム ･ キングであったと思われる。
トム ･ キングはジョ
ウ ･ ウェリングを受け入れた。
（セアラとの交際を認めるかどうかは別の問題であるが。
）だ
からこそ、彼の笑いは「愛想のよい」ものになったのだろう。そのことは、
キング父子とジョ
ウがキング家に向かって歩くとき、
「トム ･ キングは小柄なジョウの歩みに合わせるために
異様に大股で歩かされていた。彼は一緒に歩きながら、上半身をかがませて、熱中して、魅
了されながら、
話に聴き入っていた」
（58）ことからわかる。ことによると、
トム ･ キングは、
ジョウの「新しい野菜の王国が生まれるでしょうね」
（
“There would be a new vegetable
kingdom you see.”
）
（59）という言葉に金儲けの可能性を見出しているかもしれない。
（最
後の段落には、エドワード ･ キングについての言及がないので、エドワードはジョウの話を
まともに受け取ってはいないのだろう。
）キング一族は「南部のどこかからやって来て」
（56）
、
リンゴの採れるワインズバーグで「リンゴ酒製造工場を営んでいた」
（56）というから、あ
る意味で抜け目ない人々である。町で採れるリンゴを使って事業を興したわけだから起業家
精神のある人々だと考えられるからである。とはいえ、もしそうであるとしても、ジョウの
荒唐無稽な着想を真に受けて本当に「新しい野菜王国」を作れるかもしれないと思ったのな
ら、トム ･ キングは浅はかであると言わざるを得ない。
ここで 2 つのことが確認できる。まず、ワインズバーグの町では、付き合うことが煩わし
い人間でも、その人間がもたらす利益のほうが煩わしさよりも大きいと判断されれば、
「尊敬」
を集め始めるということである。このことは、ワインズバーグの町の人々の認識において、
ジョウが自分たちに利益をもたらす人間だと思われることで、町の人々の間に彼の存在が認
められるようになったことからいえることである。次に、ワインズバーグの人々はトム ･ キ
ング以外、ジョウ ･ ウェリングの着想話を傾聴に値するものと思っておらず、ジョウの『自
分の言葉は他の人間が耳を傾けるべき価値があるものだ』という「真実」は、彼の周囲の人
間との関係において「誤り」になるということ。この章は、
最後の最後でトム ･ キングがジョ
ウ ･ ウェリングと意気投合しているように見えるので、話そのものがハッピー ･ エンディン
グ（めでたい結末）のように感じられるが、トム ･ キングに対する一種の浅はかさも感じら
れて、実際には何も問題は解決していないのである。つまり、ジョウとトムが本当に仲良く
なれるのかはわからないし、ジョウとセアラが付き合いを許されるのかもわからない、加え
て、今後ジョウに対する町の人々の認識が変わるかどうかもわからないのである。その点に
おいては、アーヴィング ･ ハウの「
『ワインズバーグ』においては、何も起こらない」とい
う指摘は正しい。
さて、ジョウ ･ ウェリングにとっての「真実」は一応の説明がついたように思われるが、
この表現ではいまひとつ、彼の「真実」と章の中の事象を結びつける力が弱いように思われ
る。そこで、この章の中心人物であるジョウの名前に着目してみたい。
『ワインズバーグ』
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では、それぞれの中心人物の名前がその人の特徴を表すことがあるようだ。例えば、
「紙礫」
のリーフィ医師であるが、彼の名前の Reefy は、一般の形容詞 reefy で使われれば「岩礁の
多い」という意味になる。これは、
リーフィ医師の名前と彼の手の関節が「並外れて大きい」
（14）というイメージに結びつくものである。さらには、その歪な手は、
「甘さ」がつまった
「歪なリンゴ」
（14）と重なり、結果としてリーフィ医師の内面にある優しさへとつながる。
では、ジョウはどうか。彼の名前のスペリングは Joe であり、この名前は名詞としていくつ
かの意味がある。1 つは「普通の男」という意味があるが、ジョウは普通の男とは言いにく
いので別の意味と考えるべきであろう。すると、他に「つまらない仕事ばかりあてがわれる
男」、さらに動詞で「～に知らせる」という意味がある 6。この 2 つの意味は、ジョウ ･ ウェ
リングにつながらないだろうか。動詞の「～に知らせる」という意味は、ジョウが周囲の人
間に自分の着想を聴くことを強要する姿につながる。そして、名詞の「つまらない仕事ばか
りあてがわれる男」という意味は、自分は新聞記者になるべき人間であるというジョウの思
いと、「自分で新聞社を始めるべき人間だ」
（56）という彼の不満めいた言葉につながるもの
である。つまり、ジョウの心の中には、自分は優秀な人間であって、石油会社の周旋人で終
わるような人間ではない、それを周囲に認めさせたいという思いがあるのだ。
ジョウは、その青年［ジョージ］が羨ましかったのである。ジョウには、自分が生ま
れながらにして新聞記者になるべき人間だと思われたのだ。ジョウはドーハティ飼料
店の前の歩道でジョージを呼び止めて、
「新聞記者は、僕がやっているべきことなん
だぞ、
それは間違いない」
と断言した。彼の目は輝き始め、
人差し指は震え始めた。「も
ちろん、スタンダードオイル社で働いた方が儲けはいい、だから、僕は君にいってい
るだけだ」と彼は付け加えた。
「君に反感は抱いていないよ、でも、僕こそ君の地位
にいるべきなんだよ。僕なら、手すきの時間に記者の仕事をやれるさ。あっちこっち
走り回って、君には決して見つけられないことを見つけ出すさ。
」
ジョウはますます興奮して若い新聞記者を飼料店の正面に押しつけた。彼は自分の
考えに没頭しているようだった。目をギョロギョロさせて細い神経質そうな手で髪を
掻いた。
「……僕は君を羨ましがったりしてはいないぞ。……僕なら新聞を活気づけ
ることができるだろうに。君もそれは認めざるを得ないだろう。
」
……「僕は君につきまとってやるぞ」と彼は言った。
「……僕は自分で新聞を始め
るべきなんだ。それが僕のやるべきことなんだ。僕なら優秀な記者になるぜ。みんな
それをわかっているぞ。
」
（55-56）
光る目、震える指、
「君を羨ましがったりしてはいないぞ」とか「君につきまとってやるぞ」
という言葉から、ジョウの新聞記者という仕事に対するこだわりが読み取れるし、
「みんな
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それ［ジョウが優秀な記者になるということ］をわかっているぞ」という言葉から、実際に
は記者に適した人間とは評価されないことへの不満も読み取れる。ジョウが自分の着想を聴
くことを町の人間たちに強要したのは、この満たされない現状を打破して不満を解消するた
めでもあったのだろう。だが、着想を話しても現状は変わらなかった。そこで、彼は、その
不満を解消するための第二の手段として野球チームを組織してコーチになったのだ。奇跡的
に、ジョウは野球のコーチとしては成功するが、その成功では、彼の不満は根本的には解消
されなかったのだろう。
これを考慮して、ジョウにとっての「真実」を表現し直すと、
『自分は優秀であって、他
の人々に様々なことを伝え、教える地位に就くべき人間である』ということになるだろう。
最後に、もう一点だけ言及しておきたいことがある。それは、ジョウがいっていることが
本当に無意味かどうかということである。まず、ワインクリークの水面についてであるが、
言葉だけをとれば確かに無意味である。しかし、全く雨が降っていなくても水面の上昇から
上流で雨が降ったことがわかるということは、干ばつなどに備えて水をどのように貯水する
かという問題につながる。腐蝕の話は、酸化と置き換えると実は理屈としては正しい。雑草
や牧草の話も、農作物の多様化という観点から見ると実は無意味ではない。ただ、聴く者が、
その言葉を表面的にしか受け取らないから無意味になってしまうのであって、ジョウの着想
は実際には意味があるといえるのだ。ワインズバーグの人々がジョウの着想を無意味である
と受け流すことで、彼らが表面的な利益だけにとらわれていて視野が狭いこと、言葉に対し
て洞察が深くないことが暗示されているといえる。

註
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
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る真実のことである。老人の考えでは、「真実」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、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となる」（7）という。
2. この“It don’t stop.”のような形は、話し手が教養の足りないことを示すと一般にいわれるが、
英語の表現についていえば、この次の“Water and paint can’t stop it.”（55）も、本当ならば、
“Neither water nor paint can stop it.”であるべきだというのが私見である。
3. Irving Howe,「Sherwood Anderson’s Winesburg, Ohio 」、『アメリカ小説論（放送講演）』、
V.O.A. 編集著作、英潮社新社、1968 年初版（p.115）（1983 年 8 版を使用）。
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訳である。
4. トムがウィン ･ ポージーの犬を殺したことは、彼が反権威、反権力の考えをもっていることの
暗示だろうか。『ジーニアス英和大辞典』（小西友七、南出康世編集主幹、第 6 版、大修館書店、
2001）に、靴は「権威の象徴」とあり、『イメージ・シンボル事典』（アト・ド・フリース著、
山下主一郎等共訳、大修館書店、1991）には、犬は「忠実な友、献身」の象徴とある。
5. ジョージや他の町の人々が懸念していた事態にならなかったのは、ジョウがキング父子の胸を
ついて、2 人の注意を惹くことをしなかったからであることはいうまでもない。ジョウが胸をつ
くことをしなかったのが、交際を許してもらうために意図してのことだったのか、自分の着想
を語ることに熱心になりすぎていたからなのかは定かではない。だた、話の途中で、「再び、ト
ム ･ キングが怒鳴り声を上げて、一瞬部屋に沈黙が起こった」（58）が、「……ジョウは再び、
自分の着想の説明を熱心に始めた」（58）だけだった。
6. 『リーダーズ ･ 英和辞典』（第 2 版）、松田徳一郎編集代表、研究社、1999。
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A Reading of Winesburg, Ohio（6）:
On“A Man of Ideas”
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.”In this installment,“A Man of Ideas”is read closely and the truth to the main
character Joe Welling is explicated. My reading also reveals that the underlying theme of
this chapter is different from those of the previous chapters.
The truth to Joe Welling is that he himself is a man of ability and therefore should be a
newspaper reporter, and that people in Winesburg should discern that he is a man who
conveys information and communicates knowledge to them. But they do not think so. To
them, Joe is a nuisance because he forces them to pay attention to him and“overrides”
them when he tells them of his ideas and, additionally, his ideas sound nonsensical.
However, he never doubts of his ability or the value of his words, which means that Joe’
s
truth is consistently truth to him. How then does his truth become“a falsehood”as the
narrator states in“The Book of the Grotesque”?
Before giving the answer to the question, it is necessary to touch upon the difference in
the underlying theme of this chapter from those of previous chapters. In“Hands,”
“The
Philosopher,”
“Nobody Knows,”and“Godliness,”the truth to the respective characters
becomes a falsehood on the basis of readers’common sense. In“Paper Pills,”and
“Mother,”the truth to the characters becomes a falsehood because of contradictory
emotions in his or her heart. In“A Man of Ideas,”Joe’
s truth becomes a falsehood neither
on the basis of readers’common sense nor because of contradictory emotions. Joe’
s
becomes a falsehood because the townspeople deny the value of his ideas and they do not
believe that he is a man of ability. The existence of the townspeople is structurally
essential in this chapter.
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And the last question is whether Joe’
s ideas really are nonsensical. The people in
Winesburg regard his ideas as meaningless because they take his ideas purely at face
value. It means that they only think of profits; their thinking is narrow; and that they
have no interest in thinking deeply about what he says.
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